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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 5402 小山 奈津子 ｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 習志野市役所 千葉県 0:21:31
2 5404 深澤 弥生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾔﾖｲ 旭ＲＣ 千葉県 0:21:58
3 5403 市川 ゆかり ｲﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 千葉県 0:21:59
4 5405 中島 和代 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖ 千葉県 0:22:08
5 5409 江波戸 智恵 ｴﾊﾞﾄ ﾁｴ 千葉県 0:22:43
6 5406 仲山 恵美 ﾅｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:23:34
7 5407 所 雅子 ﾄｺﾛ ﾏｻｺ 千葉県 0:23:41
8 5408 加瀬 美恵子 ｶｾ ﾐｴｺ 千葉県 0:24:12
9 5410 加瀬 厚子 ｶｾ ｱﾂｺ 千葉県 0:24:41

10 5434 荒井 綾 ｱﾗｲ ｱﾔ チームアヒ 千葉県 0:25:07
11 5418 浜本 佐江子 ﾊﾏﾓﾄ ｻｴｺ 双葉クラブ 千葉県 0:25:23
12 5415 石井 かほり ｲｼｲ ｶｵﾘ 茨城県 0:25:29
13 5412 川島 春 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙ 大井ランニング 埼玉県 0:26:31
14 5441 石岡 久美子 ｲｼｵｶ ｸﾐｺ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:26:39
15 5424 大野 かおり ｵｵﾉ ｶｵﾘ チーム１１８１ 千葉県 0:26:40
16 5416 橋本 典子 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｺ ちばっくま 千葉県 0:27:00
17 5432 花ヶ崎 貴代美 ﾊﾅｶﾞｻｷ ｷﾖﾐ 波崎西小 茨城県 0:27:22
18 5430 宮﨑 紀子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘｺ チーム１１８１ 茨城県 0:27:32
19 5433 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 千葉県 0:27:37
20 5414 加羽沢 裕子 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｺ 宇佐見ＲＣ 千葉県 0:27:47
21 5417 太田 えり子 ｵｵﾀ ｴﾘｺ 千葉県 0:28:10
22 5467 花香 千恵子 ﾊﾅｶ ﾁｴｺ ｔｅａｍ ｃｈｕｖｅ 千葉県 0:28:34
23 5420 岡野 弘美 ｵｶﾉ ﾋﾛﾐ 千葉県 0:28:48
24 5452 出沼 美恵子 ｲﾃﾞﾇﾏ ﾐｴｺ 茨城県 0:28:55
25 5472 石毛 香織 ｲｼｹﾞ ｶｵﾘ 千葉県 0:28:57
26 5428 宮内 洋子 ﾐﾔｳﾁ ﾖｳｺ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:29:12
27 5421 林 真由美 ﾊﾔｼ 千葉県 0:29:21
28 5438 渋谷 由美子 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐｺ ｆｒｕｎ 千葉県 0:29:32
29 5468 後藤 美波 ｺﾞﾄｳ ﾐﾅﾐ ｔｅａｍ ｃｈｕｖｅ 千葉県 0:29:32
30 5474 宮下 泉 ﾐﾔｼﾀ ｲｽﾞﾐ 千葉県 0:29:53
31 5445 佐保 絢子 ｻﾎ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 0:29:58
32 5426 高橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ 千葉県 0:30:06
33 5413 永峯 洋子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｳｺ 千葉県 0:30:10
34 5442 島田 宏子 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ 千葉県 0:30:11
35 5479 菊池 綾子 ｷｸﾁ ｱﾔｺ 千葉県 0:30:17
36 5446 小松 絵里子 ｺﾏﾂ ｴﾘｺ 千葉県 0:30:21
37 5477 梶山 文子 ｶｼﾞﾔﾏ ﾌﾐｺ 千葉県 0:30:29
38 5411 大桑 ゆみ ｵｵｸﾜ ﾕﾐ 千葉県 0:30:30
39 5454 平津 春子 ﾋﾗﾂ ﾊﾙｺ 千葉県 0:30:33
40 5455 遠藤 成子 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｺ 千葉県 0:30:36
41 5461 星 理恵 ﾎｼ ﾘｴ 千葉県 0:30:39
42 5451 大橋 香織 ｵｵﾊｼ ｶｵﾘ 千葉県 0:30:47
43 5423 齊藤 礼子 ｻｲﾄｳ ﾚｲｺ 千葉県 0:30:57
44 5457 相川 千代子 ｱｲｶﾜ ﾁﾖｺ 千葉県 0:31:30
45 5422 伊藤 久美子 ｲﾄｳ ｸﾐｺ 千葉県 0:31:34
46 5460 小関 啓子 ｵｾﾞｷ ｹｲｺ 千葉県 0:31:40
47 5440 森田 由紀子 ﾓﾘﾀ ﾕｷｺ 千葉県 0:31:41
48 5447 石毛 光枝 ｲｼｹﾞ ﾐﾂｴ 千葉県 0:31:44
49 5450 加藤 忍 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ モンチッチＡＣ 千葉県 0:31:46
50 5437 細井 愛子 ﾎｿｲ ｱｲｺ 東京都 0:31:46
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51 5480 菅沼 陽子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｳｺ 千葉県 0:32:01
52 5462 小倉 雅子 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｺ 高橋レディース 千葉県 0:32:33
53 5429 向後 美保子 ｺｳｺﾞ ﾐﾎｺ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:33:05
54 5459 椎名 弘恵 ｼｲﾅ ﾋﾛｴ 千葉県 0:33:09
55 5470 浜田 聡子 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾄｺ 千葉県 0:33:37
56 5427 渡辺 真喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ 茨城県 0:34:05
57 5425 金山 直子 ｶﾅﾔﾏ ﾅｵｺ 茨城県 0:34:06
58 5435 香取 聖子 ｶﾄﾘ ｾｲｺ 千葉県 0:34:22
59 5471 椎名 康子 ｼｲﾅ ﾔｽｺ チーム４１７ 千葉県 0:34:47
60 5444 長谷川 真由美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:36:09
61 5443 細矢 尚子 ﾎｿﾔ ﾅｵｺ 千葉県 0:36:42
62 5475 鈴木 正恵 ｽｽﾞｷ ﾏｻｴ チーム鈴木 千葉県 0:36:43
63 5456 岩佐 君枝 ｲﾜｻ ｷﾐｴ 千葉県 0:36:51
64 5465 伊藤 千佳子 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 千葉県 0:37:08
65 5466 青山 悦子 ｱｵﾔﾏ ｴﾂｺ 東京都 0:37:53
66 5473 蓮見 美穂 ﾊｽﾐ ﾐﾎ 千葉県 0:38:25
67 5478 小林 直子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｺ 千葉県 0:38:53
68 5458 花香 美津子 ﾊﾅｶ ﾐﾂｺ チームマツオカ 千葉県 0:39:23
69 5476 笹原 幸江 ｻｻﾊﾗ ﾕｷｴ 千葉県 0:40:56
70 5449 小竹森 房恵 ｺﾀｹﾓﾘ ﾌｻｴ 波崎西小 茨城県 0:41:07
71 5464 堀切 まゆみ ﾎﾘｷﾘ ﾏﾕﾐ 千葉県 0:58:55
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