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1 4191 好士 理恵子 ｺｳｼ ﾘｴｺ ジャスミンＲＣ 東京都 1:32:52
2 4151 大沼 月美貴 ｵｵﾇﾏ ﾂﾐｷ 千葉県 1:34:00
3 4032 坂本 久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 埼玉県 1:35:11
4 4090 綿村 恵 ﾜﾀﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 東京都 1:42:22
5 4187 宮 千尋 ﾐﾔ ﾁﾋﾛ 千葉県 1:46:53
6 4183 冨松 侑乃 ﾄﾐﾏﾂ ﾕﾉ 東京都 1:47:32
7 4157 上畑 友理 ｳｴﾊﾀ ﾕﾘ 神奈川県 1:53:45
8 4034 吉川 友香里 ｷｯｶﾜ ﾕｶﾘ 神奈川県 1:53:55
9 4035 袴田 綾子 ﾊｶﾏﾀ ｱﾔｺ 東京都 1:53:56

10 4186 谷田川 郁佳 ﾔﾀｶﾞﾜ ｱﾔｶ 東京都 2:00:26
11 4111 三島 佐知子 ﾐｼﾏ ｻﾁｺ 神奈川県 2:03:37
12 4189 松井 佑希子 ﾏﾂｲ ﾕｷｺ 東京都 2:04:40
13 4131 松井 里奈 ﾏﾂｲ ﾘﾅ 東京都 2:04:40
14 4145 黒木 寿美 ｸﾛｷ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 2:05:57
15 4140 田村 麻由子 ﾀﾑﾗ ﾏﾕｺ しばふ 東京都 2:08:02
16 4190 小高 鮎美 ｺﾀﾞｶ ｱﾕﾐ 横浜市陸協 神奈川県 2:08:17
17 4068 山田 千晶 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱｷ 神奈川県 2:09:41
18 4149 古澤 みどり ﾌﾙｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 2:10:13
19 4084 小股 裕美 ｺﾏﾀ ﾕﾐ 神奈川県 2:10:46
20 4047 楠本 沙彩 ｸｽﾓﾄ ｻｱﾔ うぃっうぃ～ 神奈川県 2:10:59
21 4064 高橋 慶恵 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 神奈川県 2:11:36
22 4174 小村 優夏 ｺﾑﾗ ﾕｶ 東京都 2:11:59
23 4085 森 瑶子 ﾓﾘ ﾖｳｺ 埼玉県 2:12:00
24 4009 坂口 優子 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ 神奈川県 2:12:12
25 4175 鈴木 梨紗 ｽｽﾞｷ ﾘｻ 東京都 2:15:12
26 4044 青山 朋 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓ 神奈川県 2:16:06
27 4153 坂上 有香 ｻｶｶﾞﾐ ﾕｶ 埼玉県 2:18:55
28 4117 山崎 祐美惠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾐｴ 東京都 2:19:09
29 4184 星 智美 ﾎｼ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:19:22
30 4132 松浦 あさみ ﾏﾂｳﾗ ｱｻﾐ 神奈川県 2:19:40
31 4074 安藤 祥子 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 神奈川県 2:19:43
32 4082 倉田 ゆかり ｸﾗﾀ ﾕｶﾘ 東京都 2:19:44
33 4139 田村 望 ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 東京都 2:20:04
34 74002 Ｎｏｒｉｅｇａ Ｃａｒｏｌｉｎａ 2:21:31
35 4091 渡部 絵理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ チームイニシア 神奈川県 2:21:52
36 4127 本木 知奈美 ﾓﾄｷ ﾁﾅﾐ 東京都 2:22:35
37 4007 岡本 陽子 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｺ 神奈川県 2:23:13
38 4026 小林 桃華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 東京都 2:23:37
39 4058 畔田 響 ｸﾛﾀﾞ ｷｮｳ 東京都 2:23:39
40 4004 青木 真莉菜 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 東京都 2:24:09
