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1 1557 太田 けい子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 千葉県 1:33:40
2 1572 河津 郁子 ｶﾜﾂ ｲｸｺ ＣＲｍ 千葉県 1:34:56
3 1586 二見 信子 ﾌﾀﾐ ﾉﾌﾞｺ 東京都 1:37:29
4 1587 木内 由美子 ｷｳﾁ ﾕﾐｺ 宇宙選抜 千葉県 1:37:47
5 1501 神田 知恵子 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ チームあろ～は 千葉県 1:37:54
6 1624 村松 真理子 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾘｺ 東京都 1:38:55
7 1553 田中 敬子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ ちはら台走友会 千葉県 1:40:10
8 1575 福田 由理子 ﾌｸﾀ ﾕﾘｺ ＭＩＮＯＲＩＲＣ 千葉県 1:40:30
9 1522 杉山 瑞穂 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 東京都 1:40:58

10 1508 飯田 節子 ｲｲﾀﾞ ｾﾂｺ 千葉県 1:41:49
11 1618 伊藤 智恵子 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 銚子マリーナＲＣ 東京都 1:42:33
12 1606 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ チームみんみん 東京都 1:47:01
13 1570 齋藤 佐知栄 ｻｲﾄｳ ｻﾁｴ チームつる 千葉県 1:47:12
14 1638 鈴木 安芸 ｽｽﾞｷ ｱｷ 帝京平成ＳＡ 千葉県 1:48:33
15 1588 桜井 和恵 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｴ ＭＹ ＳＴＡＲ 千葉県 1:49:45
16 1521 星野 しま子 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 佐原信用金庫 千葉県 1:50:05
17 1505 金澤 恵美 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐ 千葉県 1:50:14
18 1528 中川 雅美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ １０３１ 千葉県 1:50:19
19 1530 執行 裕子 ｼｷﾞｮｳ ﾕｳｺ 千葉県 1:50:24
20 1631 岩瀬 百合子 ｲﾜｾ ﾕﾘｺ 千葉県 1:50:30
21 1515 髙木 三恵 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 1:50:47
22 1529 高橋 喜美子 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県 1:51:43
23 1560 佐久間 純子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:51:51
24 1582 内田 敏江 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｴ 千葉県 1:52:41
25 1562 川口 和代 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 旭ＲＣ 千葉県 1:52:50
26 1626 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ みんなで走るのかい？ 千葉県 1:52:56
27 1543 板橋 史子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 宇佐美ＲＣ 東京都 1:53:08
28 1548 寺田 美紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ こてはし小 千葉県 1:53:22
29 1599 川島 由紀子 ｶﾜｼﾏ ﾕｷｺ 東京都 1:53:32
30 1549 新田 由起子 ﾆｯﾀ ﾕｷｺ 東京都 1:54:07
31 1536 遠藤 由紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ ａｎｙ’ｓ 千葉県 1:54:13
32 1510 鈴木 なえ子 ｽｽﾞｷ ﾅｴｺ 千葉県 1:54:15
33 1611 榎本 紅衣子 ｴﾉﾓﾄ ｱｲｺ 千葉県 1:54:21
34 1554 浦田 亜紀 ｳﾗﾀ ｱｷ ＨＮＤＲＣ 東京都 1:54:35
35 1623 宮崎 玲子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲｺ 千葉県 1:55:07
36 1552 村越 夕子 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｺ 茨城県 1:55:24
37 1571 袴田 夕里香 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 千葉県 1:55:47
38 1583 岡本 昌子 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ Ｋａｎａｙａ 千葉県 1:55:57
39 1578 左東 摩子 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県 1:56:27
40 1546 田谷 きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ 千葉県 1:56:28
41 1605 滝川 敦子 ﾀｷｶﾞﾜ ｱﾂｺ 千葉県 1:56:32
42 1584 天野 聡子 ｱﾏﾉ ｱｷｺ 千葉県 1:56:46
43 1532 北牧 希羊子 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ 千葉県 1:57:04
44 1610 越川 のり子 ｺｼｶﾜ ﾉﾘｺ 千葉県 1:57:18
45 1558 磯田 京子 ｲｿﾀﾞ ｷｮｳｺ 千葉県 1:58:52
46 1629 島田 真弓美 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 千葉県 1:58:55
47 1573 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ 千葉県 1:59:25
48 1540 松田 清香 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ちーむＱ 千葉県 2:00:45
49 1547 山石 美恵子 ﾔﾏｲｼ ﾐｴｺ 千葉県 2:01:20
50 1565 岩瀬 美津代 ｲﾜｾ ﾐﾂﾖ 銚子マリーナ 千葉県 2:01:46
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51 1526 菊池 総子 ｷｸﾁ ﾌｻｺ 千葉県 2:02:00
52 1634 椎名 玲子 ｼｲﾅ ﾚｲｺ 千葉県 2:02:10
53 1627 向野 紀子 ﾑｸﾉ ﾉﾘｺ 千葉県 2:02:36
54 1604 福永 葉子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｳｺ 千葉県 2:02:45
55 1601 森 光江 ﾓﾘ ﾐﾂｴ 茨城県 2:03:20
56 1637 内田 清子 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｺ 千葉県 2:03:46
57 1596 遠藤 由美子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 千葉県 2:03:47
