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1 5344 鹿又 直美 ｶﾉﾏﾀ ﾅｵﾐ 神奈川県 1:43:55
2 5049 細萱 二美子 ﾎｿｶﾞﾔ ﾌﾐｺ 神奈川県 1:44:17
3 5211 伊勢村 智子 ｲｾﾑﾗ ﾄﾓｺ 神奈川県 1:46:09
4 5343 増田 愛子 ﾏｽﾀﾞ ｱｲｺ 東京都 1:49:52
5 5037 岩田 雅美 ｲﾜﾀ ﾏｻﾐ 逗子市陸協 神奈川県 1:50:45
6 5340 太田 浩子 ｵｵﾀ ﾋﾛｺ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 1:53:52
7 5163 藤澤 鮎子 ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾕｺ 神奈川県 1:54:37
8 5161 伊藤 京子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 神奈川県 1:55:01
9 5313 小沢 恵子 ｵｻﾞﾜ ｹｲｺ 神奈川県 1:55:28

10 5234 田中 陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 千葉県 1:55:42
11 5319 深山 直美 ﾌｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 神奈川県 1:55:49
12 5287 小早川 幸子 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｻﾁｺ 東京都 1:57:34
13 5282 佐々木 真季子 ｻｻｷ ﾏｷｺ チームトム 神奈川県 1:57:52
14 5082 織田 晶江 ｵﾘﾀ ｱｷｴ 神奈川県 1:58:33
15 5087 加茂 由美子 ｶﾓ ﾕﾐｺ 東京都 1:58:34
16 5164 久保田 雅恵 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｴ 東京都 1:58:35
17 5158 椎名 もとえ ｼｲﾅ ﾓﾄｴ 神奈川県 1:59:34
18 5091 勇崎 麻利子 ﾕｳｻﾞｷ ﾏﾘｺ 神奈川県 2:01:18
19 5326 渡辺 美樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 神奈川県 2:01:40
20 5035 鈴木 佐和子 ｽｽﾞｷ ｻﾜｺ 東京都 2:01:42
21 5008 塗 智子 ﾇﾘ ﾄﾓｺ ＴＭ－ＣｌＵｂ 神奈川県 2:01:46
22 5304 石川 泰子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ 埼玉県 2:01:54
23 5062 春口 和子 ﾊﾙｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 東京都 2:01:56
24 5118 杉山 志信 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 亀屋染物店 神奈川県 2:02:21
25 5027 髙木 智香 ﾀｶｷﾞ ﾁｶ 神奈川県 2:03:07
26 5289 石橋 幸恵 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｴ 神奈川県 2:03:24
27 5309 大平 光 ｵｵﾋﾗ ﾋｶﾘ 東京都 2:03:32
28 75002 Ｓａｉｄｏｖａ－Ｒｉｎｄｌｅｙ Ｎｏｄｉｒａ 2:04:59
29 5227 田中 順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:05:14
30 5169 馬場 桂子 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｺ 神奈川県 2:05:15
31 5077 佐々木 理久 ｻｻｷ ﾘｸ 東京都 2:05:28
32 5016 蔵本 康代 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾖ 神奈川県 2:05:39
33 5059 佐藤 郁代 ｻﾄｳ ｲｸﾖ 猛走会 東京都 2:06:06
34 5222 石井 雅子 ｲｼｲ ﾏｻｺ 神奈川県 2:07:02
35 5266 川野辺 幸子 ｶﾜﾉﾍﾞ ｻﾁｺ ナイアガラ 東京都 2:07:09
36 5242 伊東 かな実 ｲﾄｳ ｶﾅﾐ 神奈川県 2:07:48
37 5270 落合 信子 ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞｺ アッチャンズ 神奈川県 2:08:42
38 5305 吉田 雅子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 2:09:35
39 5297 畠中 恵美子 ﾊﾀﾅｶ ｴﾐｺ 東京都 2:09:46
40 5345 田中 京子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:09:54
41 5238 上田 さちえ ｳｴﾀﾞ ｻﾁｴ 神奈川県 2:10:25
42 5321 原田 淳子 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ＪＤＳ 神奈川県 2:11:07
43 5013 市川 紀 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘ 神奈川県 2:12:02
44 5276 兼高 佳子 ｶﾈﾀｶ ﾖｼｺ 神奈川県 2:12:16
45 5025 鈴木 知子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 東京都 2:12:31
