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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（グロス）

1 9002 小野寺 泉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 千葉県 4:54:57
2 9003 西谷 奏 ﾆｼﾀﾆ ｶﾅ 神奈川県 5:33:48
3 9011 佐藤 真耶 ｻﾄｳ ﾏﾔ 愛知県 5:41:59
4 9012 宮木 裕子 ﾐﾔｷ ﾕｳｺ 埼玉県 5:44:07
5 9008 森 千紗 ﾓﾘ ﾁｻ 埼玉県 5:45:32
6 9010 角本 南 ｶｸﾓﾄ ﾐﾅﾐ 千葉県 5:53:27
7 9007 前田 さと子 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｺ 青森県 5:54:57
8 9001 原田 晴美 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 東京都 6:01:24
9 9026 坂井 佳子 ｻｶｲ ﾖｼｺ 東京都 6:06:19

10 9014 糸見 久美子 ｲﾄﾐ ｸﾐｺ 東京都 6:12:07
11 9022 栗原 りえ子 ｸﾘﾊﾗ ﾘｴｺ 埼玉県 6:20:25
12 9507 宮田 由紀子 ﾐﾔﾀ ﾕｷｺ 東京都 6:31:39
13 9501 細井 美乃 ﾎｿｲ ﾖｼﾉ 千葉県 6:35:24
14 9004 桑原 幸子 ｸﾜﾊﾞﾗ ｻﾁｺ 山形県 6:52:33
15 9701 小笠原 由夏 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｶ 埼玉県 6:54:50
16 9006 大西 なおみ ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ 東京都 6:56:39
17 9502 舟越 悦子 ﾌﾅｺｼ ｴﾂｺ 東京都 6:58:05
18 9017 畑中 佐知子 ﾊﾀﾅｶ ｻﾁｺ 千葉県 7:05:09
19 9525 小野澤 領子 ｵﾉｻﾞﾜ ｴﾘｺ 東京都 7:07:29
20 9503 横山 恵子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 7:12:31
21 9025 菅原 真由美 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾕﾐ 埼玉県 7:13:25
22 9023 安部 恵美 ｱﾝﾍﾞ ｴﾐ 東京都 7:14:47
23 9519 藤ヶ崎 友望 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 東京都 7:15:16
24 9506 小松 加奈 ｺﾏﾂ ｶﾅ 東京都 7:18:39
25 9508 久保田 眞梨 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 埼玉県 7:20:43
26 9505 小野 日子 ｵﾉ ﾋｶﾘｺ 東京都 7:21:23
27 9516 清水 礼子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 東京都 7:25:47
28 9013 鈴木 陽子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 千葉県 7:25:54
29 9704 金澤 和恵 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｴ 東京都 7:26:38
30 9703 竹村 かをる ﾀｹﾑﾗ ｶｦﾙ 北海道 7:28:59
31 9504 奥田 雅美 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾐ 東京都 7:30:10
32 9511 源明 美雪 ｹﾞﾝﾒｲ ﾐﾕｷ 東京都 7:33:06
33 9016 古江 純子 ﾌﾙｴ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 7:40:00
34 9702 宇田川 早也佳 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾔｶ 東京都 7:46:15
35 9515 深町 加奈子 ﾌｶﾏﾁ ｶﾅｺ 東京都 7:47:11
36 9024 中島 容子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ 埼玉県 7:52:48
37 9706 山下 寛子 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ 神奈川県 7:53:07
38 9518 人見 万理子 ﾋﾄﾐ ﾏﾘｺ 茨城県 7:55:17
39 9524 宮田 弘子 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｺ 東京都 7:58:15
40 9708 長谷 知穂 ﾊｾ ﾁﾎ 東京都 8:04:24
41 9512 大塚 浩子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 茨城県 8:07:15
42 9020 村山 晴香 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ 神奈川県 8:10:50
43 9520 井上 洋子 ｲﾉｳｴ ﾖｳｺ 神奈川県 8:14:30
44 9707 長谷川 昭江 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｴ 東京都 8:24:46
45 9021 妻沼 尚美 ﾂﾏﾇﾏ ﾅｵﾐ 埼玉県 8:36:35
46 9523 小池 摩有美 ｺｲｹ ﾏﾕﾐ 千葉県 8:37:11
47 9009 七井 理恵 ﾅﾅｲ ﾘｴ 茨城県 8:37:51
48 9522 赤坂 和美 ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾐ 東京都 8:38:18
49 9521 橋本 葵 ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 神奈川県 8:38:49
50 9705 渡辺 絵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 東京都 8:40:08
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51 9517 山田 志織 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 東京都 8:57:01
52 9513 小野 藍子 ｵﾉ ｱｲｺ 福島県 8:57:41
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