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1 5137 好士 理恵子 ｺｳｼ ﾘｴｺ えもと塾 東京都 1:23:14
2 5039 風見 節子 ｶｻﾞﾐ ｾﾂｺ えもと塾 神奈川県 1:28:19
3 5158 深山 直美 ﾌｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 富山陸協 神奈川県 1:34:53
4 5272 山際 麻代 ﾔﾏｷﾞﾜ ｱｻﾖ 神奈川県 1:35:04
5 5218 加藤 玲子 ｶﾄｳ ﾚｲｺ 百花繚・ＲＵＮ 愛知県 1:37:53
6 5097 近藤 真紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 神奈川県 1:38:20
7 5234 星野 芳美 ﾎｼﾉ ﾖｼﾐ ｅＡ静岡 静岡県 1:38:50
8 5063 廣瀬 光子 ﾋﾛｾ ﾐﾂｺ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 1:38:51
9 5206 菅森 慶子 ｽｶﾞﾓﾘ ｹｲｺ 神奈川県 1:39:43

10 5026 西平 里恵 ﾆｼﾋﾗ ﾘｴ 瀬谷走友会 神奈川県 1:39:52
11 5231 袖之 清乃 ｿﾃﾞﾉ ｷﾖﾉ 神奈川県 1:40:00
12 5128 小田切 早苗 ｵﾀｷﾞﾘ ｻﾅｴ 神奈川県 1:41:47
13 5079 内山 麻貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｷ 神奈川県 1:42:13
14 5250 工藤 敦子 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｺ 静岡県 1:44:40
15 7503 Ｓｔｅｐｈｅｎｓ Ｙｏｋｏ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ ﾖｳｺ 1:44:57
16 5065 菅原 初江 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾂｴ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 1:45:07
17 5084 半田 裕美 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 1:45:33
18 5010 松村 千枝子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴｺ 立川市陸協 東京都 1:47:17
19 5062 石川 恵 ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 1:47:31
20 5268 星野 みゆき ﾎｼﾉ ﾐﾕｷ 多摩川クラブ 神奈川県 1:47:33
21 5074 綾部 しのぶ ｱﾔﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ 東京ＷＩＮＧＳ 神奈川県 1:47:41
22 5266 佐々木 寿子 ｻｻｷ ﾋｻｺ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 1:47:42
23 5191 鈴木 紫乃 ｽｽﾞｷ ｼﾉ 神奈川県 1:47:43
24 5242 北村 美穂 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾎ 神奈川県 1:47:46
25 5252 岸 淳子 ｷｼ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:48:16
26 5255 照井 和子 ﾃﾙｲ ｶｽﾞｺ 神奈川県 1:48:33
27 5032 森山 文 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐ 東京都 1:50:01
28 5201 高野 千種 ﾀｶﾉ ﾁｸﾞｻ ひでよし会 神奈川県 1:50:24
29 5269 豊島 麻紀子 ﾄﾖｼﾏ ﾏｷｺ 東京都 1:50:31
30 5144 青木 妙子 ｱｵｷ ﾀｴｺ 境川ランナーズ 神奈川県 1:51:02
31 5019 丸山 典子 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ シュン整体駅伝部 神奈川県 1:52:25
32 5178 前田 美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 茨城県 1:52:35
33 5017 杉山 志信 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 亀屋染物店 神奈川県 1:52:41
34 5051 新居 恭子 ﾆｲ ｷｮｳｺ 神奈川県 1:52:44
35 5073 秋山 美奈子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅｺ 東京都 1:52:48
36 5132 伊野 さつき ｲﾉ ｻﾂｷ 東京都 1:54:06
37 5140 小沢 恵子 ｵｻﾞﾜ ｹｲｺ 神奈川県 1:54:11
38 5037 山本 美智代 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾁﾖ 神奈川県 1:54:19
39 5104 松岡 恭子 ﾏﾂｵｶ ｷｮｳｺ 東京都 1:55:04
40 5267 大澤 佳絵 ｵｵｻﾜ ｶｴ 神奈川県 1:55:04
41 5233 今村 れい子 ｲﾏﾑﾗ ﾚｲｺ のんでらーず 神奈川県 1:55:10
42 5220 早川 香衣 ﾊﾔｶﾜ ｶｲ 東京都 1:55:28
43 5245 下重 典子 ｼﾓｼﾞｭｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 1:55:47
