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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 1084 三橋 朋子 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓｺ Ｒ―ＧＵＮ 千葉県 1:25:35
2 1085 河津 郁子 ｶﾜﾂ ｲｸｺ 千葉マスターズ 千葉県 1:28:53
3 1088 田中 敬子 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ ちはら台走友会 千葉県 1:39:26
4 1089 佐々木 得枝 ｻｻｷ ﾄｸｴ Ｒ２東日本 東京都 1:40:34
5 1093 今堀 明子 ｲﾏﾎﾘ ｱｷｺ 千葉県 1:43:37
6 1090 秋山 亜希子 ｱｷﾔﾏ ｱｷｺ 完走目標！ 東京都 1:43:37
7 1091 金 惠卿 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県 1:43:58
8 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
9 1100 川端 恭代 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾖ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 1:47:34

10 1104 上山 順子 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:48:20
11 1086 廣 久美子 ﾋﾛ ｸﾐｺ 千葉県 1:49:04
12 1092 石橋 加代子 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾖｺ 千葉県 1:50:56
13 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
14 1105 左東 摩子 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県 1:52:03
15 1095 関 礼子 ｾｷ ﾚｲｺ 千葉県 1:52:21
16 1102 鵜澤 千絵 ｳｻﾞﾜ ﾁｴ こむぎくらぶ 千葉県 1:52:54
17 1094 岡田 和代 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 千葉県 1:53:23
18 1096 磯田 きえ ｲｿﾀﾞ ｷｴ ＭＩＧＨＴＹ 千葉県 1:53:56
19 1098 伊藤 裕紀枝 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 千葉県 1:55:58
20 1101 小山 智子 ｺﾔﾏ ｻﾄｺ 千葉県 1:56:26
21 1112 佐久間 純子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 旭ＲＣ 千葉県 1:58:41
22 1135 奥州 みゆき ｵｳｼｭｳ ﾐﾕｷ 千葉県 1:59:04
23 1115 髙尾 元子 ﾀｶｵ ﾓﾄｺ 千葉県 1:59:33
24 1133 山本 友紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 東京都 1:59:45
25 1132 山本 友香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 千葉県 1:59:57
26 1122 加藤 昌美 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 千葉県 2:02:00
27 1134 栗原 真紀 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ エフアンドエフ 東京都 2:04:30
28 1131 山口 やよい ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾖｲ ｓｉｄｅ－Ｂ 東京都 2:04:45
29 1107 松沼 しのぶ ﾏﾂﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 2:05:30
30 1111 遠藤 由紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ ａｎｙ’ｓ 千葉県 2:06:56
31 1117 高根 政江 ﾀｶﾈ ﾏｻｴ 神栖ＴＣ 茨城県 2:07:42
32 1127 戸枝 陽子 ﾄｴﾀﾞ ﾖｳｺ 千葉県 2:08:16
33 1116 長谷部 奈津子 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｺ 千葉県 2:08:52
34 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
35 1126 林 陽子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 千葉県 2:09:38
36 1125 沼倉 美智子 ﾇﾏｸﾗ ﾐﾁｺ 千葉県 2:10:24
37 1106 上林 佐智子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ 千葉県 2:10:32
38 1119 後藤 福 ｺﾞﾄｳ ﾌｸ 愛知県 2:13:05
39 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
40 1136 若山 ゆか ﾜｶﾔﾏ ﾕｶ 千葉県 2:15:19
41 1114 袴田 夕里香 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 千葉県 2:16:17
42 1110 菅生 明美 ｽｺﾞｳ ｱｹﾐ ＳＲＣ 千葉県 2:17:31
43 1099 植村 雪絵 ｳｴﾑﾗ ﾕｷｴ 千葉県 2:18:54
44 1128 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ チームＢＢＫ 千葉県 2:19:38
45 1139 岡野 純子 ｵｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 2:21:23
46 1120 渡邉 昌美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ 千葉県 2:22:18
47 1123 松尾 梢恵 ﾏﾂｵ ｺｽﾞｴ 千葉県 2:22:58
48 1141 吉野 真由美 ﾖｼﾉ 千葉県 2:24:45
49 1138 たかの 友魅 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾐ 茨城県 2:25:00
50 1144 清水 愛 ｼﾐｽﾞ ｱｲ ことりクラブ 千葉県 2:25:22
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51 1137 福田 幸子 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ 千葉県 2:26:43
52 1130 布施 由貴子 ﾌｾ ﾕｷｺ チームあろ～は 千葉県 2:32:34
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