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1 5348 廣瀬 博子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ Ｐｅｄａｌｉｓｔ 神奈川県 1:17:11.22

2 6466 根本 加陽子 ﾈﾓﾄ ｶﾖｺ 埼玉県 1:24:12.71

3 8128 須山 瑞季 ｽﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

ＴＡＮＡＫＡ ＣＯＲＲＥＲＥ

神奈川県 1:28:26.71

4 9071 古角 知恵子 ｺｶﾄﾞ ﾁｴｺ 東京都 1:28:51.42

5 11561 謝 ペイ芳 ｼｪｲ ﾍﾟｲﾌｧﾝ ＳＵＮＶＯＬＴ 大阪府 1:29:42.05

6 10525 竹澤 綾子 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾔｺ 東京都 1:29:51.68

7 6031 荒井 美代子 ｱﾗｲ ﾐﾖｺ Ｃｌｏｕｄ９ 東京都 1:30:22.01

8 7457 川上 京 ｶﾜｶﾐ ﾐﾔｺ Ｆｕｎｎｙ ＲＴ 神奈川県 1:30:30.97

9 11495 高橋 美保 ﾀｶﾊｼ ﾐｦ ＧｒａｎｄＤｉｖｅｒ 東京都 1:33:36.31

10 15169 本間 友佳子 ﾎﾝﾏ ﾕｶｺ 神奈川県 1:36:55.21

11 7303 熊谷 有香子 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶｺ ロードバイク会 埼玉県 1:37:38.05

12 13550 高橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ 山梨県 1:38:25.13

13 13303 橋本 玲 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ 岡山県 1:39:00.34

14 8262

ひっくんぼっさむ えま

ﾋｯｷﾝﾎﾞｯｻﾑ ｴﾏ 東京都 1:39:41.83

15 19275 村井 和佳子 ﾑﾗｲ ﾜｶｺ 名岐ベンド 岐阜県 1:41:26.77

16 15274 木村 節子 ｷﾑﾗ ｾﾂｺ 千葉県 1:41:41.70

17 6532 石川 千代 ｲｼｶﾜ ﾁﾖ ＫＩＺＯＫ 石川県 1:41:45.20

18 12268 関谷 加津子 ｾｷﾔ ｶﾂｺ
ｂｉｃｙｃｌｅ ｆｅｌｌｏｗ

東京都 1:41:53.29

19 13432 松平 泰子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾔｽｺ

友和会デラ自転車部

愛知県 1:42:49.25

20 11093 伊藤 尚代 ｲﾄｳ ﾅｵﾖ 愛知県 1:43:51.84

21 6599 田中 真紀子 ﾀﾅｶ ﾏｷｺ
なるしまフレンド

東京都 1:45:29.89

22 16063 小池 美帆 ｺｲｹ ﾐﾎ

ＮｏｒｉＴａｋａＲａｃｉｎｇ

東京都 1:46:15.53

23 13358 長谷川 由紀子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｺ

ＳＡＰ ＲＡＤＬＥＲ

東京都 1:46:49.54

24 14010 山梨 敦子 ﾔﾏﾅｼ ｱﾂｺ Ｔｅａｍ ＡＮＧ 大阪府 1:47:40.49

25 12056 松本 恵美子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ 神奈川県 1:52:49.98

26 15007 黒田 亜希子 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｺ 神奈川県 1:53:19.95

27 12084 三輪 直子 ﾐﾜ ﾅｵｺ 東京都 1:53:45.99

28 13281 坂本 麻梨子 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｺ

ＴＥＡＭ ｏｒａｎｇｅ

神奈川県 1:53:53.39

29 15289 小座間 雅美 ｵｻﾞﾏ ﾏｻﾐ 千葉県 1:55:44.75

30 15081 山本 美樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 東京都 1:56:17.88

31 19067 宮澤 真由美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 長野県 1:58:43.21

32 14267 木村 友紀 ｷﾑﾗ ﾕｷ 東京都 1:58:44.13

33 14135 若林 志保 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾎ Ｃｙｃｌｅ ｉｎｆｉｎｉｔｙ 長野県 1:59:01.54

34 19211 清水 真智子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾁｺ 静岡県 1:59:46.22

