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1 1611 三橋 朋子 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓｺ 西堀歯科医院 千葉県 1:27:46
2 1519 後閑 文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 東京都 1:36:44
3 1599 太田 けい子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 千葉県 1:36:55
4 1501 神田 知恵子 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ チームあろ～は 千葉県 1:37:49
5 1510 飯田 節子 ｲｲﾀﾞ ｾﾂｺ 千葉県 1:39:13
6 1612 渡辺 保代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾖ 千葉県 1:40:16
7 1569 岩島 清子 ｲﾜｼﾏ ｷﾖｺ 千葉県 1:41:15
8 1543 佐々木 得枝 ｻｻｷ ﾄｸｴ Ｒ２東日本 東京都 1:43:19
9 1601 岩田 悠紀子 ｲﾜﾀ ﾕｷｺ 千葉県 1:43:44

10 1579 伊藤 智恵子 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 銚子マリーナＲＣ 東京都 1:44:25
11 1544 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県 1:47:12
12 1540 金 惠卿 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県 1:48:05
13 1581 森 奈緒 ﾓﾘ ﾅｵ 千葉県 1:49:34
14 1533 北牧 希羊子 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ バンバンクラブ 千葉県 1:49:56
15 1514 小寺 葉子 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 康子ＲＣ 千葉県 1:49:57
16 1522 執行 裕子 ｼｷﾞｮｳ ﾕｳｺ 千葉県 1:49:57
17 1613 田中 美帆 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉県 1:51:26
18 1502 髙木 三恵 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 1:52:03
19 1506 金澤 恵美 ｶﾅｻﾞﾜ 千葉県 1:52:24
20 1610 川口 和代 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 千葉県 1:52:36
21 1616 熊谷 志麻 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾏ 東京都 1:52:41
22 1534 橘 晶子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷｺ 千葉県 1:52:45
23 1532 高橋 喜美子 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県 1:52:49
24 1513 鈴木 なえ子 ｽｽﾞｷ ﾅｴｺ 千葉県 1:53:24
25 1563 袴田 夕里香 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 千葉県 1:53:46
26 1564 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ チームみんみん 東京都 1:53:50
27 1567 柴田 理恵 ｼﾊﾞﾀ ﾘｴ 千葉県 1:53:51
28 1585 寺田 美紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ こてはし小 千葉県 1:54:17
29 1589 岡本 昌子 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ Ｋａｎａｙａ 千葉県 1:55:18
30 1577 岩瀬 美津代 ｲﾜｾ ﾐﾂﾖ 銚子マリーナ 千葉県 1:55:29
31 1530 遠藤 由紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ ａｎｙ’ｓ 千葉県 1:55:46
32 1594 板橋 史子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都 1:55:57
33 1558 山形 尚子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵｺ 千葉県 1:56:03
34 1608 吉田 明子 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｺ 千葉県 1:57:00
35 1557 村越 夕子 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｺ 茨城県 1:57:38
36 1547 滝川 敦子 ﾀｷｶﾞﾜ ｱﾂｺ 千葉県 1:57:58
37 1528 松田 清香 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ちーむＱ 千葉県 1:58:05
38 1568 中村 衣緒里 ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 千葉県 1:58:11
39 1531 堀越 俊子 ﾎﾘｺｼ ﾄｼｺ ａｎｙ’ｓ 千葉県 1:58:38
40 1584 鈴木 安芸 ｽｽﾞｷ ｱｷ 帝京平成ＳＡ 千葉県 1:59:16
41 1539 関根 美奈子 ｾｷﾈ ﾐﾅｺ 東京都 1:59:44
42 1504 川上 真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県 1:59:50
43 1592 磯田 京子 ｲｿﾀﾞ ｷｮｳｺ 千葉県 1:59:50
44 1560 伊藤 裕紀枝 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 千葉県 2:00:07
45 1596 中山 明子 ﾅｶﾔﾏ ﾒｲｺ 千葉県 2:01:05
46 1515 平山 美雪 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾕｷ 千葉県 2:01:40
