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1 53191 石澤 智子 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 0:21:46
2 53159 滑川 文子 ﾅﾒｶﾜ ｱﾔｺ 東京ウィングス 東京都 0:21:47
3 53155 西山 由美子 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐｺ セントラル 東京都 0:21:57
4 53002 秋山 真理子 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘｺ 横浜中央走友会 神奈川県 0:22:06
5 53030 早瀬 佳代子 ﾊﾔｾ ｶﾖｺ ＦＵＮＣＯＭＥ 東京都 0:23:24
6 53006 堀田 聖子 ﾎｯﾀ ﾐﾅｺ 成城 神奈川県 0:25:50
7 53029 松田 圭子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ 青梅若草ＲＲＣ 東京都 0:25:51
8 53018 田中 陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 神奈川県 0:26:17
9 53143 野田 香代子 ﾉﾀﾞ ｶﾖｺ 神奈川県 0:26:32

10 53195 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 神奈川県 0:27:23
11 53043 吉田 真琴 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 甲田軍団 東京都 0:27:32
12 53062 國府 栄美 ｺｸﾌ ｴﾐ 東京都 0:28:12
13 53125 森岡 弘美 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾐ 神奈川県 0:28:25
14 53080 永田 理恵 ﾅｶﾞﾀ ﾘｴ 東京都 0:28:53
15 53035 丸山 典子 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ 神奈川県 0:29:24
16 53193 副島 裕子 ｿｴｼﾞﾏ ﾕｳｺ 神奈川県 0:29:38
17 53022 渡辺 公子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 東京都 0:29:50
18 53099 加藤 文 ｶﾄｳ ｱﾔ 神奈川県 0:29:54
19 53188 有働 裕美子 ｳﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 神奈川県 0:30:04
20 53182 阿部 徳子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 0:30:06
21 53112 戸川 綾子 ﾄｶﾞﾜ ｱﾔｺ 神奈川県 0:30:19
22 53190 西谷 ゆかり ﾆｼﾀﾆ ﾕｶﾘ 神奈川県 0:30:19
23 53207 加藤 由香 ｶﾄｳ ﾕｶ 神奈川県 0:30:27
24 53153 小川 裕子 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｺ 神奈川県 0:30:33
25 53118 佐々木 美喜 ｻｻｷ ﾐｷ 神奈川県 0:30:46
26 53071 藤井 香都子 ﾌｼﾞｲ ｶﾂｺ 神奈川県 0:30:49
27 53038 滝澤 美恵 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｴ 東京都 0:31:07
28 53180 牧野 光子 ﾏｷﾉ ﾐﾂｺ 神奈川県 0:31:09
29 53172 君島 みゆき ｷﾐｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 栃木県 0:31:19
30 53055 村岸 都絵 ﾑﾗｷﾞｼ ｸﾆｴ 東京都 0:31:19
31 53110 小田 牧子 ｵﾀﾞ ﾏｷｺ 神奈川県 0:31:23
32 53072 小林 和子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｺ 東京都 0:31:45
33 53109 鈴木 ゆかり ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 神奈川県 0:31:46
34 53194 青木 雅子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 神奈川県 0:31:47
35 53170 佐宗 泉 ｻｿｳ ｲｽﾞﾐ カタツムリＲＣ 東京都 0:32:08
36 53045 明石 ひろえ ｱｶｼ ﾋﾛｴ 神奈川県 0:32:12
37 53020 矢野 治江 ﾔﾉ ﾊﾙｴ 神奈川県 0:32:22
38 53205 樫村 邦子 ｶｼﾑﾗ ｸﾆｺ 相模つくば会 神奈川県 0:32:29
39 53042 中野 友佳理 ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ 神奈川県 0:32:31
40 53078 高波 静美 ﾀｶﾅﾐ ｷﾖﾐ 東京都 0:32:36
41 53138 鈴木 香織 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 三井住友銀行 埼玉県 0:32:39
42 53156 小林 夏絵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｴ 神奈川県 0:32:43
