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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 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
2 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
3 1159 金澤 恵美 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐ 千葉県 1:45:28
4 1148 岩田 昌子 ｲﾜﾀ ﾏｻｺ 千葉県 1:48:56
5 1165 田谷 きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ 千葉県 1:49:24
6 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
7 1167 寺田 美紀子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ こてはし小 千葉県 1:51:00
8 1157 熊谷 志麻 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾏ 東京都 1:51:33
9 1156 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県 1:51:48

10 1207 阿部 恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ 千葉県 1:53:50
11 1161 山形 尚子 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵｺ 千葉県 1:56:49
12 1173 飯島 幸子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県 1:58:02
13 1155 久保 敬子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 走るにゃん 東京都 1:58:27
14 1176 森岡 加寿子 ﾓﾘｵｶ ｶｽﾞｺ 千葉県 1:58:29
15 1153 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ 千葉県 1:59:07
16 1184 小久保 晶子 ｺｸﾎﾞ ｱｷｺ 千葉県 1:59:19
17 1169 福本 朋子 ﾌｸﾓﾄ ﾄﾓｺ 千葉ユニセフ 千葉県 1:59:42
18 1182 田沼 きよみ ﾀﾇﾏ ｷﾖﾐ Ｔ２６ 神奈川県 2:00:32
19 1162 高橋 喜美子 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県 2:00:50
20 1158 小寺 葉子 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 康子ＲＣ 千葉県 2:01:31
21 1168 岩村 真奈美 ｲﾜﾑﾗ ﾏﾅﾐ 千葉県 2:03:00
22 1183 長沼 みどり ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 2:03:07
23 1192 永作 節子 ﾅｶﾞｻｸ ｾﾂｺ 茨城県 2:03:39
24 1163 松田 清香 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ ちーむＱ 千葉県 2:04:28
25 1194 井上 佐和子 ｲﾉｳｴ ｻﾜｺ 千葉県 2:04:43
26 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
27 1166 朝比奈 博子 ｱｻﾋﾅ ﾋﾛｺ 千葉県 2:05:10
28 1196 川上 真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ 千葉県 2:06:04
29 1187 中村 衣緒里 ﾅｶﾑﾗ ｲｵﾘ 千葉県 2:06:22
30 1179 奥田 美和 ｵｸﾀﾞ ﾐﾜ チームどすこい 茨城県 2:06:48
31 1197 奥田 智子 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 銚子信金 千葉県 2:07:17
32 1188 岡田 久美 ｵｶﾀﾞ ｸﾐ 千葉県 2:07:25
33 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
34 1193 深瀬 宏美 ﾌｶｾ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:08:34
35 1152 高垣 由美子 ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾐｺ 千葉県 2:09:42
36 1203 若林 明子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 東京都 2:10:30
37 1180 村田 博美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 千葉県 2:10:41
38 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
39 1206 樋口 律子 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾂｺ 茨城県 2:12:33
40 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
41 1198 伊藤 留美 ｲﾄｳ ﾙﾐ 千葉県 2:14:31
42 1177 関和 小百合 ｾｷﾜ ｻﾕﾘ 埼玉県 2:14:40
43 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
44 1202 中山 明子 ﾅｶﾔﾏ ﾒｲｺ 千葉県 2:17:09
45 1191 白土 容子 ｼﾗﾄ ﾖｳｺ チームＢＢＫ 千葉県 2:19:07
46 1200 高木 直子 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｺ 東京都 2:19:21
47 1209 桂子 吉野 ｹｲｺ ﾖｼﾉ ナデシコ 千葉県 2:19:44
48 1189 田口 喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都 2:20:12
49 1204 美見 孝子 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県 2:20:33
50 1210 郡司 美由紀 ｸﾞﾝｼﾞ ﾐﾕｷ 茨城県 2:20:40
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51 1185 海野 ひとみ ｳﾝﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県 2:23:09
52 1195 伊藤 真理子 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県 2:23:43
53 1201 利光 朝子 ﾄｼﾐﾂ ｱｻｺ ＮＯ ＮＵＫＥＳ 千葉県 2:24:33
54 1181 岡松 久美子 ｵｶﾏﾂ ｸﾐｺ 千葉県 2:31:57

2020/02/02