47 1516 湯浅 京子 ﾕｱｻ ｷｮｳｺ チームアモロン 千葉県 2:02:45
48 1555 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県 2:02:46
49 1571 飯嶋 直子 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｺ ブレイブ安藤塾 千葉県 2:03:23
50 1562 鈴木 美枝 ｽｽﾞｷ ﾐｴ 成田赤十字病院 千葉県 2:03:47
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51 1586 岡野 純子 ｵｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 2:04:09
52 1590 宮内 祐子 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｺ 茨城県 2:04:27
53 1512 武田 待子 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾁｺ Ｔ・Ｍ・ＭＣ 千葉県 2:05:16
54 1503 奥田 智子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 2:05:54
55 1597 沼倉 美智子 ﾇﾏｸﾗ ﾐﾁｺ 千葉県 2:06:05
56 1559 山石 美恵子 ﾔﾏｲｼ ﾐｴｺ 成田赤十字病院 千葉県 2:06:38
57 1536 田澤 恵実子 ﾀｻﾞﾜ ｴﾐｺ 東京都 2:07:22
58 1587 石橋 由起子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県 2:07:57
59 1572 塩谷 早苗 ｼｵﾔ ｻﾅｴ 千葉県 2:08:01
60 1520 若山 ゆか ﾜｶﾔﾏ ﾕｶ 千葉県 2:08:53
61 1529 岡本 友紀 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 東京都 2:09:07
62 1551 柴田 智子 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｺ 千葉県 2:09:15
63 1556 酒井 宏子 ｻｶｲ ﾋﾛｺ 千葉県 2:09:54
64 1549 桂子 吉野 ｹｲｺ ﾖｼﾉ なでしこ 千葉県 2:10:12
65 1591 山田 了子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 千葉県 2:10:51
66 1604 齋藤 純子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 勇気凛凛×和気藹藹 千葉県 2:11:02
67 1507 伊藤 真理子 ｲﾄｳ 千葉県 2:11:03
68 1576 多田 智恵子 ﾀﾀﾞ ﾁｴｺ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 2:11:06
69 1527 三井 洋子 ﾐﾂｲ ﾖｳｺ 東京都 2:12:28
70 1523 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ ニッポンランナーズ 千葉県 2:12:31
71 1517 上林 佐智子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 千葉県 2:13:25
72 1605 上岡 明美 ｶﾐｵｶ ｱｹﾐ 北海道 2:14:23
73 1553 田口 喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都 2:16:11
74 1538 谷 朋子 ﾀﾆ ﾄﾓｺ 東京都 2:17:00
75 1575 宮川 正江 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｴ 銚子マリーナ 千葉県 2:17:08
76 1603 伊藤 留美 ｲﾄｳ ﾙﾐ 千葉県 2:17:36
77 1615 小篭 千晴 ｺｶｺﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 2:17:59
78 1600 郡司 美由紀 ｸﾞﾝｼﾞ ﾐﾕｷ 茨城県 2:18:23
79 1561 大友 明美 ｵｵﾄﾓ ｱｹﾐ 千葉県 2:18:33
80 1525 高木 恵 ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ チームあろ～は 千葉県 2:18:45
81 1593 金坂 めぐみ ｶﾈｻｶ ﾒｸﾞﾐ 坂田戦隊走ルンジャー 千葉県 2:18:51
82 1550 加瀬谷 きい子 ｶｾﾔ ｷｲｺ 千葉県 2:19:24
83 1595 廣野 由加里 ﾋﾛﾉ ﾕｶﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:19:53
84 1598 美見 孝子 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県 2:19:55
85 1554 榎 文子 ｴﾉｷ ﾌﾐｺ 東京都 2:21:32
86 1537 強矢 幸子 ｽﾈﾔ ｻﾁｺ 神奈川県 2:23:00
87 1535 柴田 結花 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 神奈川県 2:23:17
88 1546 磯崎 絵津子 ｲｿｻﾞｷ ｴﾂｺ 東京都 2:23:17
89 1606 塚原 朋子 ﾂｶﾊﾗ ﾄﾓｺ 千葉県 2:25:08
90 1570 福田 幸子 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ 千葉県 2:25:08
91 1521 猪野尾 友紀 ｲﾉｵ ﾕｷ 東葉クリニック 千葉県 2:27:02
92 1582 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 加齢なる一族 千葉県 2:29:16
93 1509 加瀬 薫子 ｶｾ ｶｵﾙ 千葉県 2:30:27
94 1578 村田 広美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 千葉県 2:30:58
95 1614 石橋 直美 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾐ 千葉県 2:33:57
96 1580 小作 広子 ｺｻｸ ﾋﾛｺ のさかスポーツクラブ 千葉県 2:37:59
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