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1 1002 仲田 光穂 ﾅｶﾀ ﾐﾎ 船橋市役所 千葉県 1:20:27
2 1084 三橋 朋子 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓｺ Ｒ―ＧＵＮ 千葉県 1:25:35
3 1085 河津 郁子 ｶﾜﾂ ｲｸｺ 千葉マスターズ 千葉県 1:28:53
4 1004 小久保 早紀 ｺｸﾎﾞ ｻｷ 千葉県 1:28:55
5 1008 鈴木 彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ Ｒｕｎｗａｙ 千葉県 1:34:40
6 1003 手塚 友喜 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ 東京青果 埼玉県 1:35:30
7 1007 蛇石 千尋 ﾍﾋﾞｲｼ ﾁﾋﾛ 埼玉県 1:36:41
8 1006 栗橋 梓 ｸﾘﾊｼ ｱｽﾞｻ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:38:20
9 1147 神田 知恵子 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ チームあろ～は 千葉県 1:38:37

10 1088 田中 敬子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ ちはら台走友会 千葉県 1:39:26
11 1005 高島 嘉乃 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉ 千葉県 1:39:50
12 1089 佐々木 得枝 ｻｻｷ ﾄｸｴ Ｒ２東日本 東京都 1:40:34
13 1150 尾関 佳代子 ｵｾﾞｷ ｶﾖｺ 行徳総合病院 千葉県 1:41:01
14 1093 今堀 明子 ｲﾏﾎﾘ ｱｷｺ 千葉県 1:43:37
15 1090 秋山 亜希子 ｱｷﾔﾏ ｱｷｺ 完走目標！ 東京都 1:43:37
16 1060 稲葉 沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 千葉県 1:43:57
17 1091 金 惠卿 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県 1:43:58
18 1159 金澤 恵美 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐ 千葉県 1:45:28
19 1087 伊藤 智恵子 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 銚子マリーナＲＣ 東京都 1:46:19
20 1100 川端 恭代 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾖ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 1:47:34
21 1013 岡野 千春 ｵｶﾉ ﾁﾊﾙ 千葉県 1:47:40
22 1014 星野 希久恵 ﾎｼﾉ ｷｸｴ 千葉県 1:48:09
23 1104 上山 順子 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:48:20
24 1034 増田 寛子 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｺ 神之池の主 千葉県 1:48:37
25 1148 岩田 昌子 ｲﾜﾀ ﾏｻｺ 千葉県 1:48:56
26 1086 廣 久美子 ﾋﾛ ｸﾐｺ 千葉県 1:49:04
27 1165 田谷 きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ 千葉県 1:49:24
28 1024 七戸 淑絵 ｼﾁﾉﾍ ﾖｼｴ 青森県 1:49:48
29 1154 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ チームみんみん 東京都 1:50:52
30 1092 石橋 加代子 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾖｺ 千葉県 1:50:56
31 1167 寺田 美紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ こてはし小 千葉県 1:51:00
32 1009 田中 裕子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 千葉県 1:51:01
33 1097 北牧 希羊子 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ 美走習志野ＲＣ 千葉県 1:51:24
34 1157 熊谷 志麻 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾏ 東京都 1:51:33
35 1028 石橋 晶穂 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾎ 神奈川県 1:51:43
36 1156 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県 1:51:48
37 1016 松井 あゆみ ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県 1:52:01
38 1105 左東 摩子 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県 1:52:03
39 1095 関 礼子 ｾｷ ﾚｲｺ 千葉県 1:52:21
40 1102 鵜澤 千絵 ｳｻﾞﾜ ﾁｴ こむぎくらぶ 千葉県 1:52:54
