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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 5064 石飛 琴乃 ｲｼﾄﾋﾞ ｺﾄﾉ 木更津総合高校 千葉県 0:19:18
2 5068 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 0:19:23
3 5096 所 愛菜 ﾄｺﾛ ｱｲﾅ 千葉県 0:19:28
4 5072 吉澤 凪紗 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 木更津総合高校 千葉県 0:19:48
5 5105 阿部 遥 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 千葉県 0:19:59
6 5086 加瀬 なずな ｶｾ ﾅｽﾞﾅ 県立銚子高校 千葉県 0:20:23
7 5084 宮内 千莉 ﾐﾔｳﾁ ﾁﾘ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:20:41
8 5128 中島 心咲 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ いすみ市太東小学校 千葉県 0:20:45
9 5136 所 心菜 ﾄｺﾛ ｺｺﾅ 千葉県 0:21:49

10 5130 根本 結衣 ﾈﾓﾄ ﾕｲ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:21:58
11 5120 山本 真菜未 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:22:12
12 5114 前嶋 亜美 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾐ 木更津総合高校 千葉県 0:22:32
13 5203 林 さくら ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:23:36
14 5435 鈴木 志歩 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 千葉県 0:23:38
15 5100 梶本 咲子 ｶｼﾞﾓﾄ ｻｷｺ 市原ＡＣ 千葉県 0:23:56
16 5347 星 舞衣花 ﾎｼ ﾏｲｶ 千葉県 0:25:32
17 5191 冨田 音花 ﾄﾐﾀ ｵﾄｶ 千葉県 0:25:45
18 5301 佐伯 日菜子 ｻｴｷ ﾋﾅｺ 千葉県 0:25:54
19 5256 大久保 沙織 ｵｵｸﾎﾞ ｻｵﾘ 千葉県 0:26:16
20 5219 綾部 純麗 ｱﾔﾍﾞ ｽﾐﾚ ポンポコたぬきーず 千葉県 0:26:28
21 5213 久光 幸恵 ﾋｻﾐﾂ ﾕｷｴ 千葉県 0:26:58
22 5260 大野 かおり ｵｵﾉ ｶｵﾘ 千葉県 0:27:27
23 5233 﨑山 紗也華 ｻｷﾔﾏ ｻﾔｶ 千葉県 0:27:49
24 5294 延 真理子 ﾉﾌﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 0:27:59
25 5306 阿部 倫子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 0:28:00
26 5293 石毛 千鶴 ｲｼｹﾞ ﾁﾂﾞﾙ 千葉県 0:28:00
27 5094 大谷 奈美 ｵｵﾀﾆ ﾅﾐ 千葉県 0:28:23
28 5200 山崎 衿菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘﾅ チーム誉田 千葉県 0:28:40
29 5102 奥野 紬 ｵｸﾉ ﾂﾑｷﾞ 県立銚子高校 茨城県 0:28:41
30 5315 原田 留津 ﾊﾗﾀﾞ ﾙﾂ 千葉県 0:28:41
31 5251 鮒田 遥 ﾌﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 立教女学院 東京都 0:28:43
32 5234 仁平 楓 ﾆﾋﾗ ｶｴﾃﾞ 千葉県 0:28:59
33 5426 阿部 ひとみ ｱﾍﾞ ﾋﾄﾐ ナリタセイリョウ 千葉県 0:29:14
34 5318 岩井 彩乃 ｲﾜｲ ｱﾔﾉ 千葉県 0:29:41
35 5394 加瀬 奈津美 ｶｾ ﾅﾂﾐ 千葉県 0:29:55
36 5297 田原 夏海 ﾀﾊﾗ ﾅﾂﾐ 東京都 0:30:05
37 5290 冨田 明里 ﾄﾐﾀ ｱｶﾘ 千葉県 0:30:10
38 5392 角田 和甫 ｶｸﾀ ｶｽﾞﾎ 東京都 0:30:18
39 5389 中塚 明希 ﾅｶﾂｶ ｱｷ 千葉県 0:30:19
40 5391 大木 彩子 ｵｵｷ ｱﾔｺ 千葉県 0:30:20
41 5342 林 千尋 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 千葉県 0:30:22
42 5198 高橋 花梨 ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ チーム誉田 千葉県 0:30:38
43 5376 浦 知里 ｳﾗ ﾁｻﾄ 千葉県 0:30:57
44 5303 野中 静香 ﾉﾅｶ ｼｽﾞｶ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 0:31:03
45 5390 武田 秀美 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 千葉県 0:31:31
46 5242 江﨑 麻美 ｴｻﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県 0:31:48
47 5257 大久保 藍 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲ 千葉県 0:31:55
48 5285 長谷部 麗 ﾊｾﾍﾞ ﾚｲ 茨城県 0:32:11
49 5312 杉原 かおり ｽｷﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 千葉県 0:32:18
50 5348 星 理恵 ﾎｼ ﾘｴ 千葉県 0:32:50
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51 5351 石橋 靖代 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾖ 千葉県 0:33:34
52 5448 花香 真菜 ﾊﾅｶ ﾏﾅ チームマツオカ 千葉県 0:33:53
53 5370 太田 美幸 ｵｵﾀ ﾐﾕｷ 千葉県 0:34:20
54 5378 向後 美保子 ｺｳｺﾞ ﾐﾎｺ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:34:43
55 5201 鈴木 菜絵 ｽｽﾞｷ ﾅｴ チーム誉田 千葉県 0:35:12
56 5440 酒井 玲 ｻｶｲ ﾚｲ 千葉県 0:36:10
57 5380 村上 真衣 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 千葉県 0:36:27
58 5377 内田 恵 ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:38:07
59 5397 高木 咲希 ﾀｶｷﾞ ｻｷ 千葉県 0:38:08
60 5379 小松 凌 ｺﾏﾂ ｼﾉｸﾞ 千葉県 0:38:08
61 5399 三浦 早織 ﾐｳﾗ ｻｵﾘ 千葉県 0:39:02
62 5331 福士 妙子 ﾌｸｼ ﾀｴｺ 千葉県 0:39:50
63 5356 五十嵐 愛里楠 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾘﾅ Ｍ－ＪＥＴｓ 千葉県 0:40:12
64 5363 日色 菜緒 ﾋｲﾛ ﾅｵ 千葉県 0:40:35
65 5181 ザイン ルニエリスカ ｻﾞｲﾝ ﾙﾆｴﾘｽｶ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:42:20
66 5367 柳生 紗緒里 ﾔｷﾞｭｳ ｻｵﾘ 千葉県 0:43:16
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