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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 78 仲田 光穂 ﾅｶﾀ ﾐﾎ ＲーＧＵＮ 千葉県 1:23:03
2 191 天野 かおり ｱﾏﾉ ｶｵﾘ 千葉県 1:35:38
3 171 手塚 友喜 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ 東京青果 埼玉県 1:36:36
4 244 栗橋 梓 ｸﾘﾊｼ ｱｽﾞｻ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:37:32
5 217 高島 嘉乃 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉ 千葉県 1:37:48
6 367 鈴木 彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ Ｒｕｎｗａｙ 千葉県 1:38:23
7 425 苗村 梨子 ﾅｴﾑﾗ ﾘｺ 藤沢市立羽鳥中学校 神奈川県 1:40:13
8 554 大島 静夏 ｵｵｼﾏ ｼｽﾞｶ 日本大学 千葉県 1:42:36
9 405 木下 亜由美 ｷﾉｼﾀ ｱﾕﾐ 千葉県 1:44:14

10 270 岡 理恵 ｵｶ ﾘｴ 豊洲ＲＣ 東京都 1:47:33
11 1144 熊谷 清美 ｸﾏｶﾞｲ ｷﾖﾐ 千葉県 1:48:38
12 612 平野 いづみ ﾋﾗﾉ ｲﾂﾞﾐ 千葉県 1:48:56
13 511 村住 奈々恵 ﾑﾗｽﾞﾐ ﾅﾅｴ 千葉県 1:49:57
14 658 松井 あゆみ ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県 1:50:23
15 536 椎名 百合子 ｼｲﾅ ﾕﾘｺ 千葉県 1:51:15
16 156 茂木 宏心 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:52:25
17 687 野瀬 成美 ﾉｾ ﾅﾙﾐ 千葉県 1:52:38
18 404 田中 裕子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 千葉県 1:54:02
19 1017 杉本 麗帆 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾎ 千葉県 1:56:46
20 616 真行寺 裕実 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 坂田戦隊 千葉県 1:57:22
21 782 椙田 敦美 ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾐ 東京都 1:57:27
22 865 高橋 玲緒奈 ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾅ 宮城県 1:57:35
23 846 増田 寛子 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｺ 旭中央病院かも 千葉県 1:57:43
24 1051 宇梶 咲 ｳｶｼﾞ ｻｷ 千葉県 1:58:11
25 793 布施 由貴子 ﾌｾ ﾕｷｺ チームあろ～は 千葉県 1:59:13
26 871 田村 百合 ﾀﾑﾗ ﾕﾘ チーム久米 千葉県 1:59:59
27 691 金島 輝枝 ｶﾈｼﾏ ﾃﾙｴ 千葉県 2:00:29
28 699 大田 佳江 ｵｵﾀ ﾖｼｴ ＴＡＣ 千葉県 2:03:10
29 1066 埋橋 彩海 ｳｽﾞﾊｼ ｱﾔﾐ 千葉県 2:03:34
30 960 碓井 瀬奈 ｳｽｲ ｾﾅ 千葉県 2:05:12
31 784 武田 雅子 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｺ ＴＭＲＣ 千葉県 2:05:32
32 706 石毛 友香 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県 2:06:18
33 1108 荒川 久美子 ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ 茨城県 2:06:25
34 1240 星野 希久恵 ﾎｼﾉ ｷｸｴ 千葉県 2:07:01
35 999 熊野谿 明子 ｸﾏﾉﾀﾆ ｱｷｺ 茨城県 2:07:32
36 981 石井 仁美 ｲｼｲ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:07:42
37 860 黒森 葵 ｸﾛﾓﾘ ｱｵｲ 千葉県 2:08:20
38 1217 秋山 紗耶 ｱｷﾔｱ ｻﾔ 千葉県 2:08:23
39 1250 川辺 美咲 ｶﾜﾍﾞ ﾐｻｷ 銚子ＬＣ 神奈川県 2:11:09
40 918 中村 紗也香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 銚子ＬＣ 千葉県 2:11:10
41 962 岩田 華澄 ｲﾜﾀ ｶｽﾐ 千葉女子専門学校 千葉県 2:11:18
42 655 峯村 貴江 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｶｴ 千葉県 2:11:52
43 1237 成川 希美 ﾅﾘｶﾜ ｷﾐ 千葉県 2:12:31
44 773 鈴木 佳奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 千葉県 2:12:34
45 1334 勝股 歩美 ｶﾂﾏﾀ ｱﾕﾐ 千葉県 2:12:56
46 1131 小林 清枝 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｴ 千葉県 2:14:05
47 1277 高野 知代 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 千葉県 2:14:05
48 876 大塚 早也佳 ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ 平成最後のしおさい 千葉県 2:14:08
49 697 小川 沙織 ｵｶﾞﾜ ｻｵﾘ べり子クラブ 千葉県 2:15:45
50 1286 石井 裕菓 ｲｼｲ ﾋﾛｶ 千葉県 2:15:46
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51 1297 宇佐美 香理 ｳｻﾐ ｶｵﾘ 千葉県 2:19:01
52 1074 太田 華子 ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 旭中央病院 千葉県 2:19:25
53 877 嶋田 千寛 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 平成最後のしおさい 千葉県 2:19:26
54 1176 中塚 裕子 ﾅｶﾂｶ ﾕｳｺ 千葉県 2:19:26
55 1213 日色 由紀子 ﾋｲﾛ ﾕｷｺ いつかはスイカ 千葉県 2:22:09
56 1212 菅谷 陽子 ｽｶﾞﾔ ﾖｳｺ いつかはスイカ 千葉県 2:22:10
57 797 坪井 美佳 ﾂﾎﾞｲ ﾐｶ 旭中央病院 千葉県 2:27:51
58 240 平田 香澄 ﾋﾗﾀ ｶｽﾐ 千葉県 2:28:01
59 1173 高山 萌々 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓ 銚子ＬＣ 東京都 2:28:46
60 1300 小山 由衣 ｺﾔﾏ ﾕｲ 銚子ＬＣ 東京都 2:28:46
61 1171 高松 みゆき ﾀｶﾏﾂ ﾐﾕｷ 千葉県 2:33:44
62 241 土屋 千紘 ﾂﾁﾔ ﾁﾋﾛ 千葉県 2:38:13
63 947 田邊 唯 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 旭中央病院 茨城県 2:38:13
64 1303 宮内 沙織 ﾐﾔｳﾁ ｻｵﾘ 銚子チアーズ株式会社 千葉県 2:41:18
65 1119 加瀬 亜紀 ｶｾ ｱｷ 千葉県 2:41:18
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