46 5301 宮島 由美子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 東京都 2:13:31
47 5096 佐藤 昭子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 東京都 2:14:06
48 5342 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 2:15:12
49 5257 佐藤 陽 ｻﾄｳ ﾖｳ 東京都 2:15:17
50 5076 手代木 かおり ﾃｼﾛｷﾞ ｶｵﾘ 東京都 2:15:36
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51 5032 椿 ちあき ﾂﾊﾞｷ ﾁｱｷ 神奈川県 2:15:49
52 5040 神田 祐子 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 2:15:50
53 5067 鬼丸 まゆみ ｵﾆﾏﾙ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:16:10
54 5098 敏鎌 智子 ﾄｶﾞﾏ ﾄﾓｺ 神奈川県 2:16:23
55 5330 小野寺 律恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｴ ハヤブサ１２ 神奈川県 2:16:23
56 5038 大野 香代 ｵｵﾉ ｶﾖ 神奈川県 2:17:01
57 5259 中野 彩 ﾅｶﾉ ｱﾔ 神奈川県 2:17:08
58 5272 生田目 博美 ﾅﾏﾀﾒ ﾋﾛﾐ ホノルル同走会 東京都 2:17:08
59 5318 鈴木 真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ Ｔ２６ラン部 東京都 2:17:12
60 5195 鈴木 比呂子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:17:59
61 5129 貝田 真知子 ｶｲﾀﾞ ﾏﾁｺ 神奈川県 2:18:50
62 5110 木村 美紀 ｷﾑﾗ ﾐｷ 神奈川県 2:18:59
63 5021 馬見塚 栄子 ﾏﾐﾂﾞｶ ｴｲｺ 東京都 2:19:06
64 5142 村瀬 奈々恵 ﾑﾗｾ ﾅﾅｴ ＲＵＢ 神奈川県 2:19:10
65 5262 太田 美保 ｵｵﾀ ﾐﾎ 東京都 2:19:18
66 5190 坂本 ひろみ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:19:26
67 5132 佐々木 祐実 ｻｻｷ ﾕﾐ 神奈川県 2:19:41
68 5273 田中 佳子 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 東京都 2:20:47
69 5019 志田 八重子 ｼﾀﾞ ﾔｴｺ 神奈川県 2:20:51
70 5159 山中 美和子 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾜｺ 猛走クラブ 神奈川県 2:20:58
71 5173 渡邊 かおる ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ 二子玉川走友会 神奈川県 2:21:07
72 5010 川島 直子 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｺ 神奈川県 2:21:17
73 5284 真崎 里江 ﾏｻﾞｷ ｻﾄｴ 東京都 2:22:17
74 5286 岩嵜 優子 ｲﾜｻｷ ﾕｳｺ 東京都 2:22:33
75 5180 木村 美有紀 ｷﾑﾗ ﾐﾕｷ ハイパー 神奈川県 2:23:54
76 5315 梅原 佳子 ｳﾒﾊﾗ ｹｲｺ 神奈川県 2:24:03
77 5260 石田 好子 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｺ 東京都 2:24:24
78 5341 小林 和美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾐ Ｒヘルメッツ 東京都 2:25:27
79 5245 小倉 陽子 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 2:25:31
80 5144 江守 涼子 ｴﾓﾘ ﾘｮｳｺ 神奈川県 2:25:34
81 5204 宮原 香寿美 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾐ ＮＥＳＩＣ 東京都 2:26:07
82 5240 谷黒 康子 ﾀﾆｸﾞﾛ ﾔｽｺ 神奈川県 2:26:08
83 5185 松谷 亜矢 ﾏﾂﾀﾆ ｱﾔ さわやかランナーズ 東京都 2:26:35
84 5074 古跡 賀洋子 ｺｾｷ ｶﾖｺ ちーむこぶた 大阪府 2:27:26
85 5009 青木 直子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 神奈川県 2:28:28
86 5198 早川 有希子 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷｺ 東京都 2:28:41
87 5123 荒井 佐智子 ｱﾗｲ ｻﾁｺ 東京都 2:28:43
88 5080 海口 智子 ｳﾐｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 東京都 2:29:06
89 5322 小瀬 はるみ ｵｾ ﾊﾙﾐ 神奈川県 2:29:52
90 5182 西山 千鶴子 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ 神奈川県 2:30:22