41 1017 笹木 倫代 ｻｻｷ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:53:13
42 1094 岡田 和代 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 千葉県 1:53:23
43 1047 吉田 綾子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 1:53:34
44 1207 阿部 恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ 千葉県 1:53:50
45 1096 磯田 きえ ｲｿﾀﾞ ｷｴ ＭＩＧＨＴＹ 千葉県 1:53:56
46 1023 香取 有紀 ｶﾄﾘ ﾕｳｷ 千葉県 1:54:47
47 1020 高間 沙織 ﾀｶﾏ ｻｵﾘ 広島県 1:55:15
48 1031 黒森 葵 ｸﾛﾓﾘ ｱｵｲ 千葉県 1:55:42
49 1018 宇梶 茜 ｳｶｼﾞ ｱｶﾈ 千葉県 1:55:49
50 1098 伊藤 裕紀枝 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 千葉県 1:55:58
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51 1022 樋口 英里 ﾋｸﾞﾁ ｴﾘ 茨城県 1:56:13
52 1101 小山 智子 ｺﾔﾏ ｻﾄｺ 千葉県 1:56:26
53 1161 山形 尚子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵｺ 千葉県 1:56:49
54 1032 高橋 玲緒奈 ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾅ 宮城県 1:57:34
55 1173 飯島 幸子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県 1:58:02
56 1045 國分 映恵 ｺｸﾌﾞ ﾃﾙｴ 東京都 1:58:21
57 1155 久保 敬子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 走るにゃん 東京都 1:58:27
58 1176 森岡 加寿子 ﾓﾘｵｶ ｶｽﾞｺ 千葉県 1:58:29
59 1112 佐久間 純子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 旭ＲＣ 千葉県 1:58:41
60 1135 奥州 みゆき ｵｳｼｭｳ ﾐﾕｷ 千葉県 1:59:04
61 1153 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県 1:59:07
62 1184 小久保 晶子 ｺｸﾎﾞ ｱｷｺ 千葉県 1:59:19
63 1115 髙尾 元子 ﾀｶｵ ﾓﾄｺ 千葉県 1:59:33
64 1169 福本 朋子 ﾌｸﾓﾄ ﾄﾓｺ 千葉ユニセフ 千葉県 1:59:42
65 1133 山本 友紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 東京都 1:59:45
66 1132 山本 友香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 千葉県 1:59:57
67 1182 田沼 きよみ ﾀﾇﾏ ｷﾖﾐ Ｔ２６ 神奈川県 2:00:32
68 1162 高橋 喜美子 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県 2:00:50
69 1158 小寺 葉子 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 康子ＲＣ 千葉県 2:01:31
70 1046 荒川 久美子 ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ 茨城県 2:01:32
71 1122 加藤 昌美 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 千葉県 2:02:00
72 1168 岩村 真奈美 ｲﾜﾑﾗ ﾏﾅﾐ 千葉県 2:03:00
73 1183 長沼 みどり ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 2:03:07
74 1192 永作 節子 ﾅｶﾞｻｸ ｾﾂｺ 茨城県 2:03:39
75 1037 木村 桜子 ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ 千葉県 2:03:55
76 1048 石毛 友香 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県 2:04:12
77 1029 石橋 滝乃 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｷﾉ 神奈川県 2:04:19
78 1026 石井 仁美 ｲｼｲ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:04:27
79 1163 松田 清香 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ちーむＱ 千葉県 2:04:28
80 1134 栗原 真紀 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ エフアンドエフ 東京都 2:04:30
81 1194 井上 佐和子 ｲﾉｳｴ ｻﾜｺ 千葉県 2:04:43
82 1131 山口 やよい ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾖｲ ｓｉｄｅ－Ｂ 東京都 2:04:45
