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1 10454 所 愛菜 ﾄｺﾛ ｱｲﾅ 千葉県 0:43:01
2 10513 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:43:30
3 10512 鈴木 亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 東京都 0:44:49
4 10522 岩井 享子 ｲﾜｲ ｷｮｳｺ 千葉県 0:46:08
5 10515 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:46:13
6 10516 岸 正恵 ｷｼ ﾏｻｴ 東京陸協 東京都 0:46:41
7 10458 金井 桃子 ｶﾅｲ ﾓﾓｺ 東京都 0:46:46
8 10519 森 奈緒 ﾓﾘ ﾅｵ 加齢なる一族 千葉県 0:48:08
9 10467 小山 咲耶 ｺﾔﾏ ｻｸﾔ 千葉県 0:48:32

10 10521 楜澤 久美子 ｸﾙﾐｻﾜ ｸﾐｺ 東京都 0:48:32
11 10456 青柳 杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 城西国際大学 千葉県 0:48:37
12 10455 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県 0:48:49
13 10457 菅澤 瑞希 ｽｶﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 千葉県 0:50:37
14 10518 小野 梨香 ｵﾉ ﾘｶ りそな 東京都 0:51:21
15 10517 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:51:24
16 10524 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:58
17 10520 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:52:01
18 10527 阪口 良子 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｺ 茨城県 0:52:07
19 10526 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:52:13
20 10536 加瀬 亜衣 ｶｾ ｱｲ 千葉県 0:53:00
21 10530 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:53:08
22 10462 佐藤 ゆかり ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 千葉県 0:53:45
23 10450 上原 はるか ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 千葉県 0:53:46
24 10461 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:53:52
25 10480 前川 紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 銚子ＬＣ 東京都 0:53:52
26 10560 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 千葉県 0:54:25
27 10557 田中 華菜子 ﾀﾅｶ ｶﾅｺ 東京都 0:54:34
28 10469 笠原 華葉 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅﾖ 千葉県 0:54:37
29 10481 金田 彩花 ｶﾅﾀﾞ ｱﾔｶ 三井住友銀行 東京都 0:54:40
30 10511 手島 里緒 ﾃｼﾞﾏ ﾘｵ 千葉県 0:54:41
31 10472 加藤 瑠菜 ｶﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:54:43
32 10532 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:54:54
33 10459 千田 愛香 ﾁﾀﾞ ﾏﾅｶ 千葉県 0:55:24
34 10501 鵜殿 理江 ｳﾄﾞﾉ ﾘｴ 旭中央病院 千葉県 0:55:28
35 10478 新名 海音 ﾆｲﾅ ｶﾉﾝ 千葉県 0:55:32
36 10470 生田 悠里 ｲｸﾀ ﾕｳﾘ 千葉県 0:55:39
37 10474 菊地 華帆 ｷｸﾁ ｶﾎ 千葉県 0:55:43
38 10485 篠原 波 ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐ 千葉県 0:55:51
39 10464 新留 英里 ﾆｲﾄﾞﾒ ｴﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:55:53
40 10529 武江 美和 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県 0:56:05
41 10496 三枝 真理子 ｻｴｸﾞｻ ﾏﾘｺ 千葉県 0:56:16
42 10449 長谷川 仁美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 茨城県 0:56:16
43 10476 深堀 亮子 ﾌｶﾎﾞﾘ ｱｷｺ 千葉県 0:56:18
44 10531 石井 香代子 ｲｼｲ ｶﾖｺ アルフレッサ 千葉県 0:56:19
45 10525 竹内 みどり ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ チーム走風酔 千葉県 0:56:34
46 10473 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県 0:56:41
47 10559 藤田 順子 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:56:50
48 10463 八木 華七子 ﾔｷﾞ ｶﾅｺ 千葉県 0:57:01
49 10547 飯田 綾子 ｲｲﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 0:57:03
50 10493 戸村 仁美 ﾄﾑﾗ ﾋﾄﾐ 千葉県 0:57:21
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51 10489 大谷 奈美 ｵｵﾀﾆ ﾅﾐ 千葉県 0:57:22
52 10548 青柳 智絵子 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｴｺ 千葉県 0:57:51
53 10538 多田 千陽 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 0:57:53
54 10561 尾池 和代 ｵｲｹ ｶｽﾞﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:57:58
55 10553 荒川 由起子 ｱﾗｶﾜ ﾕｷｺ 栃木県 0:58:07
56 10477 廣野 真帆 ﾋﾛﾉ ﾏﾎ 茨城県 0:58:23
57 10537 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:58:43
58 10564 鳥井 頼子 ﾄﾘｲ ﾖﾘｺ 千葉県 0:58:44
59 10540 角田 小枝 ｶｸﾀ ｻｴ 千葉県 0:58:46
60 10601 大門 潤子 ﾀﾞｲﾓﾝ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:58:49
