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1 11239 星野 尚子 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉ランナーズ 千葉県 0:42:29
2 11207 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:42:43
3 11253 幸田 昌代 ｺｳﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 0:43:01
4 11229 岩井 享子 ｲﾜｲ ｷｮｳｺ 千葉県 0:44:26
5 11233 鈴木 亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ チームおばちゃん 東京都 0:44:35
6 11231 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:44:57
7 11270 白土 敦子 ｼﾗﾄ ｱﾂｺ 東洋の魔女 千葉県 0:46:17
8 11209 深澤 弥生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 旭ＲＣ 千葉県 0:46:39
9 11235 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 千葉県 0:47:31

10 11251 戸叶 亜里 ﾄｶﾉ ｱﾘ 東京都 0:47:47
11 11204 加瀬 美恵子 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県 0:47:50
12 11242 吉野 由紀子 ﾖｼﾉ ﾕｷｺ おじゃるまる 千葉県 0:48:32
13 11255 星野 しま子 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 佐原信用金庫 千葉県 0:48:38
14 11289 守角 智香 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾁｶ 千葉県 0:48:49
15 11205 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:49:09
16 11243 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:22
17 11224 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 0:51:32
18 11202 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:40
19 11278 田所 美穂子 ﾀﾄｺﾛ ﾐﾎｺ 東京都 0:53:19
20 11245 竹内 みどり ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 竹さんと強者達 千葉県 0:53:27
21 11232 山田 幸恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 千葉県 0:53:43
22 11222 飯島 幸子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県 0:54:09
23 11223 内山 加代 ｳﾁﾔﾏ 千葉県 0:54:43
24 11267 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:55:10
25 11206 千本松 宏子 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾋﾛｺ 千葉県 0:55:47
26 11282 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:56:10
27 11266 宮下 和歌子 ﾐﾔｼﾀ ﾜｶｺ 千葉県 0:56:27
28 11252 島嵜 安代 ｼﾏｻﾞｷ ﾔｽﾖ 千葉県 0:56:35
29 11290 多田 千陽 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 0:57:01
30 11280 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:57:06
31 11269 緑川 さゆり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県 0:57:17
32 11268 結城 美和 ﾕｳｷ ﾐﾜ 千葉県 0:57:33
33 11271 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 千葉県 0:57:40
34 11288 宮武 美和子 ﾐﾔﾀｹ ﾐﾜｺ 東京都 0:58:00
35 11256 黒田 裕子 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 茨城県 0:58:23
36 11261 萩谷 応余 ﾊｷﾞﾔ ﾏｻﾖ 千葉県 0:58:45
37 11287 田杭 典子 ﾀｸﾞｲ ﾉﾘｺ 埼玉県 0:58:49
38 11214 井上 登紀子 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ 千葉県 0:59:19
39 11286 青木 住子 ｱｵｷ ｽﾐｺ 東京都 0:59:29
40 11259 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 0:59:40
41 11221 髙安 光江 ﾀｶﾔｽ ﾐﾂｴ 千葉県 1:00:16
42 11277 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ ７０３１ 神奈川県 1:00:29
43 11236 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:00:40
44 11250 橋本 和子 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都 1:01:07
45 11247 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 千葉県 1:01:28
46 11215 吉原 玉枝 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾏｴ 茨城県 1:01:30
47 11218 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 1:01:45
48 11201 高橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ 千葉県 1:01:50
49 11283 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:02:14
50 11279 西崎 恭子 ﾆｼｻﾞｷ ｷｮｳｺ 三菱陸連駅伝部 茨城県 1:02:16
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51 11263 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 茨城県 1:02:20
52 11217 平野 美代子 ﾋﾗﾉ 千葉県 1:02:22
53 11281 末木 恵里 ｽｴｷ ｴﾘ 千葉県 1:02:33
54 11225 信田 喜美子 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ タートルズ 千葉県 1:02:42
55 11272 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:02:55
56 11208 渡部 由美子 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾐｺ 千葉県 1:02:59
57 11211 石塚 敏子 ｲｼﾂﾞｶ ﾄｼｺ 千葉県 1:03:14
58 11240 平山 奈穂美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵﾐ 千葉県 1:03:39
59 11237 小野 梨香 ｵﾉ ﾘｶ りそな 東京都 1:04:08
60 11234 佐野 絵美 ｻﾉ ｴﾐ 東京都 1:04:08
61 11276 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:04:10
62 11220 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:04:20
63 11203 網中 知恵子 ｱﾐﾅｶ ﾁｴｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:04:38
64 11257 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:05:11
65 11212 武田 光代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 花見川陸上クラブ 千葉県 1:05:58
66 11284 野路 亜利紗 ﾉｼﾞ ｱﾘｻ フジテツＡＣ 千葉県 1:06:24
67 11227 川名 久美 ｶﾜﾅ ｸﾐ 千葉県 1:07:16
68 11254 菅 弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 千葉県 1:07:22
69 11230 田邉 伸子 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 千葉県 1:08:00

2018/02/04


