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1 5552 大西 夏帆 ｵｵﾆｼ ｶﾎ 木更津総合高校 千葉県 0:17:34
2 5555 宮崎 遥香 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 木更津総合高校 千葉県 0:18:07
3 5554 守角 彩絵 ﾓﾘｽﾞﾐ ｻｴ 木更津総合高校 千葉県 0:18:18
4 5559 齋藤 采栄花 ｻｲﾄｳ ｻｴｶ 木更津総合高校 千葉県 0:18:29
5 5535 小林 あゆか ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｶ 佐原高校 千葉県 0:18:30
6 5510 五木田 千尋 ｺﾞｷﾀﾞ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:18:32
7 5558 千葉 美奈 ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ 木更津総合高校 千葉県 0:18:33
8 5557 石飛 琴乃 ｲｼﾄﾋﾞ ｺﾄﾉ 木更津総合高校 千葉県 0:19:15
9 5505 中嶋 涼音 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞﾈ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:19:36

10 5580 鷹崎 晃子 ﾀｶｻｷ ｱｷｺ げっぴ会・鹿島 栃木県 0:19:38
11 5508 髙根 万由子 ﾀｶﾈ ﾏﾕｺ 成東髙校 千葉県 0:19:54
12 5504 宮内 千莉 ﾐﾔｳﾁ ﾁﾘ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:20:12
13 5531 田丸 千織 ﾀﾏﾙ ﾁｵﾘ 成東高校 千葉県 0:20:15
14 5565 植松 佑香 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｶ 千葉県 0:20:42
15 5521 永藤 あす香 ﾅｶﾞﾄｳ ｱｽｶ 千葉県 0:20:47
16 5501 根本 結衣 ﾈﾓﾄ ﾕｲ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:21:26
17 5520 山内 志織 ﾔﾏｳﾁ ｼｵﾘ 千葉県 0:21:42
18 5513 石橋 春佳 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ 千葉県立銚子高等学校 茨城県 0:21:44
19 5511 竹内 佑妃 ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾅ 千葉県立銚子高校 千葉県 0:21:56
20 5502 長谷川 芽衣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｲ 市立銚子陸上競技部 茨城県 0:21:59
21 5568 越川 真衣 ｺｼｶﾜ ﾏｲ 千葉県 0:22:35
22 5553 石塚 美奈 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾅ 木更津総合高校 千葉県 0:22:35
23 5512 成毛 佑李亜 ﾅﾙｹ ﾕﾘｱ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:23:05
24 5522 木川 悠希江 ｷｶﾜ ﾕｷｴ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:23:57
25 5523 木川 梨紗子 ｷｶﾜ ﾘｻｺ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:24:07
26 5541 冨田 音花 ﾄﾐﾀ ｵﾄｶ 千葉県 0:24:39
27 5560 所 心菜 ﾄｺﾛ ｺｺﾅ 千葉県 0:24:44
28 5575 井田 陽穂 ｲﾀﾞ ｱｷﾎ 千葉県 0:24:44
29 5551 鎌倉 渚 ｶﾏｸﾗ ﾅｷﾞｻ 木村プログレス工業 千葉県 0:25:15
30 5540 木内 陽子 ｷｳﾁ ﾖｳｺ 千葉県 0:25:35
31 5503 山口 沙織 ﾔﾏｸﾞﾁ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:25:58
32 5526 藤井 冴弥子 ﾌｼﾞｲ ｻﾔｺ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:25:59
33 5524 大金 千夏 ｵｵｶﾞﾈ ﾁﾅﾂ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:26:18
34 5539 久光 幸恵 ﾋｻﾐﾂ ﾕｷｴ 千葉県 0:26:48
35 5542 木内 裕三 ｷｳﾁ ﾋﾛﾐ 海上マリンキッズ 千葉県 0:26:53
36 5570 粟生 志帆 ｱｵｳ ｼﾎ 栗山小学校 千葉県 0:26:55
37 5518 阿部 倫子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 0:27:11
38 5556 木島 美月 ｷｼﾞﾏ ﾐﾂﾞｷ 木更津総合高校 千葉県 0:27:20
39 5525 髙橋 瞳実 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:27:20
40 5532 池﨑 碧 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 0:27:27
41 5576 丸山 美佳 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｶ 千葉県 0:27:33
42 5534 磯部 瑠海 ｲｿﾍﾞ ﾙﾐ 千葉県 0:27:35
43 5528 中村 倫子 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｺ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:27:41
44 5527 伊藤 愛実 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 佐倉高校卓球部 千葉県 0:27:41
45 5506 林 友見 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 千葉県 0:28:46
46 5567 越川 莉帆 ｺｼｶﾜ ﾘﾎ 千葉県 0:29:01
47 5516 江﨑 麻美 ｴｻﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県 0:30:11
48 5538 石橋 靖代 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾖ 千葉県 0:31:12
49 5515 杉原 かおり ｽｷﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 千葉県 0:31:12
50 5507 花香 真淑 ﾊﾅｶ ﾏｽﾐ チームマツオカ 千葉県 0:31:13
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51 5573 冨丘 沙紀 ﾄﾐｵｶ ｻｷ 千葉県 0:31:19
52 5572 上木 康衣 ｶﾐｷ ﾔｽｴ 千葉県 0:31:57
53 5571 渡邉 ひとみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄﾐ 千葉県 0:31:57
54 5550 野中 静香 ﾉﾅｶ ｼｽﾞｶ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 0:32:57
55 5566 児玉 明子 ｺﾀﾞﾏ ｱｷｺ 東京都 0:33:46
56 5561 鈴木 弥生 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｲ 千葉県 0:34:08
57 5544 平山 美恵子 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｴｺ 茨城県 0:34:43
58 5574 平塚 宏美 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾐ 千葉県 0:35:10
59 5533 佐藤 絢子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 千葉県 0:35:22
60 5530 福士 妙子 ﾌｸｼ ﾀｴｺ 千葉県 0:35:50
61 5545 鈴木 由佳 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 千葉県 0:36:03
62 5517 大木 沙織 ｵｵｷ ｻｵﾘ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:37:08
63 5564 渡辺 和夏子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ トリプルアイ 神奈川県 0:37:08
64 5563 武井 小春 ﾀｹｲ ｺﾊﾙ プレイフル 千葉県 0:37:23
65 5562 福田 茉実 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾐ プレイフル 千葉県 0:37:24
66 5543 吉野 友子 ﾖｼﾉ ﾄﾓｺ 茨城県 0:39:36
67 5537 林 裕子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 千葉県 0:40:10
68 5548 伊藤 舞子 ｲﾄｳ ﾏｲｺ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:41:37
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