44 5203 荻野 裕美 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:55:54
45 5175 山口 恵実 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐ 東京都 1:56:07
46 5159 新居田 敦子 ﾆｲﾀﾞ ｱﾂｺ 神奈川県 1:56:43
47 5241 坂上 京子 ｻｶｳｴ ｷｮｳｺ 神奈川県 1:58:23
48 5080 篠崎 照美 ｼﾉｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 弥栄ＲＣ 神奈川県 1:58:24
49 5072 熊澤 文代 ｸﾏｻﾞﾜ ﾌﾐﾖ 神奈川県 1:58:29
50 5027 齋藤 聖子 ｻｲﾄｳ ｾｲｺ 神奈川県 1:58:30
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51 5258 渡部 絵理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 神奈川県 1:59:13
52 5169 高橋 史子 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｺ 神奈川県 1:59:19
53 5038 津田 加奈子 ﾂﾀﾞ ｶﾅｺ 恩鶴 東京都 1:59:22
54 5025 東福 彩 ﾄｳﾌｸ ｱﾔ 東京都 1:59:25
55 5147 元木 満恵 ﾓﾄｷ ﾐﾂｴ 草加ＪＯＧＳ 埼玉県 2:00:11
56 5059 仲野 恵美 ﾅｶﾉ ｴﾐ 神奈川県 2:01:00
57 5115 窪内 明子 ｸﾎﾞｳﾁ ｱｷｺ 神奈川県 2:01:13
58 5154 田中 知子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 神奈川県 2:01:30
59 5212 萩原 幸恵 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 東京都 2:01:47
60 5077 坂東 佳代子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ 神奈川県 2:01:55
61 5110 山野 真希子 ﾔﾏﾉ ﾏｷｺ 東京都 2:02:03
62 5109 樽本 美都子 ﾀﾙﾓﾄ ﾐﾂｺ 神奈川県 2:03:06
63 5230 杉原 紀子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:03:32
64 5243 梅田 直子 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｺ 神奈川県 2:03:54
65 5107 望月 由美子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:03:57
66 5131 井上 淳子 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 2:05:02
67 5174 玉田 由紀子 ﾀﾏﾀﾞ ﾕｷｺ 東京都 2:05:21
68 5235 五十嵐 明美 ｲｶﾞﾗｼ ｱｹﾐ リスタート 東京都 2:05:26
69 5081 斉藤 たまき ｻｲﾄｳ ﾀﾏｷ バンバンクラブ 東京都 2:05:45
70 5219 尾崎 のどか ｵｻﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 東京都 2:05:54
71 5214 廣崎 英子 ﾋﾛｻｷ ｴｲｺ 神奈川県 2:06:01
72 5090 阿部 幸子 ｱﾍﾞ ｻﾁｺ 東京都 2:06:36
73 5173 勝野 美樹 ｶﾂﾉ ﾐｷ 東京都 2:07:09
74 5207 伊藤 枝里子 ｲﾄｳ ｴﾘｺ 神奈川県 2:07:13
75 5260 栗原 真紀 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ エフアンドエフ 東京都 2:08:14
76 5054 小川 由貴 ｵｶﾞﾜ ﾕｷ 千葉県 2:08:37
77 5152 岩堀 悦子 ｲﾜﾎﾘ ｴﾂｺ 神奈川県 2:08:53
78 5270 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 神奈川県 2:08:56
79 5088 堀 麻美子 ﾎﾘ ﾏﾐｺ 神奈川県 2:09:12
80 5083 安藤 博子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:09:12
81 5108 斎藤 照美 ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾐ なずな陸上部 東京都 2:09:21
82 5021 米谷 協子 ﾖﾈﾀﾆ ｷｮｳｺ 東京都 2:09:35
83 5129 渡辺 千春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 東京都 2:09:39
84 5053 稲垣 智子 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓｺ 埼玉県 2:09:45
85 5093 淺見 麻子 ｱｻﾐ ｱｻｺ 東京都 2:09:50
86 5183 小林 加代子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾖｺ 相模原走ろう会 神奈川県 2:10:33
87 5112 小倉 茂子 ｵｸﾞﾗ ｼｹﾞｺ 神奈川県 2:10:55
88 5056 山本 里美 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾐ 瀬谷走友会 神奈川県 2:10:58
89 5198 平澤 理子 ﾋﾗｻﾜ ｱﾔｺ 神奈川県 2:11:03
