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1 1344 仲田 光穂 ﾅｶﾀ ﾐﾎ ちばっくま 千葉県 1:26:02
2 1361 天野 かおり ｱﾏﾉ ｶｵﾘ 千葉県 1:32:50
3 1354 土屋 智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 東洋の魔女 千葉県 1:33:01
4 1374 橘 満千留 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾁﾙ 東京青果 東京都 1:35:40
5 1314 栗橋 梓 ｸﾘﾊｼ ｱｽﾞｻ 千葉県 1:36:12
6 1392 高島 嘉乃 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉ 千葉県 1:38:45
7 1365 手塚 友喜 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ 東京青果 東京都 1:40:16
8 1323 鈴木 彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ Ｒｕｎｗａｙ 千葉県 1:41:43
9 1337 地福 綾香 ｼﾞﾌｸ ｱﾔｶ 千葉県 1:44:27

10 1319 小倉 直子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ 千葉県 1:44:38
11 1372 小山 智子 ｺﾔﾏ ｻﾄｺ 千葉県 1:45:30
12 1357 松井 あゆみ ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県 1:47:26
13 1316 鴇田 紗織 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ こすげ走友会 千葉県 1:48:47
14 1375 椎名 百合子 ｼｲﾅ ﾕﾘｺ 千葉県 1:49:24
15 1353 福井 雅子 ﾌｸｲ ﾏｻｺ セン柏サンラン 千葉県 1:49:49
16 1321 小林 佐知 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁ 東京都 1:50:28
17 1345 篠原 波 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐ 千葉県 1:51:37
18 1395 三好 由加里 ﾐﾖｼ ﾕｶﾘ 頂山の会 東京都 1:53:08
19 1391 久保 美沙代 ｸﾎﾞ ﾐｻﾖ 東京都 1:53:27
20 1368 高尾 春香 ﾀｶｵ ﾊﾙｶ 千葉県 1:54:05
21 1335 山田 麻未 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾐ 千葉県 1:54:18
22 1334 布施 由貴子 ﾌｾ ﾕｷｺ チームあろ～は 千葉県 1:54:43
23 1383 中添 真子 ﾅｶｿﾞｴ ﾏｺ 千葉県 1:54:44
24 1330 茂木 宏心 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:55:46
25 1352 大田 佳江 ｵｵﾀ ﾖｼｴ ＴＡＣ 千葉県 1:56:27
26 1339 増田 寛子 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｺ 旭中央病院 千葉県 1:57:04
27 1619 野瀬 成美 ﾉｾ ﾅﾙﾐ 千葉県 1:58:47
28 1358 金島 輝枝 ｶﾈｼﾏ ﾃﾙｴ 千葉県 1:59:02
29 1349 境 香代子 ｻｶｲ ｶﾖｺ 千葉県 1:59:22
30 1382 石毛 友香 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県 1:59:32
31 1317 椙田 敦美 ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾐ 東京都 1:59:32
32 1370 佐藤 美幸 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 千葉県 1:59:43
33 1322 真行寺 裕実 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 坂田戦隊走ルンジャー 千葉県 1:59:56
34 1394 吉田 美帆 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 埼玉県 2:01:01
35 1302 小林 みか ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 千葉県 2:01:33
36 1385 福士 利恵 ﾌｸｼ ﾘｴ チーム誉田 千葉県 2:03:34
37 1393 吉長 由里子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾘｺ 千葉県 2:03:52
38 1379 小野寺 悠子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺ 東京青果 東京都 2:03:54
39 1397 落合 可奈子 ｵﾁｱｲ ｶﾅｺ まらそんぶ 千葉県 2:04:25
40 1378 鈴見 柚 ｽｽﾞﾐ ﾕｲ なるちゃん応援有難う 東京都 2:04:42
41 1332 武田 雅子 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｺ 千葉県 2:05:15
42 1325 千葉 汐里 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 2:05:18
43 1303 菱沼 吏沙 ﾋｼﾇﾏ ﾘｻ 東京都 2:08:39
44 1307 石井 仁美 ｲｼｲ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:09:05
45 1359 鴇田 香織 ﾄｷﾀ ｶｵﾘ 君津食い倒れ軍団 千葉県 2:09:21
46 1377 椎名 由紀子 ｼｲﾅ ﾕｷｺ 千葉県 2:10:06
47 1329 木内 沙季 ｷｳﾁ ｻｷ 神奈川県 2:10:07
48 1342 藍野 芙季子 ｱｲﾉ ﾌｷｺ 千葉県 2:10:44
49 1343 寺島 久美子 ﾃﾗｼﾏ ｸﾐｺ 千葉県 2:10:50
50 1340 鶴飼 友香 ﾂﾙｶｲ ﾕｶ 旭中央病院 千葉県 2:11:32
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51 1386 門家 恵 ｶﾄﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ 東京都 2:12:19
52 1384 小野澤 りつ ｵﾉｻﾞﾜ ﾘﾂ チーム誉田 千葉県 2:12:39
53 1351 高橋 玲緒奈 ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾅ 千葉県 2:12:41
54 1333 嶋田 千寛 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 旭中央病院 千葉県 2:13:34
55 1326 太田 華子 ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 旭中央病院 千葉県 2:13:34
56 1381 熊谷 亜紗希 ｸﾏｶﾞｲ ｱｻｷﾞ 千葉県 2:13:47
57 1401 鈴木 春代 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾖ 東京都 2:13:59
58 1328 佐藤 万由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 旭中央病院 千葉県 2:16:01
59 1327 大塚 早也佳 ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ 旭中央病院 千葉県 2:16:01
60 1320 高野 知代 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 千葉県 2:16:04
61 1315 小林 清枝 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｴ 千葉県 2:16:04
62 1311 鈴木 伽奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ ＨｏｎｋｙＴｏｎｋｓ 東京都 2:17:17
63 1371 梶原 美希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 千葉県 2:17:23
64 1348 多田 瑠美 ﾀﾀﾞ ﾙﾐ 千葉県 2:17:57
65 1341 小林 有花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ ふなちゃんず 東京都 2:18:03
66 1355 田澤 祐子 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｺ 千葉県 2:18:04
67 1347 黒森 葵 ｸﾛﾓﾘ ｱｵｲ 千葉県 2:18:56
68 1390 大川 逸美 ｵｵｶﾜ ｲﾂﾐ 茨城県 2:25:18
69 1350 北ノ内 和美 ｷﾀﾉｳﾁ ｶｽﾞﾐ 茨城県 2:25:33
70 1380 田中 柚香 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ ちょうしらいふ 神奈川県 2:25:45
71 1398 神宮司 好美 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｺﾉﾐ 銚子ライフセービング 東京都 2:25:45
72 1360 山本 めばえ ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 銚子ＬＣ 東京都 2:26:20
73 1367 佐藤 里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 銚子ＬＣ 東京都 2:26:20
74 1396 鈴木 麻美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県 2:26:46
75 1364 大網 めぐむ ｵｵｱﾐ ﾒｸﾞﾑ 大東文化大学 埼玉県 2:26:49
76 1309 青木 悠羽 ｱｵｷ ﾕｳ 千葉県 2:27:38
77 1376 阿久津 美沙緒 ｱｸﾂ ﾐｻｵ 銚子ライフセービング 東京都 2:28:49
78 1389 重川 朋美 ｵﾓｶﾜ ﾄﾓﾐ 成田日赤 千葉県 2:33:57
79 1388 古川 裕子 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｺ 千葉県 2:38:51
80 1399 桑名 仁美 ｸﾜﾅ ﾋﾄﾐ 茨城県 2:45:44
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