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1 71 若山 明日香 ﾜｶﾔﾏ ｱｽｶ ＣＲ．ｍ 千葉県 1:23:59
2 172 吉田 雅子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 成田マイペース 千葉県 1:31:58
3 84 三橋 朋子 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓｺ ＲーＧＵＮ 千葉県 1:32:22
4 221 村松 真理子 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾘｺ 東京都 1:34:15
5 142 太田 けい子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 千葉県 1:36:39
6 350 江波戸 智子 ｴﾊﾞﾄ ﾄﾓｺ えばっちゃん 茨城県 1:39:14
7 269 広瀬 裕美 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:39:28
8 581 尾関 佳代子 ｵｾﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 1:39:56
9 123 神田 知恵子 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ チームあろ～は 千葉県 1:41:13

10 257 市川 ゆかり ｲﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 千葉県 1:42:41
11 333 佐々木 得枝 ｻｻｷ ﾄｸｴ クラブＲ２東日本 東京都 1:42:58
12 370 山岡 利恵子 ﾔﾏｵｶ ﾘｴｺ 千葉県 1:43:41
13 275 河野 悦子 ｺｳﾉ ｴﾂｺ 日本草むしり党 千葉県 1:43:53
14 246 廣 久美子 ﾋﾛ ｸﾐｺ 千葉県 1:45:19
15 332 仲山 恵美 ﾅｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 1:45:36
16 380 金 惠卿 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県 1:45:53
17 565 犬童 亜希子 ｲﾇﾄﾞｳ ｱｷｺ にょん 東京都 1:47:10
18 407 橘 晶子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷｺ 千葉県 1:47:34
19 319 伊藤 智恵子 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 銚子マリーナＲＣ 東京都 1:47:41
20 1331 金澤 恵美 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐ 千葉県 1:47:50
21 1316 飯田 節子 ｲｲﾀﾞ ｾﾂｺ 千葉県 1:48:54
22 578 青柳 久美子 ｱｵﾔｷﾞ ｸﾐｺ アオチャンズ 千葉県 1:49:09
23 546 西山 園望 ﾆｼﾔﾏ ｿﾉﾐ ＡＣＴＯＫＥ 千葉県 1:49:41
24 1130 福田 幸子 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ 千葉県 1:50:24
25 475 執行 裕子 ｼｷﾞｮｳ ﾕｳｺ 千葉県 1:51:14
26 640 遠藤 由紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ ａｎｙ’ｓ 千葉県 1:51:30
27 621 滑川 真理 ﾅﾒｶﾞﾜ ﾏﾘ 千葉県 1:52:12
28 650 田谷 きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ チームちーば 千葉県 1:52:34
29 617 内田 敏江 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｴ 千葉県 1:52:47
30 416 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ チームみんみん 東京都 1:53:00
31 393 山田 由紀子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｺ バーマッチョ 千葉県 1:53:07
32 643 北牧 希羊子 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ 美走習志野ＲＣ 千葉県 1:53:54
33 1032 松本 幸代 ﾏﾂﾓﾄ 千葉県 1:54:03
34 937 佐久間 純子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:54:06
35 480 熊谷 志麻 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾏ 東京都 1:54:27
36 684 朝比奈 博子 ｱｻﾋﾅ ﾋﾛｺ 千葉県 1:54:31
37 973 大和田 みち子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 1:54:44
38 510 阿部 まり子 ｱﾍﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 1:55:08
39 690 川端 恭代 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾖ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 1:55:08
40 775 高橋 喜美子 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県 1:55:12
41 645 川口 和代 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 千葉県 1:55:13
