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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

1 8010 鈴木 礼子 ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ 太田市 ＴＥＡＭ．Ｋ 3:34:20

2 8004 又井 ゆうこ ﾏﾀｲ ﾕｳｺ 東京都 3:35:12

3 8013 小高 美代子 ｵﾀﾞｶ ﾐﾖｺ 東京都 3:46:44

4 8006 片野 佳子 ｶﾀﾉ ﾖｼｺ 茨城県 3:47:40

5 8005 李 美映 ﾘ ﾐｴ 神奈川県 クラブＲ２ 3:48:48

6 8008 山内 かおり ﾔﾏｳﾁ ｶｵﾘ 東京都 3:50:40

7 8016 尾関 佳代子 ｵｾﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 3:58:18

8 8030 服部 江利香 ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 神奈川県 3:59:46

9 8033 享保 由美子 ｷｮｳﾎ ﾕﾐｺ 千葉県 4:01:24

10 8021 杉山 名帆子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾎｺ 高崎市 荒砥走友会 4:01:49

11 8023 中井 亮子 ﾅｶｲ ﾘｮｳｺ 東京都 多摩走友会 4:03:20

12 8029 羅久井 志穂 ﾗｸｲ ｼﾎ 神奈川県 藤原商会 4:05:54

13 8009 藤井 芳佳 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｶ 神奈川県 横浜市陸協 4:07:26

14 8017 佐藤 旬子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 4:09:08

15 8038 藤野 多賀子 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｺ 埼玉県 4:11:37

16 8040 武者 俊子 ﾑｼｬ ﾄｼｺ 神奈川県 4:17:13

17 8024 今堀 明子 ｲﾏﾎﾘ ｱｷｺ 千葉県 4:17:31

18 8041 蜂谷 典子 ﾊﾁﾔ ﾉﾘｺ 東京都 4:21:53

19 8014 大島 あや ｵｵｼﾏ ｱﾔ 前橋市 アイエス陸上部 4:23:19

20 8048 古市 由紀 ﾌﾙｲﾁ ﾕｷ 埼玉県 4:24:42

21 8036 畑山 尚子 ﾊﾀﾔﾏ ｼｮｳｺ 愛知県 4:26:30

22 8045 山下 美和 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾜ 高崎市 4:26:48

23 8025 篠永 めぐみ ｼﾉﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 4:27:10

24 8015 清水 薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 長野県 4:27:25

25 8018 松本 あき ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 東京都 ポポロＡＣ 4:30:35

26 8032 角谷 佳子 ｶｸﾀﾆ ﾖｼｺ 埼玉県 さいたま走友会 4:31:16

27 8028 大野 由美子 ｵｵﾉ ﾕﾐｺ 埼玉県 4:32:38

28 8037 竹内 てるみ ﾀｹｳﾁ ﾃﾙﾐ 太田市 4:34:24

29 8042 海野 房江 ｳﾝﾉ ﾌｻｴ 神奈川県 4:42:12

30 8026 後藤 圭子 ｺﾞﾄｳ ｹｲｺ 埼玉県 さいたま走翔 4:42:59

31 8046 川上 三枝子 ｶﾜｶﾐ ﾐｴｺ 東京都 4:43:10

32 8039 平田 陽子 ﾋﾗﾀ ﾖｳｺ 千葉県 流山ＣＪ 4:47:08

33 8031 鈴木 陽子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県 4:49:47

34 8057 桐生 加代子 ｷﾘｭｳ ｶﾖｺ 前橋市 医療法人群馬会 4:50:21

35 8069 吉村 康美 ﾖｼﾑﾗ ﾔｽﾐ 茨城県 4:50:35

36 8059 白須 明子 ｼﾗｽ ｱｷｺ 東京都 ダニー街ラン部 4:51:05

37 8061 中尾 奈美江 ﾅｶｵ ﾅﾐｴ 神奈川県 ダニー街ラン部 4:51:06

38 8055 福田 恵美 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 大泉町 わたぼく走友会 4:53:12

39 8007 志村 直美 ｼﾑﾗ ﾅｵﾐ 東京都 4:54:17

40 8027 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都 4:57:24

41 8060 塩野 希 ｼｵﾉ ﾉｿﾞﾐ 前橋市 4:58:31

42 8052 小林 美香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 高崎市 4:59:11

43 8066 古賀 幸子 ﾌﾙｶ ｻﾁｺ 吉岡町 5:00:12

44 8035 浜崎 安希 ﾊﾏｻｷ ｱｷ 埼玉県 さいたま走友会 5:02:34

45 8047 中山 園子 ﾅｶﾔﾏ ｿﾉｺ 東京都 藤原せんべい店 5:07:28

46 8086 笠原 花織 ｶｻﾊﾗ ｶｵﾘ 千葉県 はなぼー 5:09:52

47 8050 安田 純子 ﾔｽﾀﾞ ｽﾐｺ 東京都 5:10:09

48 8020 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 埼玉県 さいたま走友会 5:14:53

49 8073 正山 孝子 ｼｮｳﾔﾏ ﾀｶｺ 富岡市 ”ＳＴＹＭ” 5:15:23

50 8088 岡田 明子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ 高崎市 5:15:41
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51 8065 加藤 幸子 ｶ ﾄｳｻﾁｺ 吉岡町 5:15:53

52 8043 塙 晃子 ﾊﾅﾜ ｱｷｺ 茨城県 ぴょんたＲＣ 5:20:19

53 8079 高井 亨子 ﾀｶｲ ｷｮｳｺ 前橋市 5:21:16

54 8054 北尾 智子 ｷﾀｵ ﾄﾓｺ 東京都 5:27:11

55 8091 橋口 千晶 ﾊｼｸﾞﾁ ﾁｱｷ 埼玉県 5:28:42

56 8074 片山 紀子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ 埼玉県 5:32:04

57 8081 上津 幸枝 ｶﾐﾂ ｻﾁｴ 北海道 5:33:07

58 8093 高木 玉智 ﾀｶｷ ﾀﾏﾁ 東京都 5:35:26

59 8072 森下 絵里 ﾓﾘｼﾀ ｴﾘ 千葉県 5:38:32

60 8087 高橋 智美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 神奈川県 5:39:54

61 8076 大澤 有希子 ｵｵｻﾜ ﾕｷｺ 埼玉県 5:42:42

62 8083 関 絵美 ｾｷ ｴﾐ 中之条町 5:44:37

63 8077 遠藤 眞喜子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｺ 東京都 5:48:25

64 8064 下村 香織 ｼﾓﾑﾗ ｶｵﾘ 茨城県 チームかばぴぃ 5:53:20

65 8095 宮本 由紀子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷｺ 高崎市 5:57:31
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