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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 5324 児玉 沙耶 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔ 千葉県 0:18:53
2 5320 前田 真穂 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾎ 木更津総合高校 千葉県 0:19:05
3 5334 宇佐美 萌加 ｳｻﾐ ﾓｴｶ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:19:19
4 5329 越川 萌永 ｺｼｶﾜ ﾓｴ 東金商業高校 千葉県 0:19:20
5 5321 吉澤 凪紗 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 木更津総合高校 千葉県 0:19:23
6 5322 小柴 穂乃実 ｺｼﾊﾞ ﾎﾉﾐ 木更津総合高校 千葉県 0:19:29
7 5323 千葉 美奈 ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ 木更津総合高校 千葉県 0:19:46
8 5328 花岡 愛美 ﾊﾅｵｶ ｱｲﾐ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:20:12
9 5330 所 心菜 ﾄｺﾛ ｺｺﾅ 千葉県 0:21:15

10 5325 津端 歩美 ﾂﾊﾞﾀ ｱﾕﾐ 千葉県 0:21:35
11 5331 前嶋 亜美 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾐ 木更津総合高校 千葉県 0:22:11
12 5332 榎本 紀子 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｺ 茨城県 0:23:01
13 5346 方波見 美知代 ｶﾀﾊﾞﾐ ﾐﾁﾖ 茨城県 0:23:35
14 5336 鈴木 志歩 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 千葉県 0:24:01
15 5333 工藤 智乃 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾉ 国際医療福祉大学 千葉県 0:25:05
16 5379 廣田 苑子 ﾋﾛﾀ ｿﾉｺ 千葉県 0:25:06
17 5380 福間 桃子 ﾌｸﾏ ﾓﾓｺ 千葉県 0:26:18
18 5339 綾部 純麗 ｱﾔﾍﾞ ｽﾐﾚ 千葉県 0:26:31
19 5340 小川 真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 国際医療福祉大学 千葉県 0:26:40
20 5337 阿部 倫子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 0:26:54
21 5343 佐伯 日菜子 ｻｴｷ ﾋﾅｺ 千葉県 0:27:07
22 5341 奥野 紬 ｵｸﾉ ﾂﾑｷﾞ 千葉県立銚子高等学校 茨城県 0:27:10
23 5367 福田 さくら ﾌｸﾀﾞ ｻｸﾗ 千葉県 0:27:29
24 5365 石毛 沙妃 ｲｼｹﾞ ｻｷ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:27:32
25 5401 林 優奈 ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:27:32
26 5366 林 彩花 ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:27:33
27 5389 梶山 友里江 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕﾘｴ 徳誠会 神奈川県 0:28:13
28 5372 伊藤 嘉 ｲﾄｳ ﾖｼﾐ 千葉県 0:28:40
29 5335 細谷 有希子 ﾎｿﾔ ﾕｷｺ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:28:44
30 5347 冨丘 沙紀 ﾄﾐｵｶ ｻｷ 千葉県 0:28:58
31 5400 丹羽 春奈 ﾆﾜ ﾊﾙﾅ 東京都 0:29:00
32 5357 岡野 育恵 ｵｶﾉ ｲｸｴ 埼玉県 0:29:25
33 5355 松本 桃子 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｺ 千葉県 0:29:26
34 5345 蓮見 美優 ﾊｽﾐ ﾐﾕｳ 千葉県 0:29:47
35 5342 池﨑 碧 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 0:29:54
36 5393 弓削 紗香 ﾕｹﾞ ｻﾔｶ 千葉県 0:30:44
37 5377 仁平 楓 ﾆﾋﾗ ｶｴﾃﾞ 千葉県 0:30:50
38 5375 塚本 美沙子 ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｺ 千葉県 0:30:56
39 5364 田原 夏海 ﾀﾊﾗ ﾅﾂﾐ ぶんにゃかま 東京都 0:31:12
40 5397 鴇田 香織 ﾄｷﾀ ｶｵﾘ 千葉県 0:31:18
41 5363 江崎 麻美 ｴｻﾞｷ ｱｻﾐ 千葉県 0:31:24
42 5398 大川 佳織 ｵｵｶﾜ ｶｵﾘ 千葉県 0:31:34
43 5392 伊藤 茉美 ｲﾄｳ ﾏﾐ 千葉県 0:31:56
44 5399 佐藤 志保美 ｻﾄｳ ｼﾎﾐ 東京都 0:32:08
45 5390 大澤 奈央 ｵｵｻﾜ ﾅｵ 千葉県 0:32:14
46 5344 長谷部 麗 ﾊｾﾍﾞ ﾚｲ 波崎西小学校 茨城県 0:32:15
47 5370 石橋 靖代 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾖ 千葉県 0:32:38
48 5371 アレナス キンジ ｱﾚﾅｽ ｷﾝｼﾞ 波崎西小 茨城県 0:33:00
49 5396 野田 真麻 ﾉﾀﾞ ﾏｱｻ 千葉県 0:33:08
50 5388 中村 ひろみ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 成田マイペース 千葉県 0:33:15
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51 5348 花香 真菜 ﾊﾅｶ ﾏﾅ チームマツオカ 千葉県 0:33:20
52 5385 石毛 リナ ｲｼｹﾞ ﾘﾅ 東京都 0:33:38
53 5338 鈴木 美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 千葉県 0:33:38
54 5384 田崎 紗耶加 ﾀｻｷ ｻﾔｶ Ｊｅｗｅｌ 茨城県 0:34:22
55 5382 青山 悦子 ｱｵﾔﾏ ｴﾂｺ Ｊｅｗｅｌ 茨城県 0:34:22
56 5391 秋葉 直美 ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾐ 千葉県 0:34:26
57 5378 酒井 玲 ｻｶｲ ﾚｲ 千葉県 0:34:44
58 5369 小野 美香 ｵﾉ ﾐｶ 波崎西小 茨城県 0:34:59
59 5395 村上 真衣 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 旭神経内科リハ病院 千葉県 0:35:10
60 5381 永塚 幸予 ﾅｶﾞﾂｶ ｻﾁﾖ Ｊｅｗｅｌ 千葉県 0:35:23
61 5368 杉原 かおり ｽｷﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 千葉県 0:35:25
62 5351 吉田 紗矢加 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:35:28
63 5362 篠本 沙希 ｼﾉﾓﾄ ｻｷ 茨城県 0:35:34
64 5352 加瀬 夏生 ｶｾ ﾅﾂｷ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:37:06
65 5353 小山 真実 ｺﾔﾏ ﾏﾐ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:37:23
66 5358 五十嵐 愛里楠 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾘﾅ ＭＭＪＥＴｓ 千葉県 0:38:50
67 5387 田村 春美 ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾐ 千葉県 0:40:56
68 5383 伊藤 彩香 ｲﾄｳ ｱﾔｶ Ｊｅｗｅｌ 千葉県 0:41:14
69 5359 林 絢子 ﾊﾔｼ ｱﾔｺ 千葉県 0:41:23
70 5349 ＲＵＮＩ ＥＬＬＹＳＫＡ ＺＡＩＮ ﾙﾆ ｴﾘｽｶ ｻﾞｲﾝ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:41:51
71 5374 山田 妙子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｴｺ 千葉県 0:41:57
72 5386 堀切 綺音 ﾎﾘｷﾘ ｱﾔﾈ 千葉県 0:58:54

2020/02/02