41 4036 堀江 美和 ﾎﾘｴ ﾐﾜ 神奈川県 2:24:42
42 4152 石井 翼 ｲｼｲ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 2:25:06
43 4069 大堀 睦 ｵｵﾎﾘ ﾑﾂﾐ 神奈川県 2:26:37
44 4133 葛西 美涼 ｶｻｲ ﾐｽｽﾞ 小林精肉店 埼玉県 2:26:38
45 4101 井川 美穂子 ｲｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 神奈川県 2:27:36
46 4001 柿崎 夏花 ｶｷｻﾞｷ ﾅﾂｶ 東京都 2:27:43
47 4075 荒川 蘭 ｱﾗｶﾜ ﾗﾝ 東京都 2:27:47
48 4014 阿部 由莉子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 足利走友会 栃木県 2:28:02
49 4154 鴨志田 沙織 ｶﾓｼﾀﾞ ｻｵﾘ 神奈川県 2:28:12
50 4066 隈本 直 ｸﾏﾓﾄ ﾅｵ 神奈川県 2:29:07
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51 4048 滝澤 いずみ ﾀｷｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 2:29:21
52 4143 平松 優奈 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾅ 神奈川県 2:31:08
53 4003 朝生 文子 ｱｿｳ ｱﾔｺ 神奈川県 2:31:13
54 4141 山中 千穂 ﾔﾏﾅｶ ﾁﾎ 神奈川県 2:31:33
55 4138 久保 真紀 ｸﾎﾞ ﾏｷ 神奈川県 2:31:49
56 4022 北脇 静香 ｷﾀﾜｷ ｼｽﾞｶ 神奈川県 2:33:25
57 4089 江川 清佳 ｴｶﾞﾜ ｻﾔｶ 東京都 2:33:34
58 4193 黒龍 美咲 ｸﾛﾀﾂ ﾐｻｷ 神奈川県 2:34:18
59 4181 大石 暖美 ｵｵｲｼ ﾅﾂﾐ ＹＲＣ 東京都 2:34:51
60 4106 中小路 菫 ﾅｶｺｳｼﾞ ｽﾐﾚ 神奈川県 2:34:53
61 4185 玉村 あき子 ﾀﾏﾑﾗ ｱｷｺ 埼玉県 2:36:03
62 4063 本吉 玲奈 ﾓﾄﾖｼ ﾚﾅ 神奈川県 2:36:18
63 4125 金澤 あずみ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 神奈川県 2:36:19
64 4077 辻 さゆり ﾂｼﾞ ｻﾕﾘ 東京都 2:37:43
65 4165 丹治 史恵 ﾀﾝｼﾞ ﾌﾐｴ 神奈川県 2:39:22
66 4011 斉藤 舞 ｻｲﾄｳ ﾏｲ 東京都 2:39:22
67 4112 高島 里梨 ﾀｶｼﾏ ｻﾄﾘ さいとう駅伝部 東京都 2:39:22
68 4121 田畑 千絵 ﾀﾊﾞﾀ ﾁｴ 静岡県 2:39:33
69 4021 荒井 美音帆 ｱﾗｲ ﾐﾈﾎ 神奈川県 2:43:54
70 4076 浜先 未季 ﾊﾏｻｷ ﾐｷ 神奈川県 2:43:55
71 4072 浅見 幸奈 ｱｻﾐ ﾕｷﾅ 神奈川県 2:44:44
72 4172 古本 絵美 ﾌﾙﾓﾄ ｴﾐ 神奈川県 2:44:54
73 4046 宮 恭子 ﾐﾔ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:45:33
74 4050 柳下 栞 ﾔｷﾞｼﾀ ｼｦﾘ 神奈川県 2:45:34
75 4019 土屋 麻美 ﾂﾁﾔ ｱｻﾐ シュナイダー 東京都 2:45:37
76 4092 佐藤 有希子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 東京都 2:46:07
77 4107 江上 綾音 ｴｶﾞﾐ ｱﾔﾈ 足圧宗家 神奈川県 2:46:37
78 4102 グラス 万里子 ｸﾞﾗｽ ﾏﾘｺ 埼玉県 2:46:51
79 4045 岩崎 明日香 ｲﾜｻｷ ｱｽｶ 神奈川県 2:47:49
80 4006 藤川 瑞木 ﾌｼﾞｶﾜ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 2:48:05
81 4160 蔭山 かおり ｶｹﾞﾔﾏ ｶｵﾘ 神奈川県 2:50:09
82 4178 高橋 久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 神奈川県 2:50:11
83 4025 小菅 笑美子 ｺｽｶﾞ ｴﾐｺ 東京都 2:50:15
84 4060 山田 眞美 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ 東京都 2:50:15
