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1 12106 田口 奈緒 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵ 埼玉陸上競技協会 埼玉県 0:48:11
2 78003 ＭＡＬＩＡ ＴＯＭＯＫＯ 0:48:19
3 12001 富川 江利香 ﾄﾐｶﾜ ｴﾘｶ 横浜中央走友会 神奈川県 0:48:22
4 12039 鄭 佳恩 ﾁｮﾝ ｶｳﾝ 東京都 0:51:06
5 12051 金野 沙知 ｺﾝﾉ ｻﾁ 東京都 0:51:32
6 12098 藤原 幸子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁｺ 神奈川県 0:51:39
7 12105 内山 麻貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｷ 神奈川県 0:53:28
8 12034 八木 成美 ﾔｷﾞ ﾅﾙﾐ 神奈川県 0:58:21
9 12096 森田 裕美子 ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ 神奈川県 0:59:45

10 12060 清水 綾乃 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 神奈川県 0:59:56
11 12036 佐伯 康子 ｻｴｷ ﾔｽｺ 神奈川県 1:01:00
12 12068 小城 寛子 ｺｼﾛ ﾋﾛｺ チームイニシア 神奈川県 1:01:56
13 12047 楫野 香奈江 ｶｼﾞﾉ ｶﾅｴ 神奈川県 1:02:34
14 12025 山尾 朋子 ﾔﾏｵ ﾄﾓｺ 東京都 1:02:53
15 12086 千葉 佳奈 ﾁﾊﾞ ｶﾅ 宮城県 1:03:01
16 12044 富山 由香理 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｶﾘ 東京都 1:04:00
17 12090 新村 麻衣 ﾆｲﾑﾗ ﾏｲ 神奈川県 1:05:33
18 12054 望月 穂野香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾎﾉｶ 神奈川県 1:05:57
19 12026 土門 真裕 ﾄﾞﾓﾝ ﾏﾕ 東京都 1:05:59
20 12063 野崎 咲枝 ﾉｻﾞｷ ｻｷｴ 神奈川県 1:06:22
21 12013 野藤 夏美 ﾉﾄｳ ﾅﾂﾐ 東京都 1:06:38
22 12043 橋端 みなみ ﾊｼﾊﾀ ﾐﾅﾐ 神奈川県 1:08:11
23 12035 安井 沙織 ﾔｽｲ ｻｵﾘ 東京都 1:08:11
24 12023 宮野 麻衣子 ﾐﾔﾉ ﾏｲｺ 神奈川県 1:08:16
25 12028 開田 響子 ﾋﾗｷﾀﾞ ｷｮｳｺ チーム銀扇 神奈川県 1:08:23
26 12088 菊橋 理沙 ｷｸﾊｼ ﾘｻ 宮城県 1:08:25
27 12095 岩本 明希子 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｺ 神奈川県 1:08:25
28 12004 戸澤 明希子 ﾄｻﾞﾜ ｱｷｺ 東京都 1:08:41
29 12099 永野 紅緒 ﾅｶﾞﾉ ﾍﾞﾆｵ ヴィンセントＲＣ 東京都 1:09:47
30 12018 野尻 麻優子 ﾉｼﾞﾘ ﾏﾕｺ 埼玉県 1:09:50
31 12058 ＳＩＭＯＮＳＯＮ ＣＡＴＨＥＲＩＮＥ ＫＡＭＥＫＯ ｻｲﾓﾝｿﾝ ｷｬｻﾘﾝ ｶﾒｺ 東京都 1:09:59
32 12057 玉田 万紀子 ﾀﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 東京都 1:10:00
33 12111 片桐 尚子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾅｵｺ 神奈川県 1:10:39
34 12065 唐澤 蛍 ｶﾗｻﾜ ﾎﾀﾙ 東京都 1:11:03
35 12089 佐々木 奈美 ｻｻｷ ﾅﾐ 神奈川県 1:11:14
36 12108 山口 玲美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾐ 山梨県 1:11:14
37 12038 宮野 美都紀 ﾐﾔﾉ ﾐﾂｷ 神奈川県 1:11:22
38 12078 頼住 愛美 ﾖﾘｽﾞﾐ ｱｲﾐ 神奈川県 1:11:42
39 12041 相原 広乃 ｱｲﾊﾗ ﾋﾛﾉ 神奈川県 1:11:52
40 12031 宮 奈津子 ﾐﾔ ﾅﾂｺ チーム銀扇 神奈川県 1:12:00
41 12055 吉川 由夏 ﾖｼｶﾜ ﾕｶ 東京都 1:12:23
42 12032 武石 紀子 ﾀｹｲｼ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:12:41
43 12104 赤井 めぐみ ｱｶｲ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 1:12:47