90 5045 高橋 理恵子 ﾀｶﾊｼ ﾘｴｺ 神奈川県 2:11:07
91 5052 相馬 奈々美 ｿｳﾏ ﾅﾅﾐ 神奈川県 2:11:14
92 5197 大籮 千春 ﾀｲﾗ ﾁﾊﾙ 神奈川県 2:11:22
93 5192 佐古 賀子 ｻｺ ﾖｼｺ 大阪府 2:11:32
94 5237 大高 真由美 ｵｵﾀｶ ﾏﾕﾐ 東京都 2:11:37
95 5247 白井 布美子 ｼﾗｲ ﾌﾐｺ 東京都 2:12:22
96 5263 大山 信子 ｵｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 東京都 2:13:43
97 5163 吉野 佳代子 ﾖｼﾉ ｶﾖｺ 清川病院 神奈川県 2:15:42
98 5078 志田 八重子 ｼﾀﾞ ﾔｴｺ 神奈川県 2:16:00
99 5099 齋藤 操 ｻｲﾄｳ ﾐｻ 神奈川県 2:16:05

100 5236 平井 明美 ﾋﾗｲ ｱｹﾐ 東京都 2:16:06
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101 5259 上田 裕子 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:16:19
102 5188 鳥澤 祐子 ﾄﾘｻﾜ ﾕｳｺ 神奈川県 2:16:24
103 5031 千田 奈々子 ｾﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 東京都 2:16:32
104 5028 成川 文子 ﾅﾘｶﾜ ﾌﾐｺ ＴｅａｍＳＩＭ 神奈川県 2:17:05
105 5040 児嶋 佐和子 ｺｼﾞﾏ ｻﾜｺ スリーエムジャパン 東京都 2:18:03
106 5202 タウナー ゾライダ ﾀｳﾅｰ ｿﾞﾗｲﾀﾞ 神奈川県 2:18:05
107 5041 穐山 陽子 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｺ 東京都 2:18:28
108 5228 大角 美香 ｵｵｽﾐ ﾐｶ 神奈川県 2:18:37
109 5271 吉村 美貴子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｷｺ ＲＲＴ 東京都 2:19:11
110 5069 佃 由美 ﾂｸﾀﾞ ﾕﾐ 神奈川県 2:19:22
111 5193 古橋 悦子 ﾌﾙﾊｼ ｴﾂｺ 東京都 2:19:33
112 5092 井口 実佳 ｲｸﾞﾁ ﾐｶ 東京都 2:20:10
113 5006 寺岡 美佐子 ﾃﾗｵｶ ﾐｻｺ 神奈川県 2:20:24
114 5136 鬼丸 まゆみ ｵﾆﾏﾙ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:20:33
115 5023 佐宗 玲子 ｻｿｳ ﾚｲｺ 神奈川県 2:20:33
116 5089 原田 淳子 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ＪＤＳ 神奈川県 2:20:54
117 5248 齊藤 真由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:20:54
118 5200 中村 由美子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ ぼんクラブ 千葉県 2:21:08
119 5058 西澤 正子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｺ 東京都 2:21:18
120 5149 小林 真由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:21:43
121 5180 宮野 美奈子 ﾐﾔﾉ ﾐﾅｺ チームＫ 埼玉県 2:22:07
122 5118 和田 麻実子 ﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 東京都 2:22:18
123 5098 冨井 圭子 ﾄﾐｲ ｹｲｺ 神奈川県 2:22:46
124 5106 加藤 澄子 ｶﾄｳ ｽﾐｺ 神奈川県 2:22:51
125 5085 大隈 ひとみ ｵｵｸﾏ ﾋﾄﾐ 東京都 2:23:15
126 5011 竹澤 裕子 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｳｺ 相模原走ろう会 神奈川県 2:23:24
127 5253 小林 真知子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾁｺ 東京都 2:23:42
128 5139 松崎 喜代子 ﾏﾂｻﾞｷ ｷﾖｺ 神奈川県 2:23:49
129 5187 高橋 信恵 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ 東京都 2:23:54
130 5172 野崎 真澄 ﾉｻﾞｷ ﾏｽﾐ チームぴーこ 東京都 2:24:00
131 5111 鵜原 昌子 ｳﾊﾗ ﾏｻｺ 神奈川県 2:24:15
132 5208 羽野 三千世 ﾊﾉ ﾐﾁﾖ 東京都 2:24:18
133 5123 大矢 志乃 ｵｵﾔ ｼﾉ スタディラボ 東京都 2:24:44
134 5086 川嶋 博子 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｺ 東京都 2:24:59
135 5068 貝原 博子 ｶｲﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 東京都 2:25:07
136 5146 玉木 みどり ﾀﾏｷ ﾐﾄﾞﾘ 埼玉県 2:25:53
137 5082 森兼 亜紀子 ﾓﾘｶﾈ ｱｷｺ チーム臼澤 神奈川県 2:26:15