42 688 寺田 美紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ こてはし小 千葉県 1:55:21
43 656 岩瀬 美津代 ｲﾜｾ ﾐﾂﾖ 千葉県 1:55:44
44 710 伊藤 裕紀枝 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 千葉県 1:56:03
45 215 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県 1:56:52
46 520 田中 美帆 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉県 1:57:07
47 672 佐藤 真穂 ｻﾄｳ ﾏﾎ 東京都 1:57:09
48 614 板橋 史子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都 1:57:45
49 913 秋山 久美子 ｱｷﾔﾏ ｸﾐｺ 千葉県 1:58:02
50 482 村越 夕子 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｺ 茨城県 1:58:20
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51 776 山形 尚子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵｺ 千葉県 1:58:25
52 964 中山 明子 ﾅｶﾔﾏ ﾒｲｺ 千葉県 1:58:57
53 708 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ ニッポンランナーズ 千葉県 1:58:57
54 749 髙木 三恵 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 1:59:58
55 778 関根 美奈子 ｾｷﾈ ﾐﾅｺ 東京都 2:00:01
56 713 飯島 幸子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県 2:00:02
57 1150 栗原 律子 ｸﾘﾊﾗ ﾘﾂｺ 東京都 2:00:05
58 1021 平山 美雪 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾕｷ 千葉県 2:00:56
59 904 磯田 京子 ｲｿﾀﾞ ｷｮｳｺ 千葉県 2:02:00
60 720 鈴木 なえ子 ｽｽﾞｷ ﾅｴｺ 千葉県 2:02:10
61 636 関 礼子 ｾｷ ﾚｲｺ 千葉県 2:02:13
62 1036 飯嶋 直子 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｺ ブレイブ安藤塾 千葉県 2:02:27
63 519 松田 清香 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ちーむＱ 千葉県 2:02:50
64 979 上林 佐智子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 千葉県 2:02:58
65 673 境 香代子 ｻｶｲ ｶﾖｺ 千葉県 2:03:26
66 600 押田 友希子 ｵｼﾀﾞ ﾕｷｺ 埼玉県 2:03:26
67 487 今井 厚子 ｲﾏｲ ｱﾂｺ 千葉県 2:04:20
68 891 松沼 しのぶ ﾏﾂﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 2:04:33
69 1014 沼倉 美智子 ﾇﾏｸﾗ ﾐﾁｺ 千葉県 2:04:38
70 1189 湯浅 京子 ﾕｱｻ ｷｮｳｺ チームアモロン 千葉県 2:05:04
71 641 堀越 俊子 ﾎﾘｺｼ ﾄｼｺ ａｎｙ’ｓ 千葉県 2:05:10
72 1135 江川 泉 ｴｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 東京都 2:05:25
73 1099 深瀬 宏美 ﾌｶｾ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:05:26
74 949 鵜澤 千絵 ｳｻﾞﾜ ﾁｴ こむぎ倶楽部 千葉県 2:05:36
75 1274 中村 衣緒里 ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 千葉県 2:05:37
76 1174 和久井 都 ﾜｸｲ ﾐﾔｺ 千葉県 2:05:44
77 950 田沼 きよみ ﾀﾇﾏ ｷﾖﾐ Ｔ２６ 神奈川県 2:06:15
78 745 奥田 智子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 銚子信用金庫 千葉県 2:06:25
79 1202 風間 美貴 ｶｻﾞﾏ ﾐｷ 千葉県 2:06:33
80 908 奥田 美和 ｵｸﾀﾞ ﾐﾜ チームどすこい 茨城県 2:07:22
81 786 武田 待子 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾁｺ ＴＭＲＣ 千葉県 2:07:32
82 392 宮崎 奈津子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂｺ 千葉県 2:07:40
83 1070 鈴木 美枝 ｽｽﾞｷ ﾐｴ 成田赤十字病院 千葉県 2:07:51
84 987 岡本 友紀 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 東京都 2:08:44
85 1016 杉内 愛 ｽｷﾞｳﾁ ｱｲ ごんたくんＲＣ 東京都 2:09:11
86 1142 谷 朋子 ﾀﾆ ﾄﾓｺ 東京都 2:09:13
87 970 山石 美恵子 ﾔﾏｲｼ ﾐｴｺ 千葉県 2:09:14
88 853 深津 揚子 ﾌｶﾂ ﾖｳｺ 東京都 2:10:29
