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1 13148 廣瀬 光子 ﾋﾛｾ ﾐﾂｺ 東京都 0:39:14
2 13160 佐々木 寿子 ｻｻｷ ﾋｻｺ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 0:41:09
3 13196 伊澤 愛子 ｲｻﾞﾜ ｱｲｺ リスタート 神奈川県 0:42:29
4 13149 菅原 初江 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾂｴ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 0:44:08
5 13208 神作 広美 ｶﾝｻｸ ﾋﾛﾐ 東京都 0:47:18
6 13111 平山 香 ﾋﾗﾔﾏ ｶｵﾘ 横浜旭走友会 神奈川県 0:48:02
7 13081 玉 浩子 ﾀﾏ ﾋﾛｺ 神奈川県 0:48:59
8 13010 杉山 敦子 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｺ 静岡県 0:49:27
9 13091 五十嵐 純子 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭﾝｺ 湘南スターズ 神奈川県 0:50:03

10 13096 河村 明子 ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ 埼玉県 0:50:50
11 13105 山本 真理子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ 山梨県 0:51:24
12 13085 比留間 素子 ﾋﾙﾏ ﾓﾄｺ 東京都 0:51:49
13 13170 中山 純子 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 0:52:01
14 13072 熊崎 美枝 ｸﾏｻﾞｷ ﾐｴ 神奈川県 0:52:30
15 13087 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 東京都 0:53:00
16 13161 岡田 しのぶ ｵｶﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 0:53:46
17 13047 平野 由美子 ﾋﾗﾉ ﾕﾐｺ 東京都 0:54:01
18 13042 関谷 真由子 ｾｷﾔ ﾏﾕｺ 神奈川県 0:54:21
19 13211 服部 江利香 ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 神奈川県 0:55:01
20 13131 末木 めぐみ ｽｴｷ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 0:56:14
21 13197 松山 晃代 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾖ 神奈川県 0:57:24
22 13183 大庭 麻希 ｵｵﾊﾞ ﾏｷ 神奈川県 0:57:48
23 13155 平岡 晴美 ﾋﾗｵｶ ﾊﾙﾐ 神奈川県 0:58:42
24 13214 高野 敬子 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 静岡県 0:58:54
25 13035 相田 和美 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 0:59:08
26 13126 成川 文子 ﾅﾘｶﾜ ﾌﾐｺ ＴｅａｍＳＩＭ 神奈川県 0:59:34
27 13125 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 神奈川県 0:59:46
28 13109 小笠原 久美子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｸﾐｺ 神奈川県 1:00:35
29 13185 須田 美恵 ｽﾀﾞ ﾐｴ 神奈川県 1:00:46
30 13079 宮本 千夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾁﾅﾂ 気楽なマラソン部 東京都 1:00:48
31 13119 鈴木 美登里 ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 1:01:30
32 13100 小暮 典子 ｺｸﾞﾚ ﾉﾘｺ 東京都 1:01:35
33 13028 難波 初子 ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾂｺ 東京都 1:01:39
34 13137 藤原 友紀子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ 宮城県 1:01:45
35 13115 井口 友紀乃 ｲｸﾞﾁ ﾕｷﾉ 神奈川県 1:02:24
36 13206 串田 一華 ｸｼﾀﾞ ｲﾁｹﾞ 神奈川県 1:02:29
37 13082 角田 妃路美 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 1:02:30
