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1 4013 和泉原 あかり ｲｽﾞﾐﾊﾗ ｱｶﾘ 神奈川県 1:32:01

2 4110 西本 ふみ ﾆｼﾓﾄ ﾌﾐ 神奈川県 1:32:04

3 4080 水野 裕子 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｺ サムズアップ 東京都 1:35:12

4 4091 奥脇 早織 ｵｸﾜｷ ｻｵﾘ 神奈川県 1:37:13

5 4103 新井 紗耶香 ｱﾗｲ ｻﾔｶ 神奈川県 1:39:39

6 4072 鈴木 由佳梨 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 東京都 1:44:37

7 4088 石橋 佳子 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｺ 東京都 1:46:55

8 4004 山田 佑美 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐ チームぐで 静岡県 1:49:21

9 4006 藤平 恭代 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｷﾖ 神奈川県 1:53:49

10 7405
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ｽﾈﾙ ｶｯｻﾝﾄﾞﾗｰ 1:54:44

11 4048 米田 千明 ﾖﾈﾀﾞ ﾁｱｷ 東京都 1:54:48

12 4056 渡部 絵理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 神奈川県 1:55:26

13 4011 佐藤 麻紀 ｻﾄｳ ﾏｷ 木陰で休もう会 神奈川県 1:55:33

14 4102 堀田 百合 ﾎﾘﾀ ﾕﾘ いっだましい 神奈川県 1:56:15

15 4023 佐々木 八穂 ｻｻｷ ﾔｵ 神奈川県 1:56:23

16 4017 小宮 瑠奈 ｺﾐﾔ ﾙﾅ 東京都 1:57:36

17 4074 金澤 あずみ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 神奈川県 1:57:43

18 4093 黒木 寿美 ｸﾛｷ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 1:59:01

19 4024 星 智美 ﾎｼ ﾄﾓﾐ 神奈川県 1:59:34

20 4014 大村 早恵 ｵｵﾑﾗ ｻﾅｴ 東京都 1:59:57

21 4065 竹内 こずえ ﾀｹｳﾁ ｺｽﾞｴ 静岡県 2:00:35

22 4082 村瀬 奈緒 ﾑﾗｾ ﾅｵ 東京都 2:00:50

23 4061 小野瀬 聡美 ｵﾉｾ ｻﾄﾐ 東京都 2:03:18

24 4078 生熊 由依 ｲｸﾏ ﾕｲ 神奈川県 2:04:05

25 4055 村木 那美 ﾑﾗｷ ﾅﾐ 東京都 2:04:15

26 4089 三橋 梨乃 ﾐﾂﾊｼ ﾘﾉ 神奈川県 2:05:19

27 4087 鈴木 優実 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾐ 神奈川県 2:05:49

28 4003 堀本 由佳 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｶ 神奈川県 2:06:13

29 4101 井上 万希子 ｲﾉｳｴ ﾏｷｺ 神奈川県 2:07:41

30 4015 五井 はるか ｺﾞﾉｲ ﾊﾙｶ 横浜東邦病院 神奈川県 2:08:11
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ｷﾞﾌﾟｿﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 2:08:50

32 4045 はまの ゆうこ ﾊﾏﾉ ﾕｳｺ 東京都 2:09:05

33 4032 時丸 楓 ﾄｷﾏﾙ ｶｴﾃﾞ 東京都 2:09:11

34 4050 リー カトリーナ ﾘｰ ｶﾄﾘｰﾅ 神奈川県 2:10:00

35 4005 杉本 佳代 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾖ 東京都 2:10:26

36 4109 増田 美樹 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷ 神奈川県 2:10:48

37 4057 生田 佳澄 ｲｸﾀ ｶｽﾐ 神奈川県 2:11:30

38 4041 亀井 響子 ｶﾒｲ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:11:43

39 4051 岩井 友美 ｲﾜｲ ﾄﾓﾐ 千葉県 2:11:44
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ﾉﾘｴｶﾞ ｶﾛﾘｰﾅ 2:12:54

41 4019 篠崎 有華 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｶ 東京都 2:13:03

42 4111 会津 智美 ｱｲﾂﾞ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:14:07

43 4083 原田 つづみ ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 東京都 2:14:09

44 4025 吉川 由夏 ﾖｼｶﾜ ﾕｶ 東京都 2:14:27

45 4086 古本 絵美 ﾌﾙﾓﾄ ｴﾐ 神奈川県 2:14:30

46 4020 西田 麻紀 ﾆｼﾀﾞ ﾏｷ 神奈川県 2:15:16

47 4097 石井 優 ｲｼｲ ﾕｳ 神奈川県 2:15:32

48 4016 宇野 絵莉香 ｳﾉ ｴﾘｶ 神奈川県 2:15:36

49 4104 谷仲 加代子 ﾔﾅｶ ｶﾖｺ 神奈川県 2:15:57

50 4043 長田 幸恵 ｵｻﾀﾞ ﾕｷｴ 東京都 2:16:05
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51 4092 大木 麻衣 ｵｵｷ ﾏｲ 神奈川県 2:16:41