44 12059 荻原 萌安 ｵｷﾞﾜﾗ ﾒｱ 栃木県 1:13:11
45 12074 日野 希望 ﾋﾉ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 1:13:33
46 12012 植野 由梨 ｳｴﾉ ﾕﾘ ランプロ０８ 埼玉県 1:13:37
47 12030 野口 知未 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 神奈川県 1:13:38
48 12056 濵脇 歩 ﾊﾏﾜｷ ｱﾕﾐ 神奈川県 1:13:42
49 12029 西尾 美紀 ﾆｼｵ ﾐｷ 神奈川県 1:13:54
50 12052 川田 永蘭 ｶﾜﾀﾞ ｴﾗﾝ 神奈川県 1:14:05
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51 12008 黒澤 菖子 ｸﾛｻﾜ ｼｮｳｺ 東京都 1:14:06
52 12103 加藤 美奈 ｶﾄｳ ﾐﾅ 神奈川県 1:14:10
53 12061 松本 祥子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ 東京都 1:14:28
54 12075 足立 知美 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾐ 猛走クラブ 神奈川県 1:14:37
55 12045 宮崎 希 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 1:14:38
56 12050 鈴木 彩子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 東京都 1:14:54
57 12064 開発 音葉 ｶｲﾊﾂ ｵﾄﾊ 千葉県 1:15:10
58 12021 横堀 友里 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾘ 神奈川県 1:15:15
59 12010 渡邊 香奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 神奈川県 1:15:30
60 12069 榎本 佳奈 ｴﾉﾓﾄ ｶﾅ 神奈川県 1:15:32
61 12007 惠口 康代 ｴｸﾞﾁ ﾔｽﾖ 東京都 1:16:05
62 12070 今野 春奈 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾅ 神奈川県 1:16:08
63 12053 木口 菜子 ｷｸﾞﾁ ﾅｺ 東京都 1:16:13
64 12020 福本 早紀 ﾌｸﾓﾄ ｻｷ 東京都 1:16:14
65 12083 石川 利華 ｲｼｶﾜ ﾘｶ ＲＣＥＶＨＲ 神奈川県 1:16:40
66 12097 宮本 愛美 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾐ 神奈川県 1:16:52
67 12049 祷 真弥 ｲﾉﾘ ﾏﾔ 神奈川県 1:17:31
68 12084 宮田 香菜 ﾐﾔﾀ ｶﾅ 神奈川県 1:18:33
69 12076 佐川 未希子 ｻｶﾞﾜ ﾐｷｺ 神奈川県 1:18:34
70 12016 吉井 友美 ﾖｼｲ ﾄﾓﾐ 東京都 1:18:37
71 12073 篠崎 萌南美 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾅﾐ 神奈川県 1:18:59
72 12048 出口 恵利華 ﾃﾞｸﾞﾁ ｴﾘｶ 東京都 1:19:01
73 12110 安藤 彩子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ 神奈川県 1:19:36
74 12067 杉江 永 ｽｷﾞｴ ﾊﾙｶ 神奈川県 1:19:46
75 12003 長瀬 梨々花 ﾅｶﾞｾ ﾘﾘｶ 神奈川県 1:19:55
76 12079 川島 章乃 ｶﾜｼﾏ ﾕｷﾉ 神奈川県 1:19:56
77 12011 吉岡 優希 ﾖｼｵｶ ﾕｷ 千葉県 1:20:21
78 12017 小川 里佳子 ｵｶﾞﾜ ﾘｶｺ 神奈川県 1:20:33
79 78004 Ａｕｒｉｃｈ ｅｌｉｓｓａ．Ｄ 1:22:16
80 78002 Ｃｌａｒｋ ＫＥＬＳＩＥ 1:22:17
81 12071 小山 美穂 ｺﾔﾏ ﾐﾎ 神奈川県 1:22:44
82 12093 杉崎 亜矢 ｽｷﾞｻｷ ｱﾔ 神奈川中央交通東 神奈川県 1:23:28
83 12022 須藤 ゆかり ｽﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 神奈川県 1:25:03
84 12005 川合 由姫 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 神奈川県 1:38:06