91 5306 松浦 加奈 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 東京都 2:30:46
92 5232 川野 幸子 ｶﾜﾉ ｻﾁｺ 東京都 2:30:51
93 5138 柳澤 清香 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷﾖｶ 神奈川県 2:31:00
94 5081 田中 かをる ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 神奈川県 2:31:27
95 5162 矢野 育子 ﾔﾉ ｲｸｺ 戸塚ポコリン 東京都 2:31:28
96 5001 高木 美和 ﾀｶｷﾞ ﾐﾜ 埼玉県 2:31:32
97 5135 神津 亘 ｺｳﾂﾞ ﾜﾀﾙ 玉川上水ＲＣ 東京都 2:31:39
98 5175 神谷 誉子 ｺｳﾔ ﾀｶｺ ＫＳＳＭ 神奈川県 2:32:20
99 5122 中村 さつき ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ パープルプリンス 東京都 2:32:25

100 5011 立野 敏子 ﾀﾃﾉ ﾄｼｺ 神奈川県 2:32:27
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101 5290 長谷川 真子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｺ 神奈川県 2:32:39
102 5250 古屋 真佐子 ﾌﾙﾔ ﾏｻｺ らめ～る 神奈川県 2:32:44
103 5127 近藤 ゆり子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｺ 愛知県 2:33:17
104 5028 山本 美智代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 神奈川県 2:33:59
105 5288 岩澤 晶子 ｲﾜｻﾜ ｱｷｺ 横浜緑走友会 神奈川県 2:34:03
106 5246 松尾 舞子 ﾏﾂｵ ﾏｲｺ 東京都 2:34:38
107 5279 三根 由紀子 ﾐﾈ ﾕｷｺ 神奈川県 2:34:47
108 5095 青山 喜代 ｱｵﾔﾏ ｷﾖ さくらぽーつ 東京都 2:35:14
109 5153 小笠原 陽子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都 2:35:54
110 5112 堀内 純 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:36:12
111 5030 増田 洋子 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 2:37:22
112 5154 大野 清美 ｵｵﾉ ｷﾖﾐ マラソン完走 東京都 2:37:38
113 5058 澤田 昭子 ｻﾜﾀﾞ ｱｷｺ 千葉県 2:38:11
114 5057 佐藤 聡美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 神奈川県 2:38:11
115 5146 志村 真由美 ｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:38:17
116 5105 池田 幸子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 神奈川県 2:38:38
117 5033 榎戸 あい子 ｴﾉｷﾄﾞ ｱｲｺ 東京都 2:38:42
118 5269 北川 美幸 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｷ ジブラルタ横浜 神奈川県 2:39:03
119 5026 三橋 美和 ﾐﾂﾊｼ ﾐﾜ 神奈川県 2:39:04
120 5332 三上 智子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 東京都 2:39:05
121 5179 荒井 敦子 ｱﾗｲ ｱﾂｺ シンデレラン 東京都 2:39:17
122 5108 平岡 洋美 ﾋﾗｵｶ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:39:35
123 5107 小泉 三奈子 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾅｺ スイカバー 神奈川県 2:39:38
124 5139 市村 恵都子 ｲﾁﾑﾗ ｴﾂｺ スイカバー 東京都 2:39:38
125 5106 佐俣 きよみ ｻﾏﾀ ｷﾖﾐ スイカバー 神奈川県 2:39:38
126 5126 加藤 久枝 ｶﾄｳ ﾋｻｴ 東京都 2:39:38
127 5147 荒居 由紀子 ｱﾗｲ ﾕｷｺ 東京都 2:39:47
128 5063 伊藤 知永 ｲﾄｳ ﾁｴ 東京都 2:41:11
129 5143 橋本 由季子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ 東京都 2:41:43
130 5248 丸田 博子 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:42:01
131 5215 小川 美恵 ｵｶﾞﾜ ﾐｴ 神奈川県 2:42:16
132 5184 鈴木 順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:42:22
133 5298 白木 友香 ｼﾗｷ ﾕｶ 東京都 2:42:56
134 5335 田村 裕子 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:43:18
