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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（グロス）

1 5004 山本 優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 東京都 9:43:12
2 5005 平間 あづさ ﾋﾗﾏ ｱﾂﾞｻ 東京都 9:49:27
3 5002 志村 未奈 ｼﾑﾗ ﾐﾅ 東京都 10:21:13
4 5012 遠藤 幸枝 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾁｴ 東京都 10:50:50
5 5013 田村 麻由子 ﾀﾑﾗ ﾏﾕｺ 東京都 11:03:41
6 6003 生田 梨歌 ｲｸﾀ ﾘｶ 愛知県 11:14:50
7 6006 稲毛 加実 ｲﾅｹﾞ ﾏｽﾐ 東京都 11:19:53
8 5010 村田 朝子 ﾑﾗﾀ ｱｻｺ 神奈川県 11:23:17
9 5006 中山 雪乃 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾉ 東京都 11:35:54

10 5016 水谷 千佳 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁｶ 兵庫県 11:38:12
11 5015 豊島 延江 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾌﾞｴ 東京都 11:39:35
12 5014 石原 貴美子 ｲｼﾊﾗ ｷﾐｺ 東京都 11:52:16
13 5017 望月 英子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴｲｺ 山梨県 11:53:34
14 5023 土井富 直里 ﾄﾞｲﾄﾐ ﾅｵﾘ 東京都 11:59:46
15 5027 森 晃子 ﾓﾘ ｱｷｺ 神奈川県 12:02:22
16 6002 藤田 寛奈 ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾅ 東京都 12:05:52
17 5507 金木 真奈 ｶﾈｷ ﾏﾅ 東京都 12:12:10
18 5502 大山 幸代 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾖ 千葉県 12:16:32
19 5003 大木 とも子 ｵｵｷ ﾄﾓｺ 東京都 12:21:59
20 5020 永田 陽子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｺ 東京都 12:26:08
21 5018 野口 奈那 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ 東京都 12:31:42
22 5011 竹中 由香里 ﾀｹﾅｶ ﾕｶﾘ 千葉県 12:34:24
23 5007 橋本 知左子 ﾊｼﾓﾄ ﾁｻｺ 東京都 12:34:55
24 5021 大野 美里 ｵｵﾉ ﾐｻﾄ 東京都 12:38:27
25 5501 木山 薫 ｷﾔﾏ ｶｵﾙ 東京都 12:45:04
26 5527 矢野 かおり ﾔﾉ ｶｵﾘ 北海道 12:45:54
27 6009 大塚 由美子 ｵｵﾂｶ ﾕﾐｺ 千葉県 12:52:56
28 6010 伊賀上 恭子 ｲｶﾞｳｴ ｷｮｳｺ 千葉県 12:57:02
29 5506 沼田 麻土華 ﾇﾏﾀ ﾏﾄﾞｶ 東京都 13:00:44
30 5019 佐久間 淑江 ｻｸﾏ ﾖｼｴ 東京都 13:11:12
31 6007 佐藤 芳惠 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 北海道 13:14:35
32 5523 佐藤 晶子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 東京都 13:18:41
33 6005 吉田 育世 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾖ 神奈川県 13:32:15
34 5509 前川 玲香 ﾏｴｶﾜ ﾚｲｶ 埼玉県 13:34:04
35 5522 柴田 理恵 ｼﾊﾞﾀ ﾘｴ 東京都 13:37:44
36 5517 瀬戸 紀子 ｾﾄ ﾉﾘｺ 愛知県 13:43:30
37 5519 米澤 和代 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖ 栃木県 13:48:09
38 5508 中嶋 由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ 東京都 13:49:43
39 5518 桂城 涼子 ｶﾂﾗｷﾞ ﾘｮｳｺ 神奈川県 13:50:41
40 5024 山中 宣子 ﾔﾏﾅｶ ﾉﾘｺ 神奈川県 13:53:17
41 5503 長谷川 光子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂｺ 神奈川県 13:55:11
42 5511 大古場 智恵子 ｵｵｺﾊﾞ ﾁｴｺ 千葉県 13:57:54
43 5512 牧 ひとみ ﾏｷ ﾋﾄﾐ 愛知県 13:58:31
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