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順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 名 記 録

1 4121 幸城 はるか ｺｳｼﾛ ﾊﾙｶ 東京都 1:25:06
2 97 東 明日香 ﾋｶﾞｼ ｱｽｶ 東京都 1:27:23
3 2004 服部 絢子 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:28:05
4 5236 松本 莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 東京都 1:28:27
5 2076 富田 美穂 ﾄﾐﾀ ﾐﾎ 千葉県 1:28:28
6 8020 山口 優子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 1:31:11
7 7075 米沢 文 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌﾐ 東京都 1:31:26
8 7090 若林 綾 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 大阪府 1:32:04
9 5132 原 睦 ﾊﾗ ﾑﾂﾐ 福島県 1:32:35

10 5092 中村 葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 埼玉県 1:32:58
11 6117 末吉 多恵 ｽｴﾖｼ ﾀｴ 東京都 1:34:44
12 7073 堀川 倫子 ﾎﾘｶﾜ ﾐﾁｺ 福島県 1:35:39
13 7080 糸井 順子 ｲﾄｲ ｼﾞｭﾝｺ 京都府 1:36:33
14 7037 田中 真紀子 ﾀﾅｶ ﾏｷｺ 東京都 1:37:59
15 4198 久保田 美紀 ｸﾎﾞﾀ ﾐｷ 東京都 1:39:05
16 3224 林 心盈 ﾘﾝ ｼﾝｲﾝ 東京都 1:39:09
17 9039 鴻江 蘭 ｺｳﾉｴ ﾗﾝ 東京都 1:39:36
18 3011 山田 貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 東京都 1:39:38
19 2231 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島県 1:41:47
20 5213 谷村 美能里 ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾉﾘ 神奈川県 1:42:38
21 6083 瑞慶覧 安里 ｽﾞｹﾗﾝ ｱﾘ 静岡県 1:43:37
22 3 橋本 弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼玉県 1:44:30
23 3118 水澤 典子 ﾐｽﾞｻﾜ ﾉﾘｺ 東京都 1:44:59
24 10025 雨宮 千夏 ｱﾒﾐﾔ ﾁﾅﾂ 山梨県 1:45:52
25 2124 平松 智子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 愛知県 1:46:30
26 3266 森田 晴海 ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾐ 東京都 1:47:17
27 7079 富田 にこ ﾄﾐﾀ ﾆｺ 京都府 1:47:44
28 2092 桜井 裕子 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｺ 静岡県 1:48:06
29 6098 星 恵子 ﾎｼ ｹｲｺ 東京都 1:48:26
30 4310 福田 京子 ﾌｸﾀ ｷｮｳｺ 三重県 1:49:03
31 4308 渡部 結衣 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｲ 東京都 1:49:21
32 5038 石原 雅子 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｺ 愛知県 1:49:25
32 5167 有尾 実紗 ｱﾘｵ ﾐｻ 東京都 1:49:25
34 4001 吉住 友里 ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳﾘ 山梨県 1:50:15
35 2265 張 哲欣 ﾁｮｳ ﾃﾂｷﾝ 東京都 1:51:51
36 4241 土屋 ひさ子 ﾂﾁﾔ ﾋｻｺ 奈良県 1:54:49
37 5039 高橋 良枝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 茨城県 1:55:06
38 2195 安藤 淑恵 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｴ 東京都 1:57:43
39 4205 愛波 理恵子 ｱｲﾊﾞ ﾘｴｺ 東京都 1:58:03
40 203 永山 華奈 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾅ 神奈川県 1:59:40
41 5016 菅 みちる ｽｶﾞ ﾐﾁﾙ 東京都 2:01:42
42 172 木村 真帆 ｷﾑﾗ ﾏﾎ 神奈川県 2:02:10
43 5137 濱田 陽子 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 滋賀県 2:03:14
