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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 10045 色川 富美子 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 聖徳佐藤塾ＲＣ 千葉県 0:41:54
2 10046 久恒 清美 ﾋｻﾂﾈ 千葉県 0:42:36
3 10070 幸田 昌代 ｺｳﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 0:42:37
4 10072 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:43:17
5 10043 星野 尚子 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉ランナーズ 千葉県 0:43:22
6 10089 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:45:02
7 10052 鈴木 亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 東京都 0:45:31
8 10096 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:46:45
9 10152 森 奈緒 ﾓﾘ ﾅｵ 加齢なる一族 千葉県 0:47:41

10 10149 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:47:53
11 10155 大部 まゆみ ｵｵﾌﾞ ﾏﾕﾐ 千葉県 0:49:32
12 10134 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 佐倉陸友会 千葉県 0:50:52
13 10196 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:56
14 10365 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 0:52:26
15 10338 知屋城 綾子 ﾁﾔｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 東京都 0:52:47
16 10548 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:53:46
17 10417 阪口 良子 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｺ 茨城県 0:54:10
18 10239 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:54:22
19 10233 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:54:44
20 10311 長谷部 奈津子 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｺ 千葉県 0:54:50
21 10282 柴木 洋子 ｼﾊﾞｷ ﾋﾛｺ 千葉県 0:55:42
22 10202 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:55:47
23 10549 石岡 久美子 ｲｼｵｶ ｸﾐｺ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:55:51
24 10322 宮武 美和子 ﾐﾔﾀｹ ﾐﾜｺ 東京都 0:55:53
25 10264 武江 美和 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県 0:56:20
26 10142 星野 しま子 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 佐原信用金庫 千葉県 0:56:24
27 10334 宗像 晴子 ﾑﾅｶﾀ ﾊﾙｺ 千葉県 0:56:39
28 10244 角田 智子 ｶｸﾀ ﾄﾓｺ 茨城県 0:57:42
29 10552 大木 美和 ｵｵｷ ﾐﾜ 千葉県 0:57:48
30 10341 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:58:22
31 10273 尾池 和代 ｵｲｹ ｶｽﾞﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:58:41
32 10539 工藤 孝子 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 千葉県 0:59:32
33 10543 飯田 俊江 ｲｲﾀﾞ ﾄｼｴ 千葉県 0:59:55
34 10497 金子 せき子 ｶﾈｺ ｾｷｺ 千葉県 1:00:03
35 10195 大重 千佳子 ｵｵｼｹﾞ ﾁｶｺ 千葉県 1:00:14
36 10586 飯田 綾子 ｲｲﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 1:00:30
37 10601 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:01:00
38 10490 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:01:27
39 10624 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 1:01:45
40 10316 吉原 玉枝 ﾖｼﾊﾗ 茨城県 1:02:01
41 10488 緑川 さゆり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県 1:02:21
42 10367 髙橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ チームＤＥＦ 千葉県 1:02:35
43 10461 御園 泉 ﾐｿﾉ ｲｽﾞﾐ 千葉県 1:02:46
44 10430 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 加齢なる一族 千葉県 1:03:09
45 10413 鳥羽 愛 ﾄﾊﾞ ﾒｸﾞﾑ 埼玉県 1:03:31
46 10271 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 1:03:42
47 10516 平下 貴美子 ﾋﾗｼﾀ ｷﾐｺ ＮＡＣＲＵＮ 千葉県 1:03:46
48 10505 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:04:07
49 10418 中嶋 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 茨城県 1:04:26
50 10405 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:04:52
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51 10558 飯田 啓代 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾖ 茨城県 1:05:14
52 10487 川口 登美子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾐｺ 千葉県 1:06:11
53 10495 網中 知恵子 ｱﾐﾅｶ ﾁｴｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:06:38
54 10532 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:06:40
55 10510 菅 弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 千葉県 1:06:58
56 10553 中嶋 美恵子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｴｺ 群馬県 1:07:00
57 10480 白塚 純子 ｼﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:07:08
58 10562 渡邊 真澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｽﾐ 千葉県 1:07:12
59 10561 一宮 あい ｲﾁﾐﾔ ｱｲ 千葉県 1:07:38
60 10529 近藤 まゆみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ 千葉県 1:08:03
61 10353 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:08:06
62 10455 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:08:43
63 10576 本田 明美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 国際理工ＡＣ 千葉県 1:10:59
64 10639 菅谷 節子 ｽｶﾞﾔ ｾﾂｺ 千葉県 1:11:06
65 10523 武田 光代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 花見川陸上クラブ 千葉県 1:11:08
66 10414 島野 僚子 ｼﾏﾉ ﾘｮｳｺ 埼玉県 1:11:12
67 10604 稲倉 真由美 ｲﾅｸﾗ ﾏﾕﾐ 千葉県 1:11:27
68 10602 土方 貴子 ﾋｼﾞｶﾀ ﾀｶｺ 千葉県 1:11:55
69 10556 佐々木 幸恵 ｻｻｷ ﾕｷｴ ちばてくてく 千葉県 1:12:02
70 10610 高橋 みどり ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:13:08
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