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1 5158 好士 理恵子 ｺｳｼ ﾘｴｺ ＭＲＣ 東京都 1:29:51

2 5117 伊勢村 智子 ｲｾﾑﾗ ﾄﾓｺ 神奈川県 1:32:07

3 5204 中村 友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 江東区陸協 東京都 1:34:33

4 5163 深山 直美 ﾌｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 富山陸協 神奈川県 1:35:13

5 5096 末廣 淑子 ｽｴﾋﾛ ﾄｼｺ 東京都 1:35:30

6 5075 坂口 優子 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ 坂口家 神奈川県 1:35:49

7 5153 細萱 二美子 ﾎｿｶﾞﾔ ﾌﾐｺ 旭化成川崎 神奈川県 1:37:43

8 5044 伊藤 千鈴 ｲﾄｳ ﾁｽｽﾞ 東京都 1:39:23

9 5047 水内 喜美代 ﾐｽﾞｳﾁ ｷﾐﾖ 奈良県 1:40:50

10 5067 佐藤 麻美子 ｻﾄｳ ﾏﾐｺ 東京都 1:41:49

11 5021 羽生 里美 ﾊﾆｭｳ ｻﾄﾐ 東京都 1:43:26

12 5125 大庭 雅 ｵｵﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ ５ｓｔａｒ 東京都 1:43:42

13 5070 吉田 しのぶ ﾖｼﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 駒沢公園ＪＣ 神奈川県 1:45:47

14 5242 松村 千枝子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴｺ 立川市陸協 東京都 1:46:27

15 5169 福田 恵子 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺ 東京都 1:47:10

16 5211 原田 淳子 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ＪＤＳ 神奈川県 1:47:27

17 5101 峰 佳子 ﾐﾈ ﾖｼｺ 神奈川県 1:48:11

18 5097 杉山 志信 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 亀屋染物店 神奈川県 1:48:52

19 5136 永田 陽子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｺ キングレコード 東京都 1:50:26

20 5017 吉本 明子 ﾖｼﾓﾄ ｱｷｺ 神奈川県 1:50:30

21 5149 千原 直美 ﾁﾊﾗ ﾅｵﾐ 二子玉川走友会 神奈川県 1:50:38

22 5180 石原 梨恵 ｲｼﾊﾗ ﾘｴ 東京都 1:51:43

23 5209 平野 由美子 ﾋﾗﾉ ﾕﾐｺ 東京都 1:51:50

24 7502 ＭＡＬＩＡ ＴＯＭＯＫＯ ﾏﾘｱ ﾄﾓｺ 1:51:53

25 5006 織田 晶江 ｵﾘﾀ ｱｷｴ ハイパー 神奈川県 1:52:09

26 5187 伊藤 真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 愛知県 1:53:03

27 5241 坂東 佳代子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ 神奈川県 1:53:32

28 5033 二階堂 小弓 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｺﾕﾐ 東京都 1:53:43

29 5231 増沢 真弓 ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 神奈川県 1:53:58

30 5239 岩下 美保 ｲﾜｼﾀ ﾐﾎ 神奈川県 1:54:34

31 5015 植田 都恵 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｴ 神奈川県 1:54:39

32 5210 鈴木 紫乃 ｽｽﾞｷ ｼﾉ 神奈川県 1:54:40

33 5114 三谷 麻美 ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ 神奈川県 1:55:38

34 5256 下重 典子 ｼﾓｼﾞｭｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:55:39

35 5185 泊 愛子 ﾄﾏﾘ ｱｲｺ 神奈川県 1:56:19

36 5190 田中 順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 1:56:43

37 5199 熊倉 桂子 ｸﾏｸﾗ ｹｲｺ
正武オールスター

神奈川県 1:56:50

38 5063 岩堀 悦子 ｲﾜﾎﾘ ｴﾂｺ 神奈川県 1:56:57

39 5024 小野寺 律恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｴ でランナーＸ 神奈川県 1:58:10

40 5234 鈴木 真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ Ｔ２６ラン部 東京都 1:58:16