89 1025 川上 真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県 2:11:12
90 1102 伊藤 真理子 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県 2:11:15
91 1161 若林 明子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 東京都 2:11:41
92 696 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県 2:12:35
93 336 熊谷 久美子 ｸﾏｶﾞｲ ｸﾐｺ 千葉県 2:12:44
94 789 山本 友香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 千葉県 2:12:51
95 940 牧野 夕子 ﾏｷﾉ ﾕｳｺ 東京都 2:13:02
96 985 若山 ゆか ﾜｶﾔﾏ ﾕｶ 千葉県 2:13:34
97 692 田守 美智子 ﾀﾓﾘ ﾐﾁｺ ニッポンランナーズ 千葉県 2:13:34
98 1245 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ チームＢＢＫ 千葉県 2:13:59
99 1228 白土 容子 ｼﾗﾄ ﾖｳｺ ＢＢＫ 千葉県 2:13:59

100 1247 下山 弘恵 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛｴ 神奈川県 2:14:28
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101 1067 石橋 由起子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県 2:14:48
102 733 田村 とし子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ 千葉県 2:15:48
103 1136 桂子 吉野 ｹｲｺ ﾖｼﾉ ナデシコ 千葉県 2:16:04
104 1085 井上 佐和子 ｲﾉｳｴ ｻﾜｺ 千葉県 2:16:32
105 1065 埋橋 由紀 ｳｽﾞﾊｼ ﾕｷ 千葉県 2:16:36
106 1218 加藤 昌美 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 千葉県 2:16:45
107 1081 坂本 春佳 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 東京都 2:17:01
108 754 三井 洋子 ﾐﾂｲ ﾖｳｺ 東京都 2:17:07
109 1169 利光 朝子 ﾄｼﾐﾂ ｱｻｺ ハイサイ 千葉県 2:17:23
110 1128 佐久間 光子 ｻｸﾏ ﾐﾂｺ 千葉県 2:17:24
111 989 林 陽子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 千葉県 2:19:30
112 1172 美見 孝子 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県 2:19:38
113 1187 世利 智子 ｾﾘ ﾄﾓｺ 千葉県 2:19:50
114 1199 久保木 知子 ｸﾎﾞｷ ﾄﾓｺ 薬園台ＪＣ 千葉県 2:20:25
115 1263 井上 登紀子 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ 千葉県 2:20:28
116 1040 柴田 結花 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 東京都 2:20:55
117 1151 渡辺 美紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 東京都 2:21:04
118 1052 田口 喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都 2:22:03
119 990 渡邉 昌美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ 千葉県 2:22:37
120 1178 下村 真奈美 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾅﾐ 鹿児島県 2:22:49
121 1193 そぶ川 稔子 ｿﾌﾞｶﾜ ﾄｼｺ 銚子信用金庫 千葉県 2:22:58
122 1239 猪野尾 友紀 ｲﾉｵ ﾕｷ 東葉クリニック 千葉県 2:24:01
123 1328 加瀬 薫子 ｶｾ ｶｵﾙｺ 千葉県 2:25:20
124 1143 坂本 知恵子 ｻｶﾓﾄ ﾁｴｺ チームのぐちＲＣ 千葉県 2:25:26
125 586 森川 久美 ﾓﾘｶﾜ ｸﾐ 埼玉県 2:27:07
126 1124 強矢 幸子 ｽﾈﾔ ｻﾁｺ 神奈川県 2:27:45
127 765 Ｍａｒａｚｚｉ Ｍａｕｒｅｅｎ ﾏﾗﾂｲ ﾓｰﾘﾝ 茨城県 2:28:09
128 1284 金坂 めぐみ ｶﾈｻｶ ﾒｸﾞﾐ 坂田戦隊 千葉県 2:28:54
129 695 大野 昇子 ｵｵﾉ ｼｮｳｺ 千葉県 2:29:52
130 1285 増田 陽子 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｺ 千葉県 2:30:37
131 1289 田中 明美 ﾀﾅｶ ｱｹﾐ 田中耕治店 茨城県 2:31:51
132 1164 石橋 知子 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｺ 千葉県 2:32:58
133 920 向後 澄香 ｺｳｺﾞ ｽﾐｶ 千葉県 2:34:04
134 1208 廣野 由加里 ﾋﾛﾉ ﾕｶﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:45:31
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