44 6259 由川 美音 ﾖｼｶﾜ ﾐｵ 神奈川県 2:04:56
45 4263 伊藤 久枝 ｲﾄｳ ﾋｻｴ 愛知県 2:05:09
46 4149 門垣 泰代 ｶﾄﾞｶﾞｷ ﾔｽﾖ 千葉県 2:05:38
47 4104 高品 由佳 ﾀｶｼﾅ ﾕｶ 千葉県 2:06:19
48 3190 佐野 啓子 ｻﾉ ｹｲｺ 茨城県 2:06:22
49 3038 神田 よしみ ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾐ 兵庫県 2:07:30
50 3090 佐藤 薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 東京都 2:09:45
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51 3069 古矢 伸子 ﾌﾙﾔ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県 2:11:04
52 6057 近藤 ひとみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 愛知県 2:12:04
53 3227 犬塚 裕美 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛﾐ 東京都 2:12:29
54 2053 山崎 亜矢子 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｺ 埼玉県 2:13:23
55 2225 野村 季未 ﾉﾑﾗ ｷﾐ 埼玉県 2:13:52
56 5258 鳥居 千洋 ﾄﾘｲ ﾁﾋﾛ 神奈川県 2:14:18
57 9015 アィベエ ヨリンダ ｱｨﾍﾞｴ ﾖﾘﾝﾀﾞ 東京都 2:14:29
58 31 岩城 理恵子 ｲﾜｷ ﾘｴｺ 大阪府 2:16:45
59 3216 阿部 なな子 ｱﾍﾞ ﾅﾅｺ 神奈川県 2:19:22
60 204 岡崎 さなみ ｵｶｻﾞｷ ｻﾅﾐ 千葉県 2:19:45
61 4210 原 豊子 ﾊﾗ ﾄﾖｺ 山梨県 2:20:13
62 3202 永目 銘珊 ﾅｶﾞﾒ ﾐｻ 東京都 2:20:15
63 2252 井澤 貴美 ｲｻﾞﾜ ﾀｶﾐ 神奈川県 2:22:08
64 6157 水野 恵利子 ﾐｽﾞﾉ ｴﾘｺ 神奈川県 2:22:16
65 5248 橋本 陽子 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｺ 茨城県 2:25:29
66 3184 尾崎 妙 ｵｻﾞｷ ﾀｴ 東京都 2:26:49
67 2264 大山 夏実 ｵｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ 千葉県 2:27:51
68 5114 山中 純子 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:29:01
69 3131 森貞 恵利 ﾓﾘｻﾀﾞ ｴﾘ 東京都 2:31:00
70 63 小宮山 麗子 ｺﾐﾔﾏ ﾚｲｺ 静岡県 2:33:45
71 2221 山野 福美 ﾔﾏﾉ ﾌｸﾐ 大阪府 2:35:23
72 3238 石川 有紀子 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 千葉県 2:36:57
73 129 栗島 薫 ｸﾘｼﾏ ｶｵﾙ 茨城県 2:38:35
74 3088 仲井 安海 ﾅｶｲ ﾔｽﾐ 群馬県 2:40:32
75 186 吉良 直美 ｷﾗ ﾅｵﾐ 神奈川県 2:40:34
76 5252 小瀬 はるみ ｵｾ ﾊﾙﾐ 神奈川県 2:43:13
77 9042 ヤマダ アスカ 2:47:44
78 4383 岩田 茂美 ｲﾜﾀ ﾓﾐ 京都府 2:51:44
79 4336 福田 里美 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 大阪府 2:52:46
80 4284 加納 亜紀 ｶﾉｳ ｱｷ 東京都 2:53:43
81 4323 中澤 友美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県 3:01:28
82 5121 西田 麻衣子 ﾆｼﾀﾞ ﾏｲｺ 神奈川県 3:06:42
83 3269 高山 祐子 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｺ 東京都 3:09:16
84 2251 高井 紀子 ﾀｶｲ ﾉﾘｺ 静岡県 3:10:19
85 4287 桜庭 恵 ｻｸﾗﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 3:18:43
86 2098 神成 良子 ｶﾝﾅﾘ ﾖｼｺ 神奈川県 3:23:09
87 4216 内藤 美紀 ﾅｲﾄｳ ﾐｷ 埼玉県 3:25:35
88 54 渡辺 圭子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 埼玉県 3:34:56
89 2073 堀内 浩美 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾐ 大阪府 3:36:06
90 2052 望月 美佳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ 静岡県 3:40:46
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