41 5194 久保田 淳子 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:58:21

42 7503

Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｖｅｒｏｎｉｃａ

ｼﾞｮﾝｿﾝ ﾍﾞﾛﾆｶ 1:58:43

43 5250 井出 三津子 ｲﾃﾞ ﾐﾂｺ 神奈川県 1:58:49

44 5188 落合 祥子 ｵﾁｱｲ ｼｮｳｺ 神奈川県 1:59:15

45 5064 渡邊 かおる ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ 二子玉川走友会 神奈川県 1:59:32

46 5126 佐々木 洋子 ｻｻｷ ﾖｳｺ 神奈川県 1:59:54

47 5261 廣崎 英子 ﾋﾛｻｷ ｴｲｺ 神奈川県 1:59:56

48 5202 左東 摩子 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県 2:00:32

49 5143 椿 ちあき ﾂﾊﾞｷ ﾁｱｷ 神奈川県 2:00:51

50 5195 小木 矢絵 ｺｷﾞ ﾅｵｴ 東京都 2:01:20
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51 5102 小林 加代子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾖｺ 相模原走ろう会 神奈川県 2:01:43

52 5191 杉野 徳子 ｽｷﾞﾉ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:01:47

53 5259 木内 直子 ｷｳﾁ ﾅｵｺ 神奈川県 2:02:01

54 5182 横路 敬子 ﾖｺﾛ ｹｲｺ ＬОＰＥＴ 神奈川県 2:02:26

55 5159 宮原 香寿美 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾐ ＮＥＳＩＣ 東京都 2:02:32

56 5203 兼高 佳子 ｶﾈﾀｶ ﾖｼｺ 神奈川県 2:02:52

57 5176 木村 美紀 ｷﾑﾗ ﾐｷ 神奈川県 2:03:26

58 5023 古賀 久美子 ｺｶﾞ ｸﾐｺ 走るもんの会 神奈川県 2:03:40

59 5183 川口 雅子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｺ 神奈川県 2:03:51

60 5060 曳地 奈々 ﾋｷﾁ ﾅﾅ ケセラ 東京都 2:04:06

61 5214 松浦 加奈 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ 東京都 2:04:10

62 5055 宮﨑 邦子 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆｺ 東京都 2:04:20

63 5233 佐々木 明美 ｻｻｷ ｱｹﾐ 神奈川県 2:04:21

64 5246 鈴木 順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:04:28

65 5218 佐宗 玲子 ｻｿｳ ﾚｲｺ 神奈川県 2:04:44

66 5058 植木 純子 ｳｴｷ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:04:49

67 5115 高橋 桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 神奈川県 2:04:56

68 5028 横尾 直子 ﾖｺｵ ﾅｵｺ 東京都 2:05:16

69 5145 秦 美由紀 ｼﾝ ﾐﾕｷ 東京都 2:05:19

70 5141 小野 泰代 ｵﾉ ﾔｽﾖ 埼玉県 2:05:32

71 5004 宮崎 真澄 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｽﾐ 神奈川県 2:05:40

72 5082 住谷 かおり ｽﾐﾔ ｶｵﾘ 神奈川県 2:06:01

73 5034 市川 絹子 ｲﾁｶﾜ ｷﾇｺ 八走会 神奈川県 2:06:32

74 5069 小山 浩美 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ ＳＭＲＣ 東京都 2:06:47

75 5186 荘司 奈緒 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵ 静岡県 2:07:30

76 5181 田中 美佳 ﾀﾅｶ ﾐｶ 東京都 2:07:53

77 5077 小倉 陽子 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 2:08:40

78 5103 杉山 幸子 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾁｺ 神奈川県 2:08:55

79 5240 成川 文子 ﾅﾘｶﾜ ﾌﾐｺ ＴｅａｍＳＩＭ 神奈川県 2:08:56

80 5025 青山 喜代 ｱｵﾔﾏ ｷﾖ さくらぽーつ 東京都 2:08:59

81 5192 渡會 祥子 ﾜﾀﾗｲ ﾖｼｺ ＬＯＰＥＴ 神奈川県 2:09:05

82 5217 小野間 亜紀 ｵﾉﾏ ｱｷ 神奈川県 2:09:26

83 5179 丸山 洋子 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｺ 神奈川県 2:09:31