138 5156 森田 かおり ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ 埼玉県 2:26:18
139 5133 川野 幸子 ｶﾜﾉ ｻﾁｺ 東京都 2:26:19
140 5168 安藤 幸子 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾁｺ 神奈川県 2:26:21
141 5138 波平 由紀子 ﾅﾐﾋﾗ ﾕｷｺ 神奈川県 2:27:15
142 5185 笹島 奈保美 ｻｻｼﾞﾏ ﾅｵﾐ 神奈川県 2:27:23
143 5044 冨本 美沙江 ﾄﾐﾓﾄ ﾐｻｴ 神奈川県 2:27:26
144 5013 南山 順子 ﾐﾅﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 横浜いずみ 神奈川県 2:27:27
145 5265 小室 久美子 ｺﾑﾛ ｸﾐｺ 酒ＲＵＮ 東京都 2:27:34
146 5171 杉下 由里子 ｽｷﾞｼﾀ ﾕﾘｺ 東京都 2:27:41
147 5075 小野寺 明子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷｺ 神奈川県 2:27:50
148 5018 重信 エミ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｴﾐ 東京都 2:27:52
149 5036 出川 藍子 ﾃﾞｶﾞﾜ ｱｲｺ 千葉県 2:27:59
150 5249 大須賀 祐子 ｵｵｽｶﾞ ﾕｳｺ 群馬県 2:28:14
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151 5209 城田 知子 ｼﾛﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 2:28:17
152 5167 丸田 博子 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:29:04
153 5055 副島 恵子 ｿｴｼﾞﾏ ｹｲｺ 神奈川県 2:29:09
154 5145 久本 三喜子 ﾋｻﾓﾄ ﾐｷｺ 東京都 2:29:23
155 5264 加藤 温子 ｶﾄｳ ﾊﾙｺ 東京都 2:29:53
156 5179 椿 ちあき ﾂﾊﾞｷ ﾁｱｷ 神奈川県 2:29:54
157 5071 関口 真理子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 神奈川県 2:30:30
158 5116 永尾 三奈 ﾅｶﾞｵ ﾐﾅ ｌｏｖｅｔｒｕｎｃ 神奈川県 2:30:51
159 5160 松永 正枝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｴ 東京都 2:31:08
160 5150 安達 美奈子 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾅｺ 神奈川県 2:31:20
161 5195 小島 聖子 ｺｼﾞﾏ ｾｲｺ つるっこ 神奈川県 2:31:44
162 5216 佐々木 スミ子 ｻｻｷ ｽﾐｺ 神奈川県 2:31:46
163 5124 川崎 美香 ｶﾜｻｷ ﾐｶ たまプラＦＡＭＳ 神奈川県 2:31:56
164 5064 小野田 結希 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都 2:32:36
165 5050 北浦 利恵子 ｷﾀｳﾗ ﾘｴｺ 東大和高１４期 東京都 2:32:51
166 5251 天休 一子 ﾃﾝｷｭｳ ｶｽﾞｺ 東京都 2:33:08
167 5262 中原 誓子 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｺ 東京都 2:33:46
168 5015 平内 明日香 ﾋﾗｳﾁ ｱｽｶ 神奈川県 2:34:26
169 5157 小寺 依梨子 ｺﾃﾞﾗ ｴﾘｺ 神奈川県 2:34:34
170 5148 嶋田 真紀子 ｼﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 神奈川県 2:34:58
171 5127 関山 洋子 ｾｷﾔﾏ ﾖｳｺ 舞ペース 神奈川県 2:35:16
172 5176 小川 美恵 ｵｶﾞﾜ ﾐｴ 神奈川県 2:35:43
173 5211 信谷 則子 ﾉﾌﾞﾀﾆ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:36:01
174 5244 山本 真由美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 富士フイルム 神奈川県 2:36:34
175 5001 佐藤 桂子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 2:37:15
176 5232 濱田 佐知子 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 東京都 2:37:32
177 5254 川畑 温美 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾐ 東京都 2:38:06
178 5014 鈴木 菜穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 東京都 2:38:21
179 5196 鷲田 三奈子 ﾜｼﾀﾞ ﾐﾅｺ 神奈川県 2:38:24
180 5095 吉田 陽子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都 2:41:00
181 5240 吉澤 晶子 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｷｺ 東京都 2:41:20
182 5101 槇田 知恵 ﾏｷﾀ ﾁｴ 神奈川県 2:41:23