35 15304 原 季実子 ﾊﾗ ｷﾐｺ 東京都 2:00:04.80

36 12418 大村 誠子 ｵｵﾑﾗｻｷ ｾｲｺ 自転車道豊川 愛知県 2:00:17.09

37 16199 目黒 明子 ﾒｸﾞﾛ ｱｷｺ チーム朝練 栃木県 2:02:08.10

38 19479 黄 一芳 ｺｳ ｲﾁﾎｳ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:02:19.94

39 12281 榊原 真理 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏﾘ 埼玉県 2:02:59.96

40 13019 寺嶋 香織 ﾃﾗｼﾏ ｶｵﾘ 東京都 2:03:32.10

41 9024 竹内 美紀 ﾀｹｳﾁ ﾐｷ 長野県 2:03:38.09

42 19406 杉岡 直子 ｽｷﾞｵｶ ﾅｵｺ 京都府 2:06:28.74

43 15219 草野 誠子 ｸｻﾉ ﾖｼｺ ＰＥＤＡＬＩＳＴ 神奈川県 2:08:22.81

44 17376 斉藤 眞由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 静岡県 2:10:03.78

45 20270 藤井 瑞穂 ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞﾎ 東京都 2:11:03.25

46 16253 谷次 里美 ﾀﾆﾂｸﾞ ｻﾄﾐ 大阪府 2:15:25.48

47 20043 江原 晴美 ｴﾊﾗ ﾊﾙﾐ 神奈川県 2:16:02.43

48 16165 盧 韻琴 ﾙ ﾕﾝﾁﾝ 猫騎士 東京都 2:16:23.86

49 4034 佐藤 咲子 ｻﾄｳ ｻｷｺ ＣＬＵＢ－ＰＫ 神奈川県 2:16:46.35

50 19099 椿 久美子 ﾂﾊﾞｷ ｸﾐｺ 東京都 2:19:28.10
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51 18114 末岡 寛子 ｽｴｵｶ ﾋﾛｺ 東京都 2:21:10.43

52 15518 古矢 伸子 ﾌﾙﾔ ﾉﾌﾞｺ 栃木県 2:26:31.73

53 18202 佐野 恵美子 ｻﾉ ｴﾐｺ 東京都 2:28:20.05

54 20103 勝村 明美 ｶﾂﾑﾗ ｱｹﾐ 東京都 2:30:30.94

55 18023 阿野 和美 ｱﾉ ｶｽﾞﾐ 東京都 2:31:04.81

56 19300 中川 ひの ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾉ 東京都 2:34:03.80

57 18303 平田 真紀 ﾋﾗﾀ ﾏｷ 千葉県 2:36:42.40

58 18344 飯田 雅美 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾐ 群馬県 2:42:46.34

59 19157 中野 敦子 ﾅｶﾉ ｱﾂｺ 千葉県 2:44:58.17

60 20040 木村 美香 ｷﾑﾗ ﾐｶ 東京都 2:46:39.76

61 19469 謝 雯怡 ｼｬ ﾌﾞﾝｲ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 2:48:06.00

62 18156 上神 陽子 ｳｴｶﾞﾐ ﾖｳｺ 東京都 2:48:06.49

63 18105 古閑 三絵 ｺｶﾞ ﾐｴ 埼玉県 2:51:01.83

64 15473 宮本 舞 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｲ 大阪府 2:51:20.94

65 19147 舟瀬 京子 ﾌﾅｾ ｷｮｳｺ 石川県 2:56:14.48

66 18352 榛葉 美佳 ｼﾝﾊﾞ ﾐｶ 静岡県 3:07:38.02

67 19473 蘇 之芃 ｿ ｼﾎﾟﾝ ｖｅｒｔｅｘ ｓｐｏｒｔ 福岡県 3:07:58.76

68 19175 菅谷 恵理子 ｽｶﾞﾔ ｴﾘｺ 栃木県 3:11:41.34

69 20391 黃 珮雯 ﾌｳｱﾝ ﾍﾟｲｳｪﾝ 山梨県 3:47:42.25

70 18471 手取 瑞恵 ﾃﾄﾘ ﾐｽﾞｴ ねこ部 東京都 4:01:14.45