84 5154 三根 由紀子 ﾐﾈ ﾕｷｺ 神奈川県 2:10:06

85 5120 鈴木 比呂子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:10:27

86 5164 重信 エミ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｴﾐ 東京都 2:10:30

87 5066 樽本 美都子 ﾀﾙﾓﾄ ﾐﾂｺ 神奈川県 2:11:29

88 5171 中川 由美子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 東京都 2:11:33

89 5037 吉田 句理子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾘｺ 東京都 2:12:01

90 5177 相原 真弓 ｱｲﾊﾗ ﾏﾕﾐ 相原！！ 神奈川県 2:12:09

91 5198 齊藤 真由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:12:22

92 5173 井川 美穂子 ｲｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 神奈川県 2:12:41

93 5129 松本 ゆかり ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶﾘ 神奈川県 2:12:41

94 5168 岡田 順子 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:12:45

95 5081 久保田 雅恵 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｴ ＦＪＴ 東京都 2:12:49

96 5255 梅原 佳子 ｳﾒﾊﾗ ｹｲｺ 神奈川県 2:13:07

97 5002 隈本 直 ｸﾏﾓﾄ ﾅｵ 神奈川県 2:13:21

98 5051 安永 由貴 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｷ 神奈川県 2:13:26

99 5011 野田 文子 ﾉﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 2:13:41

100 5094 蔵本 康代 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾖ 神奈川県 2:13:42
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101 5229 三宅 和代 ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 2:13:43

102 5061 西岡 恭子 ﾆｼｵｶ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:13:46

103 5147 吉野 佳代子 ﾖｼﾉ ｶﾖｺ 神奈川県 2:14:08

104 5226 佐鳥 順子 ｻﾄﾘ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:14:08

105 5228 松村 千賀子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｶｺ 東京都 2:14:10

106 5248 中川 良子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｺ 神奈川県 2:14:14

107 5071 大石 涼子 ｵｵｲｼ ﾘｮｳｺ 千葉県 2:15:01

108 5165 松永 正枝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｴ 東京都 2:15:06

109 5251 高橋 理恵子 ﾀｶﾊｼ ﾘｴｺ 神奈川県 2:15:33

110 5160 白川 眞奈美 ｼﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ 神奈川県 2:15:50

111 5053 伊藤 知永 ｲﾄｳ ﾁｴ 東京都 2:16:03

112 5212 橋口 美津子 ﾊｼｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 神奈川県 2:16:16

113 5144 松崎 喜代子 ﾏﾂｻﾞｷ ｷﾖｺ 神奈川県 2:16:24

114 5035 高木 久見子 ﾀｶｷﾞ ｸﾐｺ 神奈川県 2:16:31

115 5019 宮野 麻里子 ﾐﾔﾉ ﾏﾘｺ 神奈川県 2:16:58

116 5111 高縁 由美子 ｺｳｴﾝ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:17:02

117 5216 山本 恵美 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ 神奈川県 2:17:29

118 5227 上田 典子 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 2:17:51

119 5062 篠田 深才 ｼﾉﾀﾞ ﾐｻｲ Ｔ２６ラン部 神奈川県 2:18:01

120 5049 小島 早由里 ｺｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 神奈川県 2:18:17

121 5095 吉村 牧子 ﾖｼﾑﾗ ﾏｷｺ 東京都 2:19:12

122 5247 三島 弘江 ﾐｼﾏ ﾋﾛｴ 神奈川県 2:19:13

123 5039 青木 直子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 神奈川県 2:19:17

124 5235 谷 美佐子 ﾀﾆ ﾐｻｺ 東京都 2:19:21

125 5206 西山 浩美 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:19:23

126 5170 三塚 澄枝 ﾐﾂｶ ｽﾐｴ 東京都 2:19:42

127 5236 東田 幸子 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｻﾁｺ 神奈川県 2:19:46