61 10594 嶋崎 寿美代 ｼﾏｻﾞｷ ｽﾐﾖ しま 東京都 0:58:54
62 10599 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 0:58:58
63 10508 吉田 明希 ﾖｼﾀﾞ ｱｷ 千葉県 0:59:40
64 10562 石橋 由起子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県 1:00:07
65 10578 菊地 玲子 ｷｸﾁ ﾚｲｺ 神奈川県 1:00:18
66 10484 関野 優子 ｾｷﾉ ﾕｳｺ 千葉県 1:00:37
67 10583 井村 克枝 ｲﾑﾗ ｶﾂｴ 千葉県 1:00:52
68 10495 川村 颯季 ｶﾜﾑﾗ ｻﾂｷ 千葉県 1:01:08
69 10567 工藤 孝子 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 千葉県 1:01:11
70 10468 山岸 あずさ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｽﾞｻ 千葉県 1:01:14
71 10544 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 1:01:14
72 10552 高安 清美 ﾀｶﾔｽ ｷﾖﾐ 茨城県 1:01:18
73 10563 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:01:18
74 10451 福沢 藍 ﾌｸｻﾜ ｱｲ 千葉県 1:01:39
75 10591 平塚 宏美 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:01:40
76 10488 豊永 小百合 ﾄﾖﾅｶﾞ ｻﾕﾘ 千葉県 1:01:45
77 10580 小川 郁恵 ｵｶﾞﾜ ｲｸｴ 美しが丘西ＡＣ 神奈川県 1:02:18
78 10482 石井 理恵子 ｲｼｲ ﾘｴｺ 千葉県 1:02:19
79 10551 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 1:02:21
80 10577 川 稔子 ｿﾌﾞｶﾜ ﾄｼｺ 銚子信用金庫 千葉県 1:02:28
81 10558 高山 京子 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｺ 千葉県 1:02:54
82 10499 八角 加菜 ﾊｯｶｸ ｶﾅ 千葉県 1:03:25
83 10500 渡辺 愛菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾅ 旭中央病院 千葉県 1:03:30
84 10569 髙木 美枝子 ﾀｶｷﾞ ﾐｴｺ 千葉県 1:03:52
85 10575 平野 文代 ﾋﾗﾉ ﾌﾐﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 1:03:56
86 10541 中嶋 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 茨城県 1:03:59
87 10596 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:04:08
88 10546 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:04:29
89 10543 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:04:47
90 10487 宇野澤 広海 ｳﾉｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 埼玉県 1:05:18
91 10486 安達 美希 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷ 埼玉県 1:05:18
92 10576 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:05:24
93 10507 篠塚 智美 ｼﾉﾂﾞｶ ﾄﾓﾐ 千葉県 1:05:28
94 10590 台蔵 万留美 ﾀﾞｲｿﾞｳ ﾏﾙﾐ 埼玉県 1:06:43
95 10533 畠中 恵美子 ﾊﾀﾅｶ ｴﾐｺ 東京都 1:06:49
96 10492 多田 友美 ﾀﾀﾞ ﾕﾐ 千葉県 1:06:53
97 10566 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:07:00
98 10573 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:07:03
99 10555 渡邊 真澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｽﾐ 千葉県 1:07:12

100 10503 髙野 和子 ﾀｶﾉ 千葉県 1:07:29
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101 10502 塚原 千夏 ﾂｶﾊﾗ ﾁﾅﾂ 千葉県 1:07:55
102 10505 丸山 彩華 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 千葉県 1:07:58
103 10582 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 加齢なる一族 千葉県 1:08:01
104 10491 伊藤 まりな ｲﾄｳ ﾏﾘﾅ 千葉県 1:08:12
105 10571 平下 貴美子 ﾋﾗｼﾀ ｷﾐｺ 千葉県 1:08:25
106 10471 海上 美紅 ｳﾅｶﾐ ﾐｸ 千葉県 1:08:42
107 10593 金井 美和子 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ 新中沢走友会 千葉県 1:09:31
108 10550 信田 喜美子 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ タートルズ 千葉県 1:09:36
109 10579 宮内 祐子 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｺ 茨城県 1:09:48
110 10595 西岡 佐江子 ﾆｼｵｶ ｻｴｺ 千葉県 1:09:48
111 10585 谷部野 恵美 ﾔﾍﾞﾉ ｴﾐ 東京都 1:10:23
112 10587 日向寺 昭子 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ｱｷｺ 茨城県 1:10:29
113 10592 高岡 泰子 ﾀｶｵｶ ﾔｽｺ 千葉県 1:10:31
114 10490 黒内 雅美 ｸﾗｳﾁ ﾏｻﾐ 千葉県 1:10:34
115 10572 本田 明美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 国際理工ＡＣ 千葉県 1:10:55
116 10497 倉田 佳奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 千葉県 1:11:06
117 10586 佐々木 幸恵 ｻｻｷ ﾕｷｴ ちばてくてく 千葉県 1:11:10
118 10452 二戸 聖 ﾆﾄ ﾋｼﾞﾘ 千葉県 1:11:46
119 10574 武田 光代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 花見川陸上クラブ 千葉県 1:14:07
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