83 1171 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ ニッポンランナーズ 千葉県 2:05:02
84 1166 朝比奈 博子 ｱｻﾋﾅ ﾋﾛｺ 千葉県 2:05:10
85 1019 椎名 由紀子 ｼｲﾅ ﾕｷｺ 千葉県 2:05:20
86 1107 松沼 しのぶ ﾏﾂﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 2:05:30
87 1196 川上 真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県 2:06:04
88 1187 中村 衣緒里 ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 千葉県 2:06:22
89 1061 矢萩 郁花 ﾔﾊｷﾞ ﾌﾐｶ ロザリオの陸上部 千葉県 2:06:23
90 1074 森 陽菜子 ﾓﾘ ﾋﾅｺ 千葉県 2:06:31
91 1179 奥田 美和 ｵｸﾀﾞ ﾐﾜ チームどすこい 茨城県 2:06:48
92 1055 永作 佳穂 ﾅｶﾞｻｸ ｶﾎ 茨城県 2:06:50
93 1111 遠藤 由紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ ａｎｙ’ｓ 千葉県 2:06:56
94 1050 野崎 文絵 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｴ 東京都 2:07:16
95 1197 奥田 智子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 銚子信金 千葉県 2:07:17
96 1188 岡田 久美 ｵｶﾀﾞ ｸﾐ 千葉県 2:07:25
97 1052 山本 晴華 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茨城県 2:07:25
98 1117 高根 政江 ﾀｶﾈ ﾏｻｴ 神栖ＴＣ 茨城県 2:07:42
99 1127 戸枝 陽子 ﾄｴﾀﾞ ﾖｳｺ 千葉県 2:08:16

100 1211 井上 登紀子 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ ロザリオ陸上部 千葉県 2:08:21
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101 1193 深瀬 宏美 ﾌｶｾ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:08:34
102 1044 西田 萌美 ﾆｼﾀﾞ ﾓｴﾐ 千葉県 2:08:45
103 1116 長谷部 奈津子 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｺ 千葉県 2:08:52
104 1129 丸山 真由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 横河楽走クラブ 神奈川県 2:09:18
105 1126 林 陽子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 千葉県 2:09:38
106 1152 高垣 由美子 ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾐｺ 千葉県 2:09:42
107 1125 沼倉 美智子 ﾇﾏｸﾗ ﾐﾁｺ 千葉県 2:10:24
108 1038 大塚 早也佳 ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ 週末ランナー 千葉県 2:10:27
109 1203 若林 明子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 東京都 2:10:30
110 1106 上林 佐智子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 千葉県 2:10:32
111 1180 村田 博美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 千葉県 2:10:41
112 1190 飯嶋 直子 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｺ ブレイブ安藤塾 千葉県 2:11:42
113 1040 高木 智世 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾖ 週末ランナー 千葉県 2:12:14
114 1206 樋口 律子 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾂｺ 茨城県 2:12:33
115 1078 佐藤 茉純 ｻﾄｳ ﾏｽﾐ 千葉県 2:12:50
116 1119 後藤 福 ｺﾞﾄｳ ﾌｸ 愛知県 2:13:05
117 1208 坂本 知恵子 ｻｶﾓﾄ ﾁｴｺ チームのぐちＲＣ 千葉県 2:13:46
118 1057 成川 希美 ﾅﾘｶﾜ ｷﾐ 千葉県 2:14:14
119 1124 能重 乃利江 ﾉｳｼﾞｭｳ ﾉﾘｴ よるらんこっ 千葉県 2:14:14
120 1198 伊藤 留美 ｲﾄｳ ﾙﾐ 千葉県 2:14:31
121 1065 井上 桜子 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗｺ 東京都 2:14:33
122 1177 関和 小百合 ｾｷﾜ ｻﾕﾘ 埼玉県 2:14:40
123 1067 鶴岡 麻未 ﾂﾙｵｶ ｱｻﾐ 千葉県 2:14:44
124 1136 若山 ゆか ﾜｶﾔﾏ ﾕｶ 千葉県 2:15:19
125 1030 熊谷 亜紗希 ｸﾏｶﾞｲ ｱｻｷﾞ 千葉県 2:15:28
126 1064 岸菜 彩 ｷｼﾅ ｱﾔ 神奈川県 2:15:52