128 5142 丸田 博子 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:20:10

129 5018 山下 慶子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 神奈川県 2:20:11

130 5083 松浦 美恵 ﾏﾂｳﾗ ﾐｴ 神奈川県 2:20:24

131 5193 鵜飼 博美 ｳｶｲ ﾋﾛﾐ ＬＯＰＥＴ 神奈川県 2:20:38

132 5172 西野 麻子 ﾆｼﾉ ｱｻｺ 神奈川県 2:21:03

133 5197 中村 朋子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 神奈川県 2:21:38

134 5135 大野 幸子 ｵｵﾉ ﾕｷｺ ＳＭＣ 神奈川県 2:21:48

135 5065 清水 茜 ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ 東京都 2:21:59

136 5146 西谷 年代 ﾆｼﾀﾆ ﾄｼﾖ 神奈川県 2:22:17

137 5224 伊勢 由香里 ｲｾ ﾕｶﾘ 神奈川県 2:22:24

138 5232 葉山 文 ﾊｻﾝ ｱﾔ 東京都 2:23:21

139 5137 佐藤 真澄 ｻﾄｳ ﾏｽﾐ 神奈川県 2:23:27

140 5056 田中 ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 神奈川県 2:23:42

141 5068 齋藤 操 ｻｲﾄｳ ﾐｻ 神奈川県 2:24:08

142 5107 安藤 亜子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｺ 神奈川県 2:24:32

143 5108 三好 晶 ﾐﾖｼ ｱｷ 神奈川県 2:24:36

144 5110 小川 由美子 ｵｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 埼玉県 2:24:51

145 5166 山田 由理 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘ 神奈川県 2:24:56

146 5059 山﨑 美也子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾔｺ 千住チアフル 東京都 2:25:02

147 5050 安藤 幸子 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾁｺ 神奈川県 2:25:19

148 5003 鈴木 菜穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 永山クラブ 東京都 2:25:33

149 5092 藤本 浩子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｺ 東京都 2:25:38

150 5155 西 順子 ﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:26:01
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151 5178 橋本 由季子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ 東京都 2:26:01

152 5036 花田 桂子 ﾊﾅﾀﾞ ｹｲｺ 神奈川県 2:26:16

153 5079 中尾 奈美江 ﾅｶｵ ﾅﾐｴ 神奈川県 2:26:30

154 5138 藤田 久美子 ﾌｼﾞﾀ ｸﾐｺ 神奈川県 2:26:51

155 5012 永井 千代子 ﾅｶﾞｲ ﾁﾖｺ チームひよこ 埼玉県 2:26:56

156 5009 服部 和枝 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｴ 東京都 2:27:22

157 5013 佐々木 央子 ｻｻｷ ﾅｶｺ チームひよっ子 埼玉県 2:27:22

158 5085 吉野 久美子 ﾖｼﾉ ｸﾐｺ 千葉県 2:27:26

159 5161 田村 尚子 ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺ レンジャーズ 埼玉県 2:27:38

160 5245 黒岩 香織 ｸﾛｲﾜ ｶｵﾘ 東京都 2:27:48

161 5184 西山 千鶴子 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ 神奈川県 2:27:49

162 5038 古瀬 範子 ﾌﾙｾ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:27:50

163 5048 関田 優子 ｾｷﾀ ﾕｳｺ スイカ婆ー 東京都 2:27:51

164 5031 小泉 三奈子 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾅｺ スイカ婆ー 神奈川県 2:27:51

165 5029 増子 智子 ﾏｽｺ ﾄﾓｺ スイカ婆ー 神奈川県 2:27:52

166 5032 市村 恵都子 ｲﾁﾑﾗ ｴﾂｺ スイカ婆 東京都 2:27:52

167 5030 佐俣 きよみ ｻﾏﾀ ｷﾖﾐ スイカ婆ー 神奈川県 2:27:52

168 5054 松本 美樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ 神奈川県 2:27:59

169 5121 一條 美賀 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐｶ まんぼう 東京都 2:28:57

170 5133 堀江 とくえ ﾎﾘｴ ﾄｸｴ 東京都 2:29:06

171 7501

Ｍａｎｃｅｒａ Ｌｅａ ． Ｆ

ﾏﾝｾﾗ ﾘｰ 2:29:16

172 5087 髙木 孝子 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 神奈川県 2:29:18

173 5130 小川 美恵 ｵｶﾞﾜ ﾐｴ 神奈川県 2:29:32

174 5072 佐藤 桂子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 2:30:15

175 5020 中村 勝子 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｺ 埼玉県 2:32:11

176 5189 田中 有味 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 神奈川県 2:32:43

