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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 1002 仲田 光穂 ﾅｶﾀ ﾐﾎ 船橋市役所 千葉県 1:20:27
2 1004 小久保 早紀 ｺｸﾎﾞ ｻｷ 千葉県 1:28:55
3 1008 鈴木 彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ Ｒｕｎｗａｙ 千葉県 1:34:40
4 1003 手塚 友喜 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ 東京青果 埼玉県 1:35:30
5 1007 蛇石 千尋 ﾍﾋﾞｲｼ ﾁﾋﾛ 埼玉県 1:36:41
6 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
7 1005 高島 嘉乃 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉ 千葉県 1:39:50
8 1060 稲葉 沙椰之 ｲﾅﾊﾞ ｻﾔﾉ 千葉県 1:43:57
9 1013 岡野 千春 ｵｶﾉ ﾁﾊﾙ 千葉県 1:47:40

10 1014 星野 希久恵 ﾎｼﾉ ｷｸｴ 千葉県 1:48:09
11 1034 増田 寛子 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｺ 神之池の主 千葉県 1:48:37
12 1024 七戸 淑絵 ｼﾁﾉﾍ ﾖｼｴ 青森県 1:49:48
13 1009 田中 裕子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 千葉県 1:51:01
14 1028 石橋 晶穂 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾎ 神奈川県 1:51:43
15 1016 松井 あゆみ ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県 1:52:01
16 1017 笹木 倫代 ｻｻｷ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:53:13
17 1047 吉田 綾子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 1:53:34
18 1023 香取 有紀 ｶﾄﾘ ﾕｳｷ 千葉県 1:54:47
19 1020 高間 沙織 ﾀｶﾏ ｻｵﾘ 広島県 1:55:15
20 1031 黒森 葵 ｸﾛﾓﾘ ｱｵｲ 千葉県 1:55:42
21 1018 宇梶 茜 ｳｶｼﾞ ｱｶﾈ 千葉県 1:55:49
22 1022 樋口 英里 ﾋｸﾞﾁ ｴﾘ 茨城県 1:56:13
23 1032 高橋 玲緒奈 ﾀｶﾊｼ ﾚｵﾅ 宮城県 1:57:34
24 1045 國分 映恵 ｺｸﾌﾞ ﾃﾙｴ 東京都 1:58:21
25 1046 荒川 久美子 ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ 茨城県 2:01:32
26 1037 木村 桜子 ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ 千葉県 2:03:55
27 1048 石毛 友香 ｲｼｹﾞ ﾕｶ 千葉県 2:04:12
28 1029 石橋 滝乃 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｷﾉ 神奈川県 2:04:19
29 1026 石井 仁美 ｲｼｲ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:04:27
30 1019 椎名 由紀子 ｼｲﾅ ﾕｷｺ 千葉県 2:05:20
31 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
32 1074 森 陽菜子 ﾓﾘ ﾋﾅｺ 千葉県 2:06:31
33 1055 永作 佳穂 ﾅｶﾞｻｸ ｶﾎ 茨城県 2:06:50
34 1050 野崎 文絵 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｴ 東京都 2:07:16
35 1052 山本 晴華 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茨城県 2:07:25
36 1044 西田 萌美 ﾆｼﾀﾞ ﾓｴﾐ 千葉県 2:08:45
37 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
38 1040 高木 智世 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾖ 週末ランナー 千葉県 2:12:14
39 1078 佐藤 茉純 ｻﾄｳ ﾏｽﾐ 千葉県 2:12:50
40 1057 成川 希美 ﾅﾘｶﾜ ｷﾐ 千葉県 2:14:14
41 1065 井上 桜子 ｲﾉｳｴ ｻｸﾗｺ 東京都 2:14:33
42 1067 鶴岡 麻未 ﾂﾙｵｶ ｱｻﾐ 千葉県 2:14:44
43 1030 熊谷 亜紗希 ｸﾏｶﾞｲ ｱｻｷﾞ 千葉県 2:15:28
44 1064 岸菜 彩 ｷｼﾅ ｱﾔ 神奈川県 2:15:52
45 1049 永井 博子 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｺ 東京都 2:16:27
46 1056 太田 華子 ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 旭中央 千葉県 2:18:20
47 1039 嶋田 千寛 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 週末ランナー 千葉県 2:18:20
48 1071 藤波 ひかり ﾌｼﾞﾅﾐ ﾋｶﾘ 千葉県 2:20:12
49 1069 山本 めばえ ﾔﾏﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 銚子ＬＣ 東京都 2:20:13
50 1036 梶原 美希 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 雄蛇々池の主 千葉県 2:20:50
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51 1072 小野 智美 ｵﾉ ﾄﾓﾐ 東京都 2:20:52
52 1042 田村 真奈美 ﾀﾑﾗ ﾏﾅﾐ 神奈川県 2:20:56
53 1059 宇佐美 香理 ｳｻﾐ ｶｵﾘ うな 千葉県 2:21:55
54 1063 高山 萌々 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓ 銚子ＬＣ 東京都 2:22:01
55 1053 藍野 芙季子 ｱｲﾉ ﾌｷｺ 千葉県 2:22:03
56 1027 澁谷 さゆり ｼﾌﾞﾔ ｻﾕﾘ 千葉県 2:23:49
57 1035 戸村 友香 ﾄﾑﾗ ﾕｶ 植木の町病院 千葉県 2:24:01
58 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
59 1068 大渕 香菜子 ｵｵﾌﾞﾁ ｶﾅｺ 東京都 2:26:32
60 1079 安倍 友華 ｱﾍﾞ ﾕｶ 千葉県 2:27:12
61 1073 原 侑伽 ﾊﾗ ﾕｳｶ 銚子ＬＣ 東京都 2:31:01
62 1051 齋藤 彩乃 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 千葉県 2:32:42
63 1077 田村 汐里 ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 千葉県 2:33:08
64 1076 花田 恵梨 ﾊﾅﾀﾞ ｴﾘ 千葉県 2:33:08
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