127 1114 袴田 夕里香 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 千葉県 2:16:17
128 1049 永井 博子 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｺ 東京都 2:16:27
129 1164 田守 美智子 ﾀﾓﾘ ﾐﾁｺ ニッポンランナ 千葉県 2:16:44
130 1202 中山 明子 ﾅｶﾔﾏ ﾒｲｺ 千葉県 2:17:09
131 1110 菅生 明美 ｽｺﾞｳ ｱｹﾐ ＳＲＣ 千葉県 2:17:31
132 1056 太田 華子 ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 旭中央 千葉県 2:18:20
133 1039 嶋田 千寛 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 週末ランナー 千葉県 2:18:20
134 1099 植村 雪絵 ｳｴﾑﾗ ﾕｷｴ 千葉県 2:18:54
135 1191 白土 容子 ｼﾗﾄ ﾖｳｺ チームＢＢＫ 千葉県 2:19:07
136 1200 高木 直子 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｺ 東京都 2:19:21
137 1128 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ チームＢＢＫ 千葉県 2:19:38
138 1209 桂子 吉野 ｹｲｺ ﾖｼﾉ ナデシコ 千葉県 2:19:44
139 1189 田口 喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都 2:20:12
140 1071 藤波 ひかり ﾌｼﾞﾅﾐ ﾋｶﾘ 千葉県 2:20:12
141 1069 山本 めばえ ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 銚子ＬＣ 東京都 2:20:13
142 1204 美見 孝子 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県 2:20:33
143 1210 郡司 美由紀 ｸﾞﾝｼﾞ ﾐﾕｷ 茨城県 2:20:40
144 1036 梶原 美希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 雄蛇々池の主 千葉県 2:20:50
145 1072 小野 智美 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 東京都 2:20:52
146 1042 田村 真奈美 ﾀﾑﾗ ﾏﾅﾐ 神奈川県 2:20:56
147 1139 岡野 純子 ｵｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 2:21:23
148 1059 宇佐美 香理 ｳｻﾐ ｶｵﾘ うな 千葉県 2:21:55
149 1063 高山 萌々 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓ 銚子ＬＣ 東京都 2:22:01
150 1053 藍野 芙季子 ｱｲﾉ ﾌｷｺ 千葉県 2:22:03
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151 1120 渡邉 昌美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ 千葉県 2:22:18
152 1123 松尾 梢恵 ﾏﾂｵ ｺｽﾞｴ 千葉県 2:22:58
153 1185 海野 ひとみ ｳﾝﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:23:09
154 1195 伊藤 真理子 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県 2:23:43
155 1027 澁谷 さゆり ｼﾌﾞﾔ ｻﾕﾘ 千葉県 2:23:49
156 1035 戸村 友香 ﾄﾑﾗ ﾕｶ 植木の町病院 千葉県 2:24:01
157 1070 小山 由衣 ｺﾔﾏ ﾕｲ 銚子ライフセービング 東京都 2:24:23
158 1201 利光 朝子 ﾄｼﾐﾂ ｱｻｺ ＮＯ ＮＵＫＥＳ 千葉県 2:24:33
159 1141 吉野 真由美 ﾖｼﾉ 千葉県 2:24:45
160 1138 たかの 友魅 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾐ 茨城県 2:25:00
161 1144 清水 愛 ｼﾐｽﾞ ｱｲ ことりクラブ 千葉県 2:25:22
162 1068 大渕 香菜子 ｵｵﾌﾞﾁ ｶﾅｺ 東京都 2:26:32
163 1137 福田 幸子 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ 千葉県 2:26:43
164 1079 安倍 友華 ｱﾍﾞ ﾕｶ 千葉県 2:27:12
165 1073 原 侑伽 ﾊﾗ ﾕｳｶ 銚子ＬＣ 東京都 2:31:01
166 1181 岡松 久美子 ｵｶﾏﾂ ｸﾐｺ 千葉県 2:31:57
167 1130 布施 由貴子 ﾌｾ ﾕｷｺ チームあろ～は 千葉県 2:32:34
168 1051 齋藤 彩乃 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 千葉県 2:32:42
169 1077 田村 汐里 ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 千葉県 2:33:08
170 1076 花田 恵梨 ﾊﾅﾀﾞ ｴﾘ 千葉県 2:33:08
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