52 4084 瀬尾 愛永 ｾｵ ﾏﾅｴ 神奈川県 2:17:38

53 4038 仲井 円 ﾅｶｲ ﾏﾄﾞｶ 東京都 2:17:59

54 4059 園部 綾子 ｿﾉﾍﾞ ﾘｮｳｺ 日本体育大学 神奈川県 2:18:00

55 4046 玉置 千恵 ﾀﾏｷ ﾁｴ 東京農業大学 神奈川県 2:18:20

56 4001 Ｗｒｉｇｈｔ Ｒｅｂｅｃｃａ Wright Rebecca 神奈川県 2:18:31

57 4052 姉歯 もも ｱﾈﾊ ﾓﾓ 神奈川県 2:19:58

58 4054 山下 瑞紀 ﾔﾏｼﾀ ﾐｽﾞｷ 東京都 2:20:13

59 4047 河野 靖子 ｺｳﾉ ﾔｽｺ 神奈川県 2:20:32

60 4096 佐藤 千尋 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 神奈川県 2:20:47

61 4081 古殿 陽子 ﾌﾙﾄﾉ ﾖｳｺ 神奈川県 2:22:31

62 4030 苅部 静 ｶﾘﾍﾞ ｼｽﾞｶ 神奈川県 2:23:36

63 4036 丸山 実里 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻﾄ 神奈川県 2:23:36

64 4066 松澤 有紗 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾘｻ 埼玉県 2:25:09

65 4042 望月 穂野香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾎﾉｶ 神奈川県 2:25:30

66 4070 松田 理沙 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ 神奈川県 2:25:38

67 4073 井上 裕美子 ｲﾉｳｴ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:25:50

68 4039 青木 理友 ｱｵｷ ﾘﾕｳ 東京都 2:27:00

69 4058 角野 梢 ｽﾐﾉ ｺｽﾞｴ

のぞみ訪問看護ステーション

神奈川県 2:27:04

70 4064 小熊 宇理香 ｵｸﾞﾏ ｳﾘｶ 神奈川県 2:27:32

71 4094 田邉 聡美 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ 神奈川県 2:28:40

72 4076 井上 裕子 ｲﾉｳｴ ﾕｳｺ 東京都 2:28:59

73 4069 川井 美佳 ｶﾜｲ ﾐｶ 神奈川県 2:31:49

74 4108 須永 舞 ｽﾅｶﾞ ﾏｲ 神奈川県 2:33:13

75 4018 坂口 さくら ｻｶｸﾞﾁ ｻｸﾗ 神奈川県 2:34:04

76 4068 西 美由紀 ﾆｼ ﾐﾕｷ 福岡県 2:36:44

77 4034 佐藤 惟 ｻﾄｳ ﾕｲ 神奈川県 2:37:06

78 4033 宮本 祐希 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川県 2:37:06

79 4009 江藤 明日香 ｴﾄｳ ｱｽｶ 神奈川県 2:38:12

80 4077 松井 馨子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 神奈川県 2:39:40

81 4021 古屋 嘉子 ﾌﾙﾔ ﾖｼｺ 神奈川県 2:40:43

82 4049 岡部 あずさ ｵｶﾍﾞ ｱｽﾞｻ 埼玉県 2:45:04

83 4085 横山 満里奈 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾘﾅ 神奈川県 2:45:31

84 4060 岡田 裕子 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ 神奈川県 2:46:01
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ﾃﾞｶｽﾄﾛ ﾁｪﾙｼｰ 2:49:19

86 4079 高橋 久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 神奈川県 2:49:21

87 4067 白田 亜矢可 ｼﾛﾀ ｱﾔｶ チーム穂高 神奈川県 2:51:45

88 4095 中島 早百合 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 千葉県 2:53:17

89 4075 田家 志穂 ﾀｹ ｼﾎ 東京経済大学 東京都 2:59:01

90 4090 渡邉 佑美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ 東京都 2:59:11

91 4063 樋渡 三紗 ﾋﾜﾀﾘ ﾐｻ 神奈川県 2:59:33

92 4044 石田 洋子 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都 3:00:12