183 5153 大澤 弘子 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｺ 埼玉県 2:41:24
184 5091 西岡 直子 ﾆｼｵｶ ﾅｵｺ 神奈川県 2:42:09
185 5030 井川 美穂子 ｲｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 神奈川県 2:43:01
186 5217 宮本 愛子 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲｺ 神奈川県 2:43:22
187 5117 吉水 美琴 ﾖｼﾐｽﾞ ﾐｺﾄ 神奈川県 2:44:12
188 5119 渡邊 悦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 神奈川県 2:44:29
189 5204 堀内 純 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:45:03
190 5257 若山 香織 ﾜｶﾔﾏ ｶｵﾘ 東京都 2:45:39
191 5125 川村 弘子 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:45:43
192 5043 松本 敦子 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｺ 神奈川県 2:48:14
193 5224 吉田 いづみ ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ フォンタナ 東京都 2:48:35
194 5215 中里 嘉代 ﾅｶｻﾄ ｶﾖ なかちゃん 東京都 2:48:51
195 5273 田中 美穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 神奈川県 2:49:05
196 5048 青木 直子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 神奈川県 2:49:22
197 5033 堀内 美鈴 ﾎﾘｳﾁ ﾐｽｽﾞ 東京都 2:49:45
198 5004 飛田 則子 ﾄﾋﾞﾀ ﾉﾘｺ 相模原走ろう会 神奈川県 2:50:50
199 5100 飯塚 あけみ ｲｲﾂﾞｶ ｱｹﾐ 神奈川県 2:51:27
200 5222 梶山 園子 ｶｼﾞﾔﾏ ｿﾉｺ 東京都 2:51:37
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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 県 名 記 録

201 5020 野崎 安津子 ﾉｻﾞｷ ｱﾂｺ 神奈川県 2:52:30
202 5182 新谷 祐子 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｺ 東京都 2:53:54
203 5165 片山 ちひろ ｶﾀﾔﾏ ﾁﾋﾛ 東京都 2:54:16
204 5246 西野 麻子 ﾆｼﾉ ｱｻｺ 神奈川県 2:54:22
205 5134 石井 孝子 ｲｼｲ ﾀｶｺ 神奈川県 2:54:28
206 5223 有馬 信子 ｱﾘﾏ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 2:54:47
207 5239 網田 恭子 ｱﾐﾀ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:55:23
208 5261 中園 美香 ﾅｶｿﾞﾉ ﾐｶ 東京都 2:56:14
209 5135 梧桐 貴子 ｺﾞﾄﾞｳ ﾀｶｺ 神奈川県 2:56:31
210 5003 西尾 淑子 ﾆｼｵ ﾖｼｺ 神奈川県 2:56:57
211 5155 小澤 由美子 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 埼玉県 2:56:57
212 5199 田尾 久子 ﾀｵ ﾋｻｺ 千葉県 2:58:05
213 5060 佐藤 真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 2:58:22
214 5189 森 郁恵 ﾓﾘ ｲｸｴ 東京都 2:58:37
215 5066 河地 真由美 ｶﾜﾁ ﾏﾕﾐ 神奈川県 3:02:19
216 5105 山城 美紀 ﾔﾏｼﾛ ﾐｷ 神奈川県 3:04:13
217 7501 Ｔｅｒｒｙ Ｓｈｅｒｒｉ．Ａ ﾃﾘｰ ｼｪﾘｰ 3:06:59
218 5009 藤本 浩子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｺ 東京都 3:07:35
219 5002 髙木 孝子 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 神奈川県 3:10:25
220 5164 佐藤 知子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 愛知県 3:11:35
221 5130 森本 純子 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 3:11:56
222 5022 熊田 利英子 ｸﾏﾀﾞ ﾘｴｺ マラソン完走クラブ 東京都 3:13:57
223 5008 野田 政子 ﾉﾀﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 3:14:27
224 5067 菊川 理恵 ｷｸｶﾜ ﾘｴ 東京都 3:19:33
225 7505 Ｔｒａｖｉｅｒ Ｄｏｒｉｓ．Ｅ ﾄﾗﾋﾞｱｰ ﾄﾞﾘｽ 3:32:59
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