43 53126 山根 千佳子 ﾔﾏﾈ ﾁｶｺ 神奈川県 0:32:52
44 53067 越 希代子 ｺｼ ｷﾖｺ 神奈川県 0:33:02
45 53129 前田 淳子 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ バイユーゲイト 東京都 0:33:02
46 53017 浦賀 正枝 ｳﾗｶﾞ ﾏｻｴ 神奈川県 0:33:03
47 53151 小形 亜紀乃 ｵｶﾞﾀ ｱｷﾉ 神奈川県 0:33:07
48 53037 永井 静子 ﾅｶﾞｲ ｼｽﾞｺ 神奈川県 0:33:14
49 53154 遠藤 準子 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 0:33:16
50 53014 館野 みどり ﾀﾃﾉ ﾐﾄﾞﾘ セントラル八王子 東京都 0:33:17
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51 53114 本多 直子 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 東京都 0:33:19
52 53141 松本 頼子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖﾘｺ 神奈川県 0:33:33
53 53065 山崎 陽子 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｺ 神奈川県 0:33:33
54 53034 田中 美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ 神奈川県 0:33:50
55 53050 大澤 恵美 ｵｵｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 0:33:51
56 53177 山田 芳乃 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾉ 神奈川県 0:33:51
57 53176 木村 美砂 ｷﾑﾗ ﾐｻ 東京都 0:33:52
58 53145 安井 千晶 ﾔｽｲ ﾁｱｷ 東京都 0:33:57
59 53206 鳥飼 尚代 ﾄﾘｶｲ ﾋｻﾖ 神奈川県 0:34:00
60 53104 八木 美奈子 ﾔｷﾞ ﾐﾅｺ 神奈川県 0:34:00
61 53169 山田 恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ カタツムリＲＣ 東京都 0:34:01
62 53184 沼井 順子 ﾇﾏｲ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 0:34:04
63 53016 森屋 春子 ﾓﾘﾔ ﾊﾙｺ 所沢走友会 埼玉県 0:34:26
64 53100 向口 亜樹子 ﾑｶｲｸﾞﾁ ｱｷｺ 神奈川県 0:34:29
65 53033 齋藤 真千子 ｻｲﾄｳ ﾏﾁｺ 神奈川県 0:34:29
66 53091 八木澤 由貴子 ﾔｷﾞｻﾜ ﾕｷｺ 東京都 0:34:32
67 53149 小林 彩子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｺ 東京都 0:34:34
68 53204 大田 美恵子 ｵｵﾀ ﾐｴｺ 神奈川県 0:34:44
69 53120 矢冨 和泉 ﾔﾄﾐ ｲｽﾞﾐ ＬＩＧＡＲＥ 神奈川県 0:34:51
70 53059 上杉 智恵 ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓｴ 東京都 0:34:54
71 53103 松岡 明美 ﾏﾂｵｶ ｱｹﾐ 神奈川県 0:34:57
72 53124 後藤 由紀子 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｺ 神奈川県 0:34:58
73 53136 浅見 雅代 ｱｻﾐ ﾏｻﾖ 神奈川県 0:35:00
74 53097 栃原 真理子 ﾄﾁﾊﾗ ﾏﾘｺ 神奈川県 0:35:01
75 53175 新庄 百恵 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾓﾓｴ 東京都 0:35:06
76 53105 鈴木 真紀 ｽｽﾞｷ ﾏｷ 東京都 0:35:09
77 53070 尾島 しのぶ ｵｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 0:35:15
78 53082 島崎 千秋 ｼﾏｻﾞｷ ﾁｱｷ 神奈川県 0:35:19
79 53040 二宮 直美 ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵﾐ 神奈川県 0:35:21
80 53117 藤田 桂子 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺ 東京都 0:35:23
81 53113 村上 由美 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 神奈川県 0:35:25
82 53089 古川 知子 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｺ 東京都 0:35:45
83 53144 福井 夏絵 ﾌｸｲ ﾅﾂｴ 神奈川県 0:35:49
84 53132 根崎 美香 ﾈｻﾞｷ ﾐｶ 神奈川県 0:35:54
85 53036 小野 多麻美 ｵﾉ ﾀﾏﾐ 神奈川県 0:35:56
