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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 10513 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:43:30
2 10512 鈴木 亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 東京都 0:44:49
3 10522 岩井 享子 ｲﾜｲ ｷｮｳｺ 千葉県 0:46:08
4 10515 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:46:13
5 10516 岸 正恵 ｷｼ ﾏｻｴ 東京陸協 東京都 0:46:41
6 10519 森 奈緒 ﾓﾘ ﾅｵ 加齢なる一族 千葉県 0:48:08
7 10521 楜澤 久美子 ｸﾙﾐｻﾜ ｸﾐｺ 東京都 0:48:32
8 10518 小野 梨香 ｵﾉ ﾘｶ りそな 東京都 0:51:21
9 10517 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:51:24

10 10524 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:58
11 10520 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:52:01
12 10527 阪口 良子 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｺ 茨城県 0:52:07
13 10526 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:52:13
14 10536 加瀬 亜衣 ｶｾ ｱｲ 千葉県 0:53:00
15 10530 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:53:08
16 10560 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 千葉県 0:54:25
17 10557 田中 華菜子 ﾀﾅｶ ｶﾅｺ 東京都 0:54:34
18 10532 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:54:54
19 10529 武江 美和 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県 0:56:05
20 10531 石井 香代子 ｲｼｲ ｶﾖｺ アルフレッサ 千葉県 0:56:19
21 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
22 10559 藤田 順子 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:56:50
23 10547 飯田 綾子 ｲｲﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 0:57:03
24 10548 青柳 智絵子 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｴｺ 千葉県 0:57:51
25 10538 多田 千陽 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県 0:57:53
26 10561 尾池 和代 ｵｲｹ ｶｽﾞﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:57:58
27 10553 荒川 由起子 ｱﾗｶﾜ ﾕｷｺ 栃木県 0:58:07
28 10537 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:58:43
29 10564 鳥井 頼子 ﾄﾘｲ ﾖﾘｺ 千葉県 0:58:44
30 10540 角田 小枝 ｶｸﾀ ｻｴ 千葉県 0:58:46
31 10601 大門 潤子 ﾀﾞｲﾓﾝ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:58:49
32 10594 嶋崎 寿美代 ｼﾏｻﾞｷ ｽﾐﾖ しま 東京都 0:58:54
33 10599 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 0:58:58
34 10562 石橋 由起子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県 1:00:07
35 10578 菊地 玲子 ｷｸﾁ ﾚｲｺ 神奈川県 1:00:18
36 10583 井村 克枝 ｲﾑﾗ ｶﾂｴ 千葉県 1:00:52
37 10567 工藤 孝子 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 千葉県 1:01:11
38 10544 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 1:01:14
39 10552 高安 清美 ﾀｶﾔｽ ｷﾖﾐ 茨城県 1:01:18
40 10563 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:01:18
41 10591 平塚 宏美 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:01:40
42 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
43 10551 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 1:02:21
44 10577 川 稔子 ｿﾌﾞｶﾜ ﾄｼｺ 銚子信用金庫 千葉県 1:02:28
45 10558 高山 京子 ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｺ 千葉県 1:02:54
46 10569 髙木 美枝子 ﾀｶｷﾞ ﾐｴｺ 千葉県 1:03:52
47 10575 平野 文代 ﾋﾗﾉ ﾌﾐﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 1:03:56
48 10541 中嶋 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 茨城県 1:03:59
49 10596 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:04:08
50 10546 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:04:29
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51 10543 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:04:47
52 10576 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:05:24
53 10590 台蔵 万留美 ﾀﾞｲｿﾞｳ ﾏﾙﾐ 埼玉県 1:06:43
54 10533 畠中 恵美子 ﾊﾀﾅｶ ｴﾐｺ 東京都 1:06:49
55 10566 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:07:00
56 10573 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:07:03
57 10555 渡邊 真澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｽﾐ 千葉県 1:07:12
58 10582 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 加齢なる一族 千葉県 1:08:01
59 10571 平下 貴美子 ﾋﾗｼﾀ ｷﾐｺ 千葉県 1:08:25
60 10593 金井 美和子 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ 新中沢走友会 千葉県 1:09:31
61 10550 信田 喜美子 ｼﾀﾞ ｷﾐｺ タートルズ 千葉県 1:09:36
62 10579 宮内 祐子 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｺ 茨城県 1:09:48
63 10595 西岡 佐江子 ﾆｼｵｶ ｻｴｺ 千葉県 1:09:48
64 10585 谷部野 恵美 ﾔﾍﾞﾉ ｴﾐ 東京都 1:10:23
65 10587 日向寺 昭子 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ｱｷｺ 茨城県 1:10:29
66 10592 高岡 泰子 ﾀｶｵｶ ﾔｽｺ 千葉県 1:10:31
67 10572 本田 明美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 国際理工ＡＣ 千葉県 1:10:55
68 10586 佐々木 幸恵 ｻｻｷ ﾕｷｴ ちばてくてく 千葉県 1:11:10
69 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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