58 1635 多田 千陽 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 2:03:51
59 1550 鈴木 美枝 ｽｽﾞｷ ﾐｴ 成田赤十字病院 千葉県 2:03:56
60 1541 関根 美奈子 ｾｷﾈ ﾐﾅｺ 東京都 2:03:56
61 1615 石橋 由起子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県 2:04:26
62 1507 奥田 智子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 銚子信用金庫 千葉県 2:04:28
63 1640 佐藤 由貴 ｻﾄｳ ﾕｷ 東京都 2:04:54
64 1613 岡野 純子 ｵｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 2:04:54
65 1590 川上 佐枝子 ｶﾜｶﾐ ｻｴｺ 埼玉県 2:05:16
66 1559 藤崎 美恵子 ﾌｼﾞｻｷ ﾐｴｺ 成田マイペース 千葉県 2:05:51
67 1628 須合 美江 ｽｺﾞｳ ﾖｼｴ 神奈川県 2:06:03
68 1514 平山 美雪 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾕｷ 千葉県 2:06:17
69 1620 松本 道子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｺ 千葉県 2:07:24
70 1642 齋藤 純子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 2:07:49
71 1542 岡本 友紀 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 東京都 2:07:49
72 1503 椎名 幸江 ｼｲﾅ ｻﾁｴ 千葉県 2:08:36
73 1516 飯嶋 直子 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｺ ブレイブ安藤塾 千葉県 2:08:40
74 1513 湯浅 京子 ﾕｱｻ ｷｮｳｺ チームアモロン 千葉県 2:09:13
75 1579 生川 広美 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾐ まきまきクラブ 神奈川県 2:09:40
76 1525 田口 喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都 2:09:44
77 1511 井上 登紀子 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ 千葉県 2:09:49
78 1600 サクラダ フミコ ｻｸﾗﾀﾞ ﾌﾐｺ 東京都 2:10:16
79 1539 田澤 恵実子 ﾀｻﾞﾜ ｴﾐｺ 東京都 2:10:29
80 1502 川上 真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県 2:10:59
81 1632 遠藤 紀美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾐ 茨城県 2:11:24
82 1504 田村 とし子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ 千葉県 2:11:41
83 1564 宮川 正江 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｴ 銚子マリーナ 千葉県 2:12:09
84 1612 古野 三保 ﾌﾙﾉ ﾐﾎ 千葉県 2:12:11
85 1574 飯塚 知子 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓｺ 千葉県 2:12:13
86 1523 金坂 めぐみ ｶﾈｻｶ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 2:12:42
87 1520 三井 洋子 ﾐﾂｲ ﾖｳｺ 東京都 2:12:53
88 1607 阿曽 正子 ｱｿ ﾏｻｺ ワラーチ 東京都 2:13:26
89 1533 柴田 結花 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 神奈川県 2:13:34
90 1609 宮内 祐子 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｺ 茨城県 2:13:52
91 1538 星 志寿加 ﾎｼ ｼｽﾞｶ 東京都 2:14:23
92 1594 西岡 陽子 ﾆｼｵｶ ﾖｳｺ 東京都 2:14:33
93 1506 ソブ川 稔子 ｿﾌﾞｶﾜ ﾄｼｺ 銚子信用金庫 千葉県 2:15:47
94 1603 山本 友香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 千葉県 2:15:57
95 1519 強矢 幸子 ｽﾈﾔ ｻﾁｺ 神奈川県 2:16:29
96 1580 新山 美穂 ﾆｲﾔﾏ ﾐﾎ 東京都 2:16:39
97 1585 今泉 結雅 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｶ チーム・デコレ 千葉県 2:17:22
98 1595 利光 朝子 ﾄｼﾐﾂ ｱｻｺ ＮＯ ＮＵＫＥＳ 千葉県 2:17:58
99 1518 美見 孝子 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県 2:18:32

100 1630 向後 礼子 ｺｳｺﾞ ﾚｲｺ 千葉県 2:19:15
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101 1577 福田 幸子 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ ＣＲＣ・Ｍ 千葉県 2:19:32
102 1517 目川 絹江 ﾒｶﾜ ｷﾇｴ べんきょう屋ＲＣ 千葉県 2:19:37
103 1608 鈴木 雪子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 神奈川県 2:20:10
104 1641 向後 好枝 ｺｳｺﾞ ﾖｼｴ 千葉県 2:20:33
105 1625 木下 緑 ｷﾉｼﾀ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 2:21:17
106 1512 藤嶋 美智 ﾌｼﾞｼﾏ ﾐﾁ 千葉県 2:21:22
107 1593 岩城 敦子 ｲﾜｷ ｱﾂｺ 足立カメーズ 東京都 2:21:23
108 1555 根本 真里 ﾈﾓﾄ ﾏﾘ ウィングＡＣ 千葉県 2:21:41
109 1591 坂本 知恵子 ｻｶﾓﾄ ﾁｴｺ チームのぐちＲＣ 千葉県 2:21:58
110 1621 小林 博子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ あんだんて 長野県 2:23:04
111 1597 猪野尾 友紀 ｲﾉｵ ﾕｷ 東葉クリニック 千葉県 2:23:16
112 1569 緑川 理映子 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｴｺ Ｋａｎａｙａ 千葉県 2:24:09
113 1602 小作 広子 ｺｻｸ ﾋﾛｺ 千葉県 2:28:13
114 1535 小高 由美 ｺﾀｶ ﾕﾐ 成田ランナーズハイ 千葉県 2:28:30
115 1567 佐久間 光子 ｻｸﾏ ﾐﾂｺ 千葉県 2:28:49
116 1563 加瀬谷 きい子 ｶｾﾔ ｷｲｺ 千葉県 2:28:54
117 1566 宮城 めぐみ ﾐﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ いたくない整体・そら 沖縄県 2:30:23
118 1527 濱野 千秋 ﾊﾏﾉ ﾁｱｷ 千葉県 2:40:29
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