135 5061 戸田 久美子 ﾄﾀﾞ ｸﾐｺ 東京都 2:43:35
136 5295 木内 直子 ｷｳﾁ ﾅｵｺ 神奈川県 2:43:54
137 5113 松本 敦子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｺ 神奈川県 2:43:55
138 5099 野田 文子 ﾉﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 2:43:57
139 5133 松崎 徳子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:44:27
140 5086 有附 玲子 ｱﾘﾂｸ ﾚｲｺ らめーる 神奈川県 2:44:51
141 5263 中村 明子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 東京都 2:45:02
142 5324 熊倉 桂子 ｸﾏｸﾗ ｹｲｺ 神奈川県 2:45:23
143 5303 山岸 史真江 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾏｴ 東京都 2:45:39
144 5043 太中 直子 ﾌﾄﾅｶ ﾅｵｺ 神奈川県 2:46:50
145 5261 西澤 正子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｺ 静岡県 2:46:55
146 5281 内野 恵 ｳﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 東京都 2:47:08
147 5165 小島 早由里 ｺｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 神奈川県 2:47:24
148 5018 髙澤 晶子 ﾀｶｻﾜ ｱｷｺ 東京都 2:48:16
149 5023 尾﨑 恵美子 ｵｻﾞｷ ｴﾐｺ 神奈川県 2:48:17
150 5039 山家 悦子 ﾔﾏｶﾞ ｴﾂｺ 栃木県 2:48:17
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151 5124 渡辺 裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 千葉県 2:48:24
152 5177 北垣 かおり ｷﾀｶﾞｷ ｶｵﾘ 新潟県 2:48:38
153 5176 渡辺 恵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 新潟県 2:48:38
154 5223 田中 晴子 ﾀﾅｶ ﾊﾙｺ 東京都 2:48:46
155 5045 川村 直子 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｺ もえ中マラソン部 神奈川県 2:48:59
156 5267 篠原 真木子 ｼﾉﾊﾗ ﾏｷｺ 日立 神奈川県 2:49:00
157 5307 上村 由美 ｳｴﾑﾗ ﾕﾐ 神奈川県 2:49:11
158 5145 新谷 昭子 ｼﾝﾀﾆ ｱｷｺ 神奈川県 2:49:18
159 5192 新藤 暁 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷ チームるる 茨城県 2:50:24
160 5137 田村 千晴 ﾀﾑﾗ ﾁﾊﾙ 神奈川県 2:50:27
161 5293 竹澤 亜希子 ﾀｹｻﾞﾜ ｱｷｺ 国際ＲＵＮ 東京都 2:50:48
162 5116 ポラード ジェニファー ﾎﾟﾗｰﾄﾞ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 神奈川県 2:50:49
163 5117 ドネリー キャロライン ﾄﾞﾈﾘｰ ｷｬﾛﾗｲﾝ 神奈川県 2:50:49
164 5120 松田 真紀 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷ 神奈川県 2:50:49
165 5131 村上 和子 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｺ 神奈川県 2:51:05
166 5020 丹羽 理恵子 ﾆﾜ ﾘｴｺ 千葉県 2:51:38
167 5141 玉林 由実 ﾀﾏﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ ペガサスビューティー 神奈川県 2:51:40
168 5225 庄司 園子 ｼｮｳｼﾞ ｿﾉｺ 東京都 2:51:42
169 5256 鈴木 智恵美 ｽｽﾞｷ ﾁｴﾐ 神奈川県 2:52:03
170 5220 梶山 暁美 ｶｼﾞﾔﾏ ｱｹﾐ 神奈川県 2:52:19
171 5183 山本 恵美 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ 神奈川県 2:52:23
172 5209 平野 奈緒子 ﾋﾗﾉ ﾅｵｺ 神奈川県 2:52:44
173 5200 原 幸子 ﾊﾗ ﾕｷｺ ここから 愛知県 2:52:45
174 5186 菅野 香織 ｶﾝﾉ ｶｵﾘ 神奈川県 2:52:50
175 5236 安見 公余 ﾔｽﾐ ｷﾐﾖ 東京都 2:53:38
176 5155 山本 直美 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ 東京都 2:53:38
177 5012 髙木 孝子 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 神奈川県 2:53:52
178 5160 南部 有弥子 ﾅﾝﾌﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:54:38