177 5073 永石 尚子 ﾅｶﾞｲｼ ﾅｵｺ 神奈川県 2:32:45

178 5222 相田 和美 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 2:33:14

179 5093 西岡 直子 ﾆｼｵｶ ﾅｵｺ 神奈川県 2:33:16

180 5220 後藤 尚子 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｺ 神奈川県 2:33:35

181 5221 青山 由香 ｱｵﾔﾏ ﾕｶ 神奈川県 2:33:35

182 5230 大久保 里恵 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｴ 静岡県 2:34:40

183 5045 大濱 由惠 ｵｵﾊﾏ ﾖｼｴ 東京都 2:34:55

184 5243 福崎 加代子 ﾌｸｻﾞｷ ｶﾖｺ 山創建設株式会 神奈川県 2:35:11

185 5109 東條 真美 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏﾐ 東京都 2:35:25

186 5219 細川 幸江 ﾎｿｶﾜ ﾕｷｴ 神奈川県 2:36:15

187 5027 佐藤 真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:37:22

188 5157 山本 真由美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:37:34

189 5260 大野 香代 ｵｵﾉ ｶﾖ 神奈川県 2:39:01

190 5001 玉村 妙子 ﾀﾏﾑﾗ ﾀｴｺ 神奈川県 2:39:23

191 5113 佐藤 美佳代 ｻﾄｳ ﾐｶﾖ 神奈川県 2:39:27

192 5139 江積 亜紀子 ｴﾂﾞﾐ ｱｷｺ 東京都 2:39:31

193 5090 小長井 澤子 ｺﾅｶﾞｲ ﾂﾔｺ 静岡県 2:39:32

194 5106 大塚 やすえ ｵｵﾂｶ ﾔｽｴ 東京都 2:40:13

195 5252 神山 和子 ｺｳﾔﾏ ｶｽﾞｺ 神奈川県 2:41:11

196 5008 高浜 詔子 ﾀｶﾊﾏ ｼｮｳｺ ＴＧ１０ 神奈川県 2:41:51

197 5162 渡部 房枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｻｴ ホノルル同走会 神奈川県 2:42:14

198 5088 野田 政子 ﾉﾀﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 2:42:19

199 5057 松本 敦子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｺ 神奈川県 2:42:36

200 5112 吉崎 静 ﾖｼｻﾞｷ ｼﾂﾞｶ 東京都 2:43:19
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201 5042 本田 薫 ﾎﾝﾀﾞ ｶｵﾙ 神奈川県 2:43:46

202 5223 柴田 知美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 神奈川県 2:45:55

203 5122 中村 純子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:46:19

204 5123 岡本 裕美 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 愛知県 2:47:27

205 5084 門平 恵 ｶﾄﾞﾋﾗ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 2:47:44

206 5131 西澤 正子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｺ 静岡県 2:48:29

207 5086 山崎 友美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:48:41

208 5124 羽石 ひとみ ﾊﾈｲｼ ﾋﾄﾐ 神奈川県 2:49:42

209 5022 小宮 恵子 ｺﾐﾔ ｹｲｺ 神奈川県 2:50:12

210 5080 金子 吉子 ｶﾈｺ ﾖｼｺ 東京都 2:50:42

211 5089 大坂 篤子 ｵｵｻｶ ｱﾂｺ 神奈川県 2:51:15

212 5105 本間 美千代 ﾎﾝﾏ ﾐﾁﾖ 東京都 2:51:29

213 5244 土井 晶子 ﾄﾞｲ ｱｷｺ 東京都 2:53:24

214 5152 杉山 令子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｺ 神奈川県 2:56:40

215 5118 杉田 ともみ ｽｷﾞﾀ ﾄﾓﾐ チーム勝どん 千葉県 2:56:56

216 5074 原田 詔子 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:58:36

217 5098 松田 真紀 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷ 神奈川県 2:59:08

218 7504

ＳＥＧＵＲＡ ＳＴＥＰＨＡＩＮＥ

ｾｷﾞｭﾗ ｽﾃﾌｧﾆｰ 3:04:27

219 5208 下山 久美子 ｼﾓﾔﾏ ｸﾐｺ 神奈川県 3:08:20


