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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 カ ナ 所属クラブ 記 録

1 14005 吉村 玲美 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾐ 白鵬女子高等学校 0:33:31
2 14018 信櫻 空 ｼﾉｻﾞｸﾗ ｿﾗ 川崎市立橘高校 0:34:15
3 14068 前田 梅香 ﾏｴﾀﾞ ｳﾒｶ 立教大学 0:35:25
4 14011 夏川 茂子 ﾅﾂｶﾜ ﾓｺ 白鵬女子高等学校 0:35:34
5 14025 綾部 しのぶ ｱﾔﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ ＤｒｅａｍＡＣ 0:35:38
6 14015 中島 璃音 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｵﾝ 白鵬女子高等学校 0:35:52
7 14007 小谷 真波 ｺﾀﾆ ﾏﾅﾐ 白鵬女子高等学校 0:35:55
8 14008 相澤 瑠香 ｱｲｻﾞﾜ ﾙｶ 白鵬女子高等学校 0:36:02
9 14036 金澤 結 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲ 0:36:23

10 14031 井上 明南 ｲﾉｳｴ ｱｷﾅ 川崎市立橘高校 0:36:24
11 14032 満谷 咲子 ﾐﾂﾀﾆ ｻｷｺ 川崎市立橘高校 0:36:25
12 14009 松田 梨里 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾘ 白鵬女子高等学校 0:36:42
13 14012 村田 楓佳 ﾑﾗﾀ ﾌｳｶ 白鵬女子高等学校 0:37:12
14 14013 梶原 真由 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 白鵬女子高等学校 0:37:48
15 14033 有原 夏七美 ｱﾘﾊﾗ ﾅﾅﾐ 川崎市立橘高校 0:37:49
16 14027 大石 彩季 ｵｵｲｼ ｱﾔｷ 川崎市立橘高校 0:37:55
17 14038 小幡 美貴 ｵﾊﾞﾀ ﾐｷ 立教大学 0:38:42
18 14034 甘利 晴香 ｱﾏﾘ ﾊﾙｶ 川崎市立橘高校 0:38:49
19 14026 中野 公美子 ﾅｶﾉ ｷﾐｺ 帝京科学大学 0:38:50
20 14002 佐久間 菜摘 ｻｸﾏ ﾅﾂﾐ 松蔭大学 0:38:57
21 14014 富田 和佳子 ﾄﾐﾀ ﾜｶｺ 白鵬女子高等学校 0:39:24
22 14029 近藤 さくら ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ 東京都立南平高等学校0:39:24
23 14019 前田 桃花 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 立教大学陸上部 0:39:26
24 14021 佐野 成泉 ｻﾉ ﾅﾙﾐ 川崎市立橘高等学校 0:39:52
25 14028 勝浦 みどり ｶﾂｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 白岡ＲＣ 0:40:05
26 14071 北郷 美奈 ｷﾀｺﾞｳ ﾐﾅ 松蔭大学 0:40:09
27 14016 間宮 千晴 ﾏﾐﾔ ﾁﾊﾙ 白鵬女子高等学校 0:40:17
28 14035 倉田 優子 ｸﾗﾀ ﾕｳｺ トップギア 0:40:41
29 14017 亀田 光 ｶﾒﾀﾞ ﾋｶﾙ 白鵬女子高等学校 0:40:50
30 14054 瀧沢 南海 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾐ 瀬谷西高校 0:42:09
31 14030 石井 あかね ｲｼｲ ｱｶﾈ 東京都立南平高等学校0:43:00
32 14039 小田島 侑美 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｷﾐ 0:43:01
33 14037 杉崎 莉々 ｽｷﾞｻｷ ﾘﾘ 立教大学 0:43:36
34 14069 富川 江利香 ﾄﾐｶﾜ ｴﾘｶ 横浜中央走友会 0:43:41
35 14072 寺西 千明 ﾃﾗﾆｼ ﾁｱｷ 横浜市立大学 0:43:42
36 14041 村田 朝子 ﾑﾗﾀ ｱｻｺ 不忍池ＡＣ 0:43:53
37 14040 佐藤 永子 ｻﾄｳ ﾋｻｺ 0:44:16
38 14001 堀川 由香里 ﾎﾘｶﾜ ﾕｶﾘ 松蔭大学 0:45:22
39 14044 中原 久代 ﾅｶﾊﾗ ﾋｻﾖ 0:47:11
40 14043 三橋 裕子 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾛｺ ＳＷＡＣ 0:47:26
41 14047 中村 美由紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ ザ・スペース 0:47:54
42 14059 小川 夏澄 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ 瀬谷西高校 0:47:58
43 14053 丸山 美海 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｳ 横浜翠陵高校 0:48:18
44 14052 池谷 爽果 ｲｹﾔ ｻﾜｶ 横浜翠陵高校 0:48:40
45 14055 小川 鈴奈 ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 都立南平高校陸上競技部0:48:46
46 14045 村田 博美 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾐ 座間市陸協 0:49:16
47 14066 眞野 遥 ﾏﾉ ﾊﾙｶ 0:49:36
48 14051 中澤 碧 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 横浜翠陵高校 0:49:36
49 14062 西沢 未来笑 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾗｴ 横浜翠陵高等学校陸上競技部0:51:33
50 14050 高島 洋子 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｺ バンバンクラ 0:51:34
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51 14057 小林 真紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷｺ クラブＲ２東日本 0:52:11
52 14058 皆川 愛音 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｲﾈ 0:55:34
53 14064 大浪 あかり ｵｵﾅﾐ ｱｶﾘ 0:55:40
54 14061 花岡 紗葵 ﾊﾅｵｶ ｻｷ 瀬谷西高校 0:58:32
55 14065 古屋 華子 ﾌﾙﾔ ﾊﾅｺ 横浜翠陵高等学校陸上競技部0:59:05
56 14048 土屋 芙優理 ﾂﾁﾔ ﾌﾕﾘ 横浜翠陵高校 0:59:48
57 14067 亀江 弥咲 ｶﾒｴ ﾐｻｷ 1:03:03
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