85 4017 小林 希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 東京都 2:50:40
86 4100 白石 愛理 ｼﾗｲｼ ｱｲﾘ 神奈川県 2:51:08
87 4016 木村 早苗 ｷﾑﾗ ｻﾅｴ 神奈川県 2:51:25
88 4103 堤 明子 ﾂﾂﾐ ｱｷｺ 千葉県 2:51:55
89 4104 笠原 ひかる ｶｻﾊﾗ ﾋｶﾙ 東京都 2:52:36
90 4095 黒坂 美音 ｸﾛｻｶ ﾐｵﾝ 神奈川県 2:52:39
91 4130 竹谷 瞳 ﾀｹﾔ ﾋﾄﾐ 東京都 2:53:04
92 4173 五十嵐 綾香 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾔｶ 神奈川県 2:53:42
93 4031 山田 真由美 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:55:34
94 4002 久保 はるか ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 神奈川県 2:56:15
95 4053 近藤 沙穂 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾎ 愛知県 2:56:25
96 4030 天野 尚美 ｱﾏﾉ ﾅｵﾐ 東京都 2:57:02
97 4040 有松 真歩 ｱﾘﾏﾂ ﾏﾎ 東京都 2:57:11
98 4079 山川 冬子 ﾔﾏｶﾜ ﾌﾕｺ 神奈川県 2:57:20
99 4114 前澤 佐代子 ﾏｴｻﾞﾜ ｻﾖｺ 東京都 2:57:32

100 4136 伊藤 優子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 東京都 2:57:34
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101 4061 立澤 伽奈子 ﾀﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 神奈川県 2:58:01
102 4156 藤田 優衣 ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ Ｂｒａｉｎ 神奈川県 2:58:38
103 4134 穐山 陽子 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｺ 東京都 2:59:15
104 4113 中山 茜 ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾈ 神奈川県 2:59:23
105 4168 熱田 裕子 ｱﾂﾀ ﾕｳｺ 静岡県 3:00:17
106 4166 佐藤 佳那 ｻﾄｳ ｶﾅ 東京都 3:03:12
107 4148 荒井 真弥 ｱﾗｲ ﾏﾔ 神奈川県 3:05:28
108 4043 丹羽 夏音 ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 神奈川県 3:07:12
109 4094 和田 恵里 ﾜﾀﾞ ｴﾘ 東京都 3:08:02
110 4105 山田 美沙 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻ 東京都 3:08:43
111 4120 大森 麻子 ｵｵﾓﾘ ｱｻｺ 神奈川県 3:09:09
112 4123 島田 恵理香 ｼﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 富山県 3:10:26
113 4118 高田 真美 ﾀｶﾀ ﾏﾐ 神奈川県 3:10:26
114 4027 片岡 みなみ ｶﾀｵｶ ﾐﾅﾐ 神奈川県 3:10:33
115 4162 寺田 彩乃 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ 山梨県 3:12:11
116 4029 段谷 麻子 ﾀﾞﾝﾀﾆ ｱｻｺ 東京都 3:13:22
117 4057 井口 聖名 ｲｸﾞﾁ ｾﾅ 神奈川県 3:15:28
118 4041 村上 愛夢 ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾑ 埼玉県 3:15:35
119 4080 後藤 渚 ｺﾞﾄｳ ﾅｷﾞｻ 神奈川県 3:20:18
120 4054 豊島 理沙 ﾄﾖｼﾏ ﾘｻ 東京都 3:21:46
121 4098 吉村 友里子 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘｺ 神奈川県 3:31:22
122 4119 五十嵐 早苗 ｲｶﾗｼ ｻﾅｴ 東京都 3:31:28
123 4096 松尾 彩美 ﾏﾂｵ ｱﾔﾐ 東京都 3:32:18
124 4097 阿部 マキ ｱﾍﾞ ﾏｷ 神奈川県 3:32:22