86 53044 池田 かず美 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 0:35:57
87 53046 武川 紗穂里 ﾀｹｶﾜ ｻｵﾘ 神奈川県 0:35:58
88 53021 田 勝美 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾐ 山村硝子走友会 神奈川県 0:36:01
89 53064 松井 雅子 ﾏﾂｲ ﾏｻｺ 神奈川県 0:36:01
90 53079 栗城 江理香 ｸﾘｷ ｴﾘｶ 神奈川県 0:36:08
91 53041 佐藤 美枝子 ｻﾄｳ ﾐｴｺ 神奈川県 0:36:09
92 53019 吉田 圭子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ 神奈川県 0:36:14
93 53094 松永 砂 ﾏﾂﾅｶﾞ ｽﾅ 神奈川県 0:36:25
94 53183 吉野 美香 ﾖｼﾉ ﾐｶ 名瀬走遊の会 神奈川県 0:36:51
95 53134 三浦 奈緒 ﾐｳﾗ ﾅｵ 神奈川県 0:36:53
96 53084 縄田 さゆり ﾅﾜﾀ ｻﾕﾘ スキークラブカメ 神奈川県 0:37:02
97 53087 二村 久美 ﾌﾀﾑﾗ ｸﾐ 神奈川県 0:37:05
98 53011 斎藤 恵美 ｻｲﾄｳ ｴﾐ 千葉県 0:37:06
99 53196 村山 とも子 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｺ 静岡県 0:37:08

100 53139 森田 京子 ﾓﾘﾀ ｷｮｳｺ 東京都 0:37:22
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101 53024 井上 博美 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐ 神奈川県 0:37:24
102 53026 三原 ゆか里 ﾐﾊﾗ ﾕｶﾘ 神奈川県 0:37:25
103 53010 中西 祥子 ﾅｶﾆｼ ｻﾁｺ 東京都 0:37:26
104 53073 生嶋 なぎ ｲｸｼﾏ ﾅｷﾞ 相模原ＲＣ 神奈川県 0:37:29
105 53111 小島 つかさ ｺｼﾞﾏ ﾂｶｻ 東京都 0:37:40
106 53085 佐々木 綾子 ｻｻｷ ｱﾔｺ 東京都 0:37:40
107 53028 宮間 多恵子 ﾐﾔﾏ ﾀｴｺ リスタート 東京都 0:37:42
108 53181 矢澤 靖子 ﾔｻﾞﾜ ﾔｽｺ ちーむ・らんラン 神奈川県 0:37:43
109 53047 鈴木 史磨子 ｽｽﾞｷ ｼﾏｺ 神奈川県 0:37:44
110 53083 三浦 亜弥 ﾐｳﾗ ｱﾔ 東京都 0:37:49
111 53198 川口 加津子 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂｺ 神奈川県 0:37:52
112 53088 小山 寛子 ｺﾔﾏ ﾋﾛｺ 東京都 0:38:13
113 53142 石川 友美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 神奈川県 0:38:17
114 53108 鈴木 泉 ｽｽﾞｷ ｲﾂﾞﾐ 神奈川県 0:38:26
115 53101 加藤 玉江 ｶﾄｳ ﾀﾏｴ 神奈川県 0:38:29
116 53003 永井 良子 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｺ 神奈川県 0:44:09
117 53081 斉藤 文子 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｺ 東京都 0:47:50
118 53122 久保 真理 ｸﾎﾞ ﾏﾘ 神奈川県 0:48:24
119 53137 芳川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 神奈川県 0:49:01
120 53057 保元 かおる ﾔｽﾓﾄ ｶｵﾙ 東京都 0:49:01
121 53068 遠藤 美香 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｶ 神奈川県 0:50:02
122 53049 渡辺 さつき ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾂｷ 神奈川県 0:50:08
123 53005 山中 勝子 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂｺ 神奈川県 0:50:08
124 53127 阿部 昭子 ｱﾍﾞ ｱｷｺ 相模原ＲＣ 神奈川県 0:50:22
125 53058 前原 祐子 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳｺ 栃木県 0:50:27
126 53167 塩野 恭子 ｼｵﾉ ｷﾖｳｺ 東京都 0:50:41
127 53007 斎藤 敦子 ｻｲﾄｳ ｱﾂｺ 神奈川県 0:51:06
128 53051 平井 和代 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 0:51:33
129 53095 遠藤 祐子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 東京都 0:51:58
130 53192 内田 良枝 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｴ 東京都 0:56:10


