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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 県 名 記 録

1 4059 和泉原 あかり ｲｽﾞﾐﾊﾗ ｱｶﾘ 神奈川県 1:37:18
2 4037 安藤 園子 ｱﾝﾄﾞｳ ｿﾉｺ 東京都 1:48:40
3 4038 田野 知江 ﾀﾉ ﾄﾓｴ 神奈川県 1:50:11
4 4010 藥師川 佳奈恵 ﾔｸｼｶﾞﾜ ｶﾅｴ ＳＬ！マラソン部 神奈川県 1:50:59
5 4046 大友 恭子 ｵｵﾄﾓ ｷｮｳｺ 東京都 1:52:32
6 4001 星 智美 ﾎｼ ﾄﾓﾐ 神奈川県 1:57:43
7 4019 池ノ谷 文子 ｲｹﾉﾔ ｱﾔｺ 神奈川県 2:00:56
8 4014 谷本 まい子 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｲｺ 神奈川県 2:03:21
9 4031 佐藤 玲 ｻﾄｳ ﾚｲ 東京都 2:03:43

10 4047 岡田 望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 東京都 2:04:19
11 4007 平井 綾乃 ﾋﾗｲ ｱﾔﾉ 神奈川県 2:06:41
12 4050 清野 千矢 ｾｲﾉ ﾁﾔ 三河エンジェルス 神奈川県 2:06:45
13 4044 八木 梓 ﾔｷﾞ ｱｽﾞｻ 静岡県 2:06:51
14 4023 小城 寛子 ｺｼﾛ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:08:39
15 4025 安藤 柚香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 法政大学高校 神奈川県 2:09:12
16 4012 清水 玲奈 ｼﾐｽﾞ ﾚﾅ 東京都 2:09:34
17 4008 伊藤 実紅 ｲﾄｳ ﾐｸ 兵庫県 2:09:35
18 4011 大隈 なな子 ｵｵｸﾏ ﾅﾅｺ 青山学院大学 東京都 2:11:55
19 4034 奥島 香菜子 ｵｸｼﾏ ｶﾅｺ 東京都 2:12:51
20 4003 松本 祐月 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 東京都 2:12:58
21 4043 安達 萌夏 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴｶ 東京都 2:13:20
22 4056 菅野 蘭 ｶﾝﾉ ﾗﾝ 東京都 2:14:29
23 4033 横山 朋実 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾐ 東京都 2:14:44
24 4004 若宮 未希 ﾜｶﾐﾔ ﾐｷ 東京都 2:15:17
25 4032 清水 祥子 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺ 神奈川県 2:16:29
26 4022 望月 穂野香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾎﾉｶ 神奈川県 2:17:10
27 4028 宮塚 悠子 ﾐﾔﾂｶ ﾕｳｺ 東京都 2:17:10
28 4060 仲村 れな ﾚﾅ ｳｴﾉ 2:17:30
29 4036 横山 蒼 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 神奈川県 2:17:30
30 4029 柴田 詩織 ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ なし 神奈川県 2:21:27
31 4017 佐久間 ありさ ｻｸﾏ ｱﾘｻ 東京都 2:23:21
32 4041 高橋 朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ なし 東京都 2:23:32
33 4039 古殿 陽子 ﾌﾙﾄﾉ ﾖｳｺ 神奈川県 2:25:31
34 4058 長野 未希 ﾅｶﾞﾉ ﾐｷ 神奈川県 2:29:57
35 4020 坂本 江莉 ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 東京都 2:32:08
36 4027 佐藤 江里 ｻﾄｳ ｴﾘ 東京都 2:35:17
37 4024 太田 泰子 ｵｵﾀ ﾔｽｺ 東京都 2:35:23
38 4013 髙松 梨沙 ﾀｶﾏﾂ ﾘｻ 髙松家 埼玉県 2:35:28
39 4015 本田 杏紗 ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾞｻ 酒ＲＵＮ 東京都 2:36:32
40 4055 塚原 恵 ﾂｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 東京都 2:37:16
41 4009 飯島 利奈 ｲｲｼﾞﾏ ﾘﾅ 田川研運動部 東京都 2:38:37
42 4053 岡部 あずさ ｵｶﾍﾞ ｱｽﾞｻ 埼玉県 2:40:18
43 4016 戸田 穂乃香 ﾄﾀﾞ ﾎﾉｶ 神奈川県 2:42:21
44 7405 Ｂａｓｓｔｔｅ Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ．Ｎ ﾊﾞｾﾞｯﾄ ｽﾃﾌｧﾆｰ 2:45:39
45 4030 村田 有実子 ﾑﾗﾀ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:46:41
46 4057 大原 里華 ｵｵﾊﾗ ﾘｶ 東京都 2:49:43
47 4026 唐澤 知香子 ｶﾗｻﾜ ﾁｶｺ 東京都 2:51:49
48 4051 太田 秋菜 ｵｵﾀ ｱｷﾅ 神奈川県 2:53:29
49 4054 堀切 陽子 ﾎﾘｷﾘ ﾖｳｺ 東京都 2:56:48
50 4018 河村 真由美 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕﾐ 東京都 2:58:03
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51 4052 秋葉 優美子 ｱｷﾊﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:58:18
52 7401 Ｋｕｓａｋａ Ｍｉｃｈｅｌｌｅ．Ｃ ｸｻｶ ﾐｼｪﾙ 3:02:23
53 4006 佐倉 優花 ｻｸﾗ ﾕｳｶ 東京都 3:06:10
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