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1 11039 宮内 樹里花 ﾐﾔｳﾁ ｼﾞｭﾘｶ 千葉県 0:41:07
2 11239 星野 尚子 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉ランナーズ 千葉県 0:42:29
3 11207 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:42:43
4 11253 幸田 昌代 ｺｳﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 0:43:01
5 11229 岩井 享子 ｲﾜｲ ｷｮｳｺ 千葉県 0:44:26
6 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
7 11035 森 紅歌 ﾓﾘ ﾍﾞﾆｶ 畑沢中学校 千葉県 0:44:45
8 11231 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:44:57
9 11077 楜澤 久美子 ｸﾙﾐｻﾜ ｸﾐｺ 東京都 0:45:27

10 11045 奥野 由美子 ｵｸﾉ ﾕﾐｺ 千葉県 0:45:33
11 11270 白土 敦子 ｼﾗﾄ ｱﾂｺ 東洋の魔女 千葉県 0:46:17
12 11003 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:46:23
13 11209 深澤 弥生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 旭ＲＣ 千葉県 0:46:39
14 11235 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 千葉県 0:47:31
15 11251 戸叶 亜里 ﾄｶﾉ ｱﾘ 東京都 0:47:47
16 11204 加瀬 美恵子 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県 0:47:50
17 11242 吉野 由紀子 ﾖｼﾉ ﾕｷｺ おじゃるまる 千葉県 0:48:32
18 11255 星野 しま子 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 佐原信用金庫 千葉県 0:48:38
19 11289 守角 智香 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾁｶ 千葉県 0:48:49
20 11205 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:49:09
21 11071 前川 紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 東京都 0:50:21
22 11041 木村 美樹 ｷﾑﾗ ﾐｷ 千葉県 0:50:37
23 11243 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:22
24 11064 石本 麻美 ｲｼﾓﾄ ｱｻﾐ 千葉県 0:51:25
25 11224 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 0:51:32
26 11082 田中 裕子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 千葉県 0:51:43
27 11060 加瀬 麻美 ｶｾ ｱｻﾐ 千葉県 0:52:39
28 11202 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:40
29 11068 深井 綾子 ﾌｶｲ ｱﾔｺ 東洋合成工業 東京都 0:52:42
30 11065 堺 こみち ｻｶｲ ｺﾐﾁ 東京都 0:53:19
31 11278 田所 美穂子 ﾀﾄｺﾛ ﾐﾎｺ 東京都 0:53:19
32 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
33 11232 山田 幸恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 千葉県 0:53:43
34 11222 飯島 幸子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県 0:54:09
35 11006 宇井 くるみ ｳｲ ｸﾙﾐ 千葉県 0:54:23
36 11223 内山 加代 ｳﾁﾔﾏ 千葉県 0:54:43
37 11267 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:55:10
38 11024 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:55:10
39 11012 鈴木 風 ｽｽﾞｷ ﾌｳ 千葉県 0:55:26
40 11074 石田 秀美 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 0:55:28
41 11021 深堀 亮子 ﾌｶﾎﾞﾘ ｱｷｺ 千葉県 0:55:31
42 11206 千本松 宏子 ｾﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾋﾛｺ 千葉県 0:55:47
43 11089 野田 麻未 ﾉﾀﾞ ﾏﾐ 千葉県 0:56:07
44 11029 青澤 美由紀 ｱｵｻﾜ ﾐﾕｷ 竹さんと強者達 千葉県 0:56:08
45 11282 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:56:10
46 11266 宮下 和歌子 ﾐﾔｼﾀ ﾜｶｺ 千葉県 0:56:27
47 11088 山口 由香子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶｺ ランナーズ山武 千葉県 0:56:30
48 11252 島嵜 安代 ｼﾏｻﾞｷ ﾔｽﾖ 千葉県 0:56:35
49 11290 多田 千陽 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 0:57:01
50 11280 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:57:06
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51 11026 本間 千晶 ﾎﾝﾏ ﾁｱｷ 千葉県 0:57:11
52 11048 笠原 華葉 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅﾖ 千葉県 0:57:13
53 11269 緑川 さゆり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県 0:57:17
54 11005 加瀬 静 ｶｾ ｼｽﾞｶ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:57:26
55 11268 結城 美和 ﾕｳｷ ﾐﾜ 千葉県 0:57:33
56 11031 柴田 千裕 ｼﾊﾞﾀ ﾁﾋﾛ 千葉県 0:57:40
57 11271 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 千葉県 0:57:40
58 11288 宮武 美和子 ﾐﾔﾀｹ ﾐﾜｺ 東京都 0:58:00
59 11256 黒田 裕子 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 茨城県 0:58:23
60 11261 萩谷 応余 ﾊｷﾞﾔ ﾏｻﾖ 千葉県 0:58:45
61 11287 田杭 典子 ﾀｸﾞｲ ﾉﾘｺ 埼玉県 0:58:49
62 11214 井上 登紀子 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ 千葉県 0:59:19
63 11286 青木 住子 ｱｵｷ ｽﾐｺ 東京都 0:59:29
64 11017 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:59:30
65 11063 渡辺 有貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ アサヒ眼科クリニック 千葉県 0:59:37
66 11259 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 0:59:40