179 5125 三宅 敬子 ﾐﾔｹ ｹｲｺ 神奈川県 2:54:40
180 5311 内田 貴子 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｺ デポルターレ楓 東京都 2:54:46
181 5075 西岡 直子 ﾆｼｵｶ ﾅｵｺ 神奈川県 2:55:09
182 5103 本多 基子 ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｺ 東京都 2:55:34
183 5255 野村 香奈恵 ﾉﾑﾗ ｶﾅｴ 神奈川県 2:55:42
184 5172 安藤 綾子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ 神奈川県 2:55:45
185 5277 伊勢 由香里 ｲｾ ﾕｶﾘ 神奈川県 2:56:55
186 5188 笠原 みどり ｶｻﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 2:57:31
187 5212 佐野 真奈子 ｻﾉ ﾏﾅｺ 神奈川県 2:57:57
188 5299 寺下 富士子 ﾃﾗｼﾀ ﾌｼﾞｺ 神奈川県 2:58:04
189 5213 谷口 恵美子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｴﾐｺ 神奈川県 2:58:20
190 5104 星 千枝 ﾎｼ ﾁｴ あやカロ隊 東京都 2:58:36
191 5100 池田 弘子 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 3:00:34
192 5323 門田 みち子 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾐﾁｺ チームすい酔 埼玉県 3:02:18
193 5065 佐藤 真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 3:03:03
194 5034 柿沼 優美子 ｶｷﾇﾏ ﾕﾐｺ 神奈川県 3:04:27
195 5339 井上 直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ 神奈川県 3:04:57
196 5333 大野 真理 ｵｵﾉ ﾏﾘ 東京都 3:06:57
197 5136 田代 櫻子 ﾀｼﾛ ｻｸﾗｺ オアシス南大沢 東京都 3:07:48
198 5189 中小路 志津 ﾅｶｺｳｼﾞ ｼﾂﾞ 神奈川県 3:08:12
199 5130 伊藤 恭子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 千葉県 3:08:21
200 5092 渡部 房枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｻｴ ホノルル同走会 神奈川県 3:08:43
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201 5191 定山 百合子 ｻﾀﾞﾔﾏ ﾕﾘｺ 神奈川県 3:08:46
202 5070 野崎 安津子 ﾉｻﾞｷ ｱﾂｺ 神奈川県 3:08:52
203 5285 小林 美奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 東京都 3:09:41
204 5221 杉山 令子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｺ 神奈川県 3:09:46
205 5156 岩間 絵里子 ｲﾜﾏ ｴﾘｺ 神奈川県 3:10:16
206 5252 青木 敦子 ｱｵｷ ｱﾂｺ 神奈川県 3:11:02
207 5090 服部 麻友巳 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕﾐ 山手ママ登山部 神奈川県 3:11:15
208 5148 宮崎 雅子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｺ オアシス 東京都 3:13:16
209 5336 井上 亜希子 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ 神奈川県 3:17:59
210 5024 鈴木 隆子 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 森本走友会 神奈川県 3:18:27
211 5331 高橋 昌江 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｴ 神奈川県 3:20:09
212 5203 中川 由美子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 東京都 3:20:11
213 5007 寺岡 美佐子 ﾃﾗｵｶ ﾐｻｺ 舞Ｐａｃｅ 神奈川県 3:20:51
214 5005 宮内 晴美 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾐ 東京都 3:24:15
215 5093 御園生 恵美 ﾐｿﾉｳ ﾒｸﾞﾐ 東京都 3:25:00
216 5201 野田 政子 ﾉﾀﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 3:26:05
217 5134 吉野 久美子 ﾖｼﾉ ｸﾐｺ 千葉県 3:26:31
218 5066 茶木 敬子 ﾁｬｷ ｹｲｺ 東京都 3:30:18
219 5050 大川 浩美 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾐ 神奈川県 3:32:33