38 13212 山田 理恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ 東京都 1:02:53
39 13174 鍋島 由香里 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｶﾘ 東京都 1:03:19
40 13069 小野 貴子 ｵﾉ ﾀｶｺ 東京都 1:03:22
41 13169 桑田 清子 ｸﾜﾀ ｷﾖｺ 神奈川県 1:03:46
42 13101 大塚 やすえ ｵｵﾂｶ ﾔｽｴ 東京都 1:03:47
43 13113 丹野 美有紀 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｷ 神奈川県 1:03:54
44 13064 小作 史 ｺｻｸ ﾌﾐ 東京都 1:04:01
45 13063 小木 矢絵 ｺｷﾞ ﾅｵｴ 東京都 1:04:03
46 13210 山形 美里 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｻﾄ イムラン部 東京都 1:04:06
47 13027 一條 光世 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾂﾖ チーム３Ｅ＋ 東京都 1:04:21
48 13175 増田 なおみ ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 1:04:34
49 13044 野村 康子 ﾉﾑﾗ ﾔｽｺ 千葉西ランニングクラブ 千葉県 1:04:44
50 13071 片山 美幸 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾕｷ オアシス ランサー 東京都 1:05:00
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51 13192 原田 綾子 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ 神奈川県 1:05:07
52 13162 野村 明美 ﾉﾑﾗ ｱｹﾐ 神奈川県 1:05:08
53 13180 矢島 洋子 ﾔｼﾞﾏ ﾖｳｺ 神奈川県 1:05:19
54 13168 栗原 明美 ｸﾘﾊﾗ ｱｹﾐ 茨城県 1:05:20
55 13213 関 菜穂子 ｾｷ ﾅﾎｺ ＳＪＣ 神奈川県 1:05:35
56 13086 石川 美貴子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ 神奈川県 1:05:43
57 13034 松尾 直子 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 神奈川県 1:05:43
58 13106 小笠原 むつみ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾑﾂﾐ 神奈川県 1:05:47
59 13201 肥田 紀子 ﾋﾀﾞ ﾉﾘｺ ＪＦＥ溶接鋼管 神奈川県 1:06:17
60 13099 はい島 麻実 ﾊｲｼﾏ ｱｻﾐ ブルーバード 神奈川県 1:06:41
61 13157 山名 恭子 ﾔﾏﾅ ｷｮｳｺ 東京都 1:06:42
62 13083 阿部 清美 ｱﾍﾞ ｷﾖﾐ 神奈川県 1:06:42
63 13094 浅井 朱美 ｱｻｲ ｱｹﾐ 横浜緑走友会 神奈川県 1:06:43
64 13172 松本 千春 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾊﾙ ＮＯＮＡＣ 神奈川県 1:07:03
65 13179 土橋 典子 ﾂﾁﾊｼ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:07:28
66 13129 阿部 紀子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 東京都 1:07:31
67 13164 遠藤 文子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ 静岡県 1:07:48
68 13215 金谷 紀子 ｶﾅﾔ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:07:54
69 13202 山田 かや乃 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾔﾉ 神奈川県 1:08:04
70 13193 三角 靖子 ﾐｽﾐ ﾔｽｺ アルンダー２４ 東京都 1:08:08
71 13134 新田 優子 ﾆｯﾀ ﾕｳｺ 東京都 1:08:48
72 13140 山本 紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:08:53
73 13216 牧野 晴美 ﾏｷﾉ ﾊﾙﾐ 神奈川県 1:09:08
74 13121 塚田 千秋 ﾂｶﾀﾞ ﾁｱｷ 埼玉県 1:09:21
75 13146 石崎 悦子 ｲｼｻﾞｷ ｴﾂｺ 神奈川県 1:09:21
76 13104 田中 郁里 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 東京都 1:09:24
77 13165 小田巻 理恵 ｵﾀﾞﾏｷ ﾘｴ 静岡県 1:09:28
78 13046 仲川 さとみ ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 神奈川県 1:09:34
79 13114 奥津 直子 ｵｸﾂ ﾅｵｺ 神奈川県 1:09:37
80 13186 大塚 啓子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 神奈川県 1:09:37
81 13049 大塚 聡子 ｵｵﾂｶ ｱｷｺ Ｐｉｎｋ Ｒｏｃｋｅｔｓ 東京都 1:09:38
82 13067 宮本 美穂 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾎ 千葉県 1:09:38
83 13017 有道 香代子 ｱﾘﾐﾁ ｶﾖｺ 東京都 1:09:45
84 13145 下里 ヒナ子 ｼﾓｻﾄ ﾋﾅｺ 東京都 1:09:47
85 13065 関口 寿恵 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｴ 神奈川県 1:09:51
86 13151 田尻 裕子 ﾀｼﾞﾘ ﾕｳｺ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:09:54
87 13122 黒澤 育世 ｸﾛｻﾜ ｲｸﾖ 東京都 1:09:58
88 13154 松島 ふみ子 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐｺ 神奈川県 1:10:05
89 13045 宮野 麻里子 ﾐﾔﾉ ﾏﾘｺ 神奈川県 1:10:14
90 13204 木村 直美 ｷﾑﾗ ﾅｵﾐ 多摩永山ＪＣ 東京都 1:10:25
91 13203 伊野 宏子 ｲﾉ ﾋﾛｺ 東京都 1:10:33
92 13181 塩野 圭子 ｼｵﾉ ｹｲｺ 東京都 1:10:41
93 13190 高田 弘子 ﾀｶﾀ ﾋﾛｺ 東京都 1:11:00
94 13020 高野 弘枝 ﾀｶﾉ ﾋﾛｴ 神奈川県 1:11:01
95 13173 村田 佐恵子 ﾑﾗﾀ ｻｴｺ ＰＳ多摩川ＧＲ 神奈川県 1:11:01
96 13142 森田 里奈子 ﾓﾘﾀ ﾘﾅｺ 神奈川県 1:11:18
97 13075 赤坂 睦美 ｱｶｻｶ ﾑﾂﾐ 東京都 1:11:18
98 13068 山下 慶子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 神奈川県 1:11:37
99 13194 青木 麻由美 ｱｵｷ ﾏﾕﾐ 神奈川県 1:11:49

100 13016 大石 洋子 ｵｵｲｼ ﾖｳｺ 十七夜山保育園 静岡県 1:12:12
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101 13001 横溝 照子 ﾖｺﾐｿﾞ ﾃﾙｺ 東京都 1:12:13
102 13102 林 恵子 ﾊﾔｼ ｹｲｺ ころぼっくる 埼玉県 1:12:17
103 13090 新宮 彩子 ｼﾝｸﾞｳ ｱﾔｺ アルンダー 神奈川県 1:12:20
104 13011 稲葉 政子 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻｺ 多摩永山ＪＣ 東京都 1:12:30
105 13077 山極 ますみ ﾔﾏｷﾞﾜ ﾏｽﾐ 神奈川県 1:12:48
106 13003 下和田 さやか ｼﾓﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 東京都 1:12:55
107 13177 長谷部 幸代 ﾊｾﾍﾞ ｻﾁﾖ チーム マサチ 神奈川県 1:13:01
108 13093 山道 則子 ﾔﾏﾐﾁ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:13:04
109 13095 関根 綾子 ｾｷﾈ ｱﾔｺ 神奈川県 1:13:10
110 13200 浅野 由紀子 ｱｻﾉ ﾕｷｺ 神奈川県 1:13:14
111 13191 水越 利保子 ﾐｽﾞｺｼ ﾘﾎｺ 神奈川県 1:13:20
112 13156 新村 佐季 ﾆｲﾑﾗ ｻｷ 神奈川県 1:13:31
113 13187 芝山 亮子 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺ 神奈川県 1:13:41
114 13205 松木 美都 ﾏﾂｷ ﾐﾄ 神奈川県 1:13:48
115 13073 加藤 敦子 ｶﾄｳ ｱﾂｺ 東京都 1:14:09
116 13074 町田 直子 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｺ 東京都 1:14:14
117 13066 徳田 仁美 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 東京都 1:14:15
118 13041 土屋 里咲 ﾂﾁﾔ ﾘｻ 山手ママ登山部 神奈川県 1:14:32
119 13144 津田 明美 ﾂﾀﾞ ｱｹﾐ 山手ママ登山部 神奈川県 1:14:33
120 13040 韓 惠景 ﾊﾝ ﾍｷｮﾝ 山手ママ登山部 神奈川県 1:14:33
121 13053 星 恵子 ﾎｼ ｹｲｺ 国際ＲＵＮ 千葉県 1:14:36
122 13128 黒澤 美和 ｸﾛｻﾜ ﾐﾜ 海牛菜山 神奈川県 1:14:44
123 13058 植木 亜希子 ｳｴｷ ｱｷｺ 神奈川県 1:14:47
124 13036 陣内 志保 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｼﾎ 神奈川県 1:14:52
125 13009 小林 道子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 東京都 1:15:19
126 13178 廣田 真理 ﾋﾛﾀ ﾏﾘ 神奈川県 1:15:22
127 13159 長島 新 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾗﾀ 神奈川県 1:16:04
128 13002 最首 純代 ｻｲｼｭ ｽﾐﾖ 神奈川県 1:16:26
129 13052 長田 貴子 ｵｻﾀﾞ ﾀｶｺ 国際ＲＵＮ 東京都 1:16:31
130 13007 有賀 理恵 ｱﾘｶﾞ ﾘｴ 東京ガス 東京都 1:17:07
131 13037 熊本 晴美 ｸﾏﾓﾄ ﾊﾙﾐ 神奈川県 1:17:08
132 13015 宮田 君子 ﾐﾔﾀ ｷﾐｺ 神奈川県 1:17:34
133 13120 新 真理子 ｱﾀﾗｼ ﾏﾘｺ 東京都 1:17:43
134 13198 赤松 五月 ｱｶﾏﾂ ｻﾂｷ 神奈川県 1:17:47
135 13043 眞田 恵美子 ｻﾅﾀﾞ ｴﾐｺ 山手ママ登山部 神奈川県 1:18:06
136 13056 武藤 妙子 ﾑﾄｳ ﾀｴｺ 神奈川県 1:18:06
137 13018 大竹野 エルザ ｵｵﾀｹﾉ ｴﾙｻﾞ 神奈川県 1:18:11
138 13088 松本 千恵子 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｴｺ 東京都 1:18:14
139 13014 畠中 知子 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 神奈川県 1:18:25
140 13013 大草 由美江 ｵｵｸﾞｻ ﾕﾐｴ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:18:38
141 13055 齊藤 亜希子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 国際ＲＵＮ 東京都 1:18:41
142 13078 横山 景子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ 神奈川県 1:18:43
143 13136 星野 友美子 ﾎｼﾉ ﾕﾐｺ 星野家 静岡県 1:19:04
144 13061 柿原 亜理妃 ｶｷﾊﾗ ｱﾘｻ 神奈川県 1:19:08
145 79002 Ｈａｒａｃｌｉｅｂｅｌｌ Ｙｒｏｎｎｅ 1:19:33
146 13059 原田 英里 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾘ 神奈川県 1:19:35
147 13084 小林 和美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 1:19:40
148 13029 輪島 順子 ﾜｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ ランニングマン 東京都 1:19:54
149 13039 小川 恵見 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 1:20:01
150 13167 岡 久美子 ｵｶ ｸﾐｺ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:20:12



2018/10/10 16:28:26 4 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

151 13110 田原 純子 ﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:20:19
152 13139 山口 さおり ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｵﾘ 神奈川県 1:21:43
153 13092 関根 由紀子 ｾｷﾈ ﾕｷｺ 神奈川県 1:21:53
154 13089 渋谷 典子 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:22:37
155 13130 蛭川 充代 ﾋﾙｶﾜ ﾐﾁﾖ 東京ガス 神奈川県 1:22:40
156 13207 石川 亮子 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｺ 埼玉県 1:23:17
157 13143 越川 篤子 ｺｼｶﾜ ｱﾂｺ こあちゃん 東京都 1:23:27
158 13076 石崎 陽美 ｲｼｻﾞｷ ｷﾖﾐ 東京都 1:23:47
159 13209 外山 純子 ﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 杉並区役所 東京都 1:24:18
160 13008 大橋 晴美 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾐ 東京都 1:24:30
161 13050 今西 啓子 ｲﾏﾆｼ ｹｲｺ 神奈川県 1:24:38
162 13116 吉野 亜紀 ﾖｼﾉ ｱｷ 神奈川県 1:30:35
163 13127 湯口 小雪 ﾕｸﾞﾁ ｻﾕｷ 東京都 1:38:08
164 13124 福田 久美 ﾌｸﾀﾞ ｸﾐ 埼玉県 1:38:17