67 11086 丸山 茜 ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾈ 千葉県 0:59:49
68 11221 髙安 光江 ﾀｶﾔｽ ﾐﾂｴ 千葉県 1:00:16
69 11277 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ ７０３１ 神奈川県 1:00:29
70 11236 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:00:40
71 11059 谷内 佳絵 ﾀﾆｳﾁ ｶｴ 茨城県 1:00:49
72 11250 橋本 和子 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都 1:01:07
73 11037 石毛 友理 ｲｼｹﾞ ﾕﾘ 千葉県 1:01:13
74 11247 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 千葉県 1:01:28
75 11215 吉原 玉枝 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾏｴ 茨城県 1:01:30
76 11078 中西 由利子 ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｺ 東京都 1:01:35
77 11218 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 1:01:45
78 11087 細谷 静香 ﾎｿﾔ ｼｽﾞｶ 千葉県 1:01:46
79 11201 高橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ 千葉県 1:01:50
80 11025 豊永 小百合 ﾄﾖﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 千葉県 1:01:55
81 11061 森 衣吹 ﾓﾘ ｲﾌﾞｷ 国分寺台小 千葉県 1:01:57
82 11072 ロー シャイアン ﾛｰ ｼｬｲｱﾝ 旭市立第二中学校 千葉県 1:01:57
83 11030 奥野 陽子 ｵｸﾉ ﾖｳｺ 千葉県 1:02:08
84 11283 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:02:14
85 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
86 11004 根本 有沙 ﾈﾓﾄ ｱﾘｻ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:02:19
87 11263 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 茨城県 1:02:20
88 11217 平野 美代子 ﾋﾗﾉ 千葉県 1:02:22
89 11040 石井 郁 ｲｼｲ ｶｵﾙ 東京都 1:02:24
90 11281 末木 恵里 ｽｴｷ ｴﾘ 千葉県 1:02:33
91 11052 台蔵 綾霞 ﾀﾞｲｿﾞｳ ｱﾔｶ 千葉県 1:02:38
92 11015 吉田 茉純 ﾖｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 千葉県 1:02:40
93 11225 信田 喜美子 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ タートルズ 千葉県 1:02:42
94 11075 辰野 淑美 ﾀﾂﾉ ﾖｼﾐ のんぱるたん。 千葉県 1:02:46
95 11093 岡田 理奈 ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ のんぱるたん。 茨城県 1:02:46
96 11044 階枝 佳奈 ｶｲｴﾀﾞ ｶﾅ 千葉県 1:02:50
97 11073 太郎良 のぞみ ﾀﾛｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉県 1:02:55
98 11272 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:02:55
99 11208 渡部 由美子 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾐｺ 千葉県 1:02:59

100 11002 瀬尾 かおり ｾｵ ｶｵﾘ ホンダカーズ東総 千葉県 1:03:02
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101 11211 石塚 敏子 ｲｼﾂﾞｶ ﾄｼｺ 千葉県 1:03:14
102 11079 竹谷 陽子 ﾀｹﾀﾆ ﾖｳｺ 東京都 1:03:33
103 11240 平山 奈穂美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅｵﾐ 千葉県 1:03:39
104 11043 関谷 洋美 ｾｷﾔ ﾋﾛﾐ Ｋａｎａｙａ 千葉県 1:03:49
105 11036 安倍 友華 ｱﾍﾞ ﾕｶ 千葉県 1:03:49
106 11076 一ノ瀬 圭織 ｲﾁﾉｾ ｶｵﾘ のんぱるたん。 茨城県 1:04:03
107 11032 橋本 真彩 ﾊｼﾓﾄ ﾏｱﾔ 東京都 1:04:06
108 11237 小野 梨香 ｵﾉ ﾘｶ りそな 東京都 1:04:08
109 11234 佐野 絵美 ｻﾉ ｴﾐ 東京都 1:04:08
110 11276 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:04:10
111 11220 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:04:20
112 11066 中尾 彩奈 ﾅｶｵ ｱﾔﾅ 栃木県 1:04:28
113 11033 荒川 久美子 ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ 茨城県 1:04:33
114 11203 網中 知恵子 ｱﾐﾅｶ ﾁｴｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:04:38
115 11058 高木 めぐみ ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 1:05:00
116 11023 上原 涼子 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｺ 千葉県 1:05:10
117 11257 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:05:11
118 11090 飯島 愛 ｲｲｼﾞﾏ ｱｲ 千葉県 1:05:41
119 11080 高橋 真梨香 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｶ 千葉県 1:05:41
120 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
121 11085 成川 希美 ﾅﾘｶﾜ ｷﾐ 千葉県 1:06:06
122 11022 鈴木 美由紀 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 千葉県 1:06:08
123 11284 野路 亜利紗 ﾉｼﾞ ｱﾘｻ フジテツＡＣ 千葉県 1:06:24
124 11067 高松 みゆき ﾀｶﾏﾂ ﾐﾕｷ 千葉県 1:06:50
125 11062 平野 弘子 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｺ 千葉県 1:06:50
126 11049 小川 智子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 千葉県 1:07:00
127 11227 川名 久美 ｶﾜﾅ ｸﾐ 千葉県 1:07:16
128 11254 菅 弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 千葉県 1:07:22
129 11230 田邉 伸子 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 千葉県 1:08:00
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