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1 52067 渡部 春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 神奈川県 0:19:24
2 52114 栗原 凜佳 ｸﾘﾊﾗ ﾘﾝｶ 明大中野八王子 埼玉県 0:20:40
3 52050 甲斐 陽子 ｶｲ ﾖｳｺ １０５ＥＥｑ 北海道 0:21:05
4 52110 藤島 裕子 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳｺ 埼玉県 0:23:13
5 52001 竹内 空海 ﾀｹｳﾁ ｿﾗﾐ 神奈川県 0:23:44
6 52011 辻 佑里香 ﾂｼﾞ ﾕﾘｶ 明中八王子高校 東京都 0:23:51
7 52005 松田 麻央 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｵ 神奈川県 0:24:02
8 52064 野田 結生佳 ﾉﾀﾞ ﾕｷｶ 神奈川県 0:24:18
9 52038 波多野 真弓 ﾊﾀﾉ ﾏﾕﾐ 神奈川県 0:25:21

10 52009 森下 愛 ﾓﾘｼﾀ ｱｲ 明中八王子高校 東京都 0:25:25
11 52010 山田 菜津子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ 明中八王子高校 神奈川県 0:25:50
12 52040 佐藤 加奈子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川県 0:26:01
13 52113 渋谷 香織 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 神奈川県 0:26:01
14 52036 中村 萌夏 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ 東京都 0:26:48
15 52039 竹中 遥菜 ﾀｹﾅｶ ﾊﾙﾅ 神奈川県 0:27:20
16 52086 坂野 紗弥子 ﾊﾞﾝﾉ ｻﾔｺ 東京都 0:27:42
17 52032 堀内 優馨 ﾎﾘｳﾁ ﾕｶ 優馨親分 東京都 0:28:27
18 52014 高橋 美沙 ﾀｶﾊｼ ﾐｻ 東京都 0:28:48
19 52004 山下 鈴音 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ そふとくりーむ 神奈川県 0:29:13
20 52026 谷 陽子 ﾀﾆ ﾖｳｺ 東京都 0:29:45
21 52031 有川 睦子 ｱﾘｶﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 0:30:18
22 52049 佐々木 楓 ｻｻｷ ｶｴﾃﾞ 神奈川県 0:30:24
23 52066 中嶋 真優 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕ 神奈川県 0:30:33
24 52024 井上 ひろみ ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐ 神奈川県 0:30:45
25 52019 中西 由香里 ﾅｶﾆｼ ﾕｶﾘ 神奈川県 0:30:47
26 52041 黒田 香 ｸﾛﾀﾞ ｶｵﾘ エンデバー 神奈川県 0:30:58
27 52106 溝江 真麻 ﾐｿﾞｴ ﾏｱｻ 相模つくば会 神奈川県 0:31:13
28 52091 矢尾板 春佳 ﾔｵｲﾀ ﾊﾙｶ 神奈川県 0:31:35
29 52013 服部 めぐみ ﾊｯﾄﾘ ﾒｸﾞﾐ すけぴょんクラブ 神奈川県 0:31:50
30 52028 石井 里奈 ｲｼｲ ﾘﾅ 神奈川県 0:32:05
31 52097 秋山 莉穂 ｱｷﾔﾏ ﾘﾎ 神奈川県 0:32:25
32 52062 芳川 七海 ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 神奈川県 0:32:27
33 52022 菊池 紗央里 ｷｸﾁ ｻｵﾘ 東京都 0:33:01
34 52060 鷲崎 千鶴 ｽｻﾞｷ ﾁﾂﾞﾙ 神奈川県 0:33:07
35 52021 森山 咲子 ﾓﾘﾔﾏ ｻｷｺ 神奈川県 0:33:08
36 52047 佐藤 翔月 ｻﾄｳ ｶﾂﾞｷ 神奈川県 0:33:19
37 52048 白井 優夏 ｼﾗｲ ﾕｳｶ 神奈川県 0:33:19
38 52012 村田 琴音 ﾑﾗﾀ ｺﾄﾈ 神奈川県 0:33:20
39 52037 加藤 いづ美 ｶﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 神奈川県 0:33:22
40 82002 Ａｂｕｒｔｏ Ｈｉｋａｒｕ．Ａ 0:33:26
41 52101 袈裟丸 絵美子 ｹｻﾏﾙ ｴﾐｺ 神奈川県 0:33:28
42 52081 土田 英理 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾘ 神奈川県 0:33:37
43 52082 中山 綺乃 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾉ 神奈川県 0:33:37
44 52043 細井 梨央 ﾎｿｲ ﾘｵ 神奈川県 0:33:38
45 52042 細井 菜央 ﾎｿｲ ﾅｵ 神奈川県 0:33:39
46 82001 Ａｂｕｒｔｏ Ｋｙｏｋａ．Ａ 0:34:02
47 52087 阿部 瑛里子 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ 神奈川県 0:34:12
48 52084 田村 周子 ﾀﾑﾗ ｼｭｳｺ 東京都 0:34:14
49 52070 田中 絵巳 ﾀﾅｶ ｴﾐ 東京都 0:34:16
50 52089 長嶋 恵利子 ﾅｶﾞｼﾏ ｴﾘｺ 神奈川県 0:34:17
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51 52088 大須賀 桃香 ｵｵｽｶ ﾓﾓｶ 東京都 0:34:17
52 52076 高橋 舞奈 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾅ 神奈川県 0:34:26
53 52079 岩崎 由佳 ｲﾜｻｷ ﾕｶ 神奈川県 0:34:38
54 52080 前田 有紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 0:34:39
55 52073 渡辺 知佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ 神奈川県 0:34:48
56 52083 竹越 綾奈 ﾀｹｺﾞｼ ｱﾔﾅ 神奈川県 0:35:14
57 52017 柏葉 はるか ｶｼﾜﾊﾞ ﾊﾙｶ 神奈川県 0:35:16
58 52027 副田 悠紀 ｿｴﾀﾞ ﾕｷ 東京都 0:35:29
59 52071 手島 早織 ﾃｼﾞﾏ ｻｵﾘ 東京都 0:35:51
60 52054 林 亜樹 ﾊﾔｼ ｱｷ 神奈川県 0:35:55
61 52002 日笠山 陽菜 ﾋｶﾞｻﾔﾏ ﾋﾅ 神奈川県 0:35:59
62 52065 熊籔 理沙子 ｸﾏﾔﾌﾞ ﾘｻｺ ■チームくま■ 神奈川県 0:36:36
63 52033 秋山 恵 ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 0:37:37
64 52085 杉田 純子 ｽｷﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 0:37:59
65 52092 福永 麻未 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾐ 東京都 0:48:47
66 52006 前原 斗紀 ﾏｴﾊﾗ ﾄｷ 栃木県 0:50:24
67 52077 飯塚 志帆 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾎ 神奈川県 0:50:29
68 52075 多賀 淳子 ﾀｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 0:50:29
69 52068 船津 裕子 ﾌﾅﾂ ﾋﾛｺ 神奈川県 0:50:35


