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1 2012 土岐 芙美子 ﾄｷ ﾌﾐｺ 東京都 0:46:03

2 2101 榎本 めぐみ ｴﾉﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 東京都 0:46:47

3 2236 小林 志乃 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉ 神奈川県 0:47:50

4 2238 川又 真美 ｶﾜﾏﾀ ﾏｽﾐ 東京都 0:48:17

5 2005 小槻 有菜 ｵﾂｷ ｱﾘﾅ 埼玉県 0:49:14

6 2227 中條 史穂 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ 茨城県 0:49:30

7 2232 中島 直美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾐ 千葉県 0:49:38

8 2113 仁木 さやか ﾆｷ ｻﾔｶ 新潟県 0:49:52

9 2203 堀江 則子 ﾎﾘｴ ﾉﾘｺ 東京都 0:51:18

10 2234 土屋 明未 ﾂﾁﾔ ｱｹﾐ 東京都 0:51:19

11 2120 小川 美沙子 ｵｶﾞﾜ ﾐｻｺ 東京都 0:51:26

12 2115 山下 美智子 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁｺ 東京都 0:51:49

13 2302 天野 信子 ｱﾏﾉ ﾉﾌﾞｺ 出版開発センター 東京都 0:52:05

14 2311 小島 由子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ さぽーと品川 東京都 0:52:09

15 2220 若杉 理可 ﾜｶｽｷﾞ ﾘｶ 東京都 0:52:13

16 2104 島田 実和 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾜ 東京都 0:52:58

17 2027 清水 孝音 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾈ 癒しの会 埼玉県 0:53:12

18 2045 水越 有美 ﾐｽﾞｺｼ ﾕﾐ 東京都 0:53:56

19 2020 若林 あすか ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 島田商事株式会社 千葉県 0:54:18

20 2223 有賀 香代子 ｱﾙｶﾞ ｶﾖｺ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:54:22

21 2033 武田 麻里 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ 東京都 0:54:24

22 2118 高橋 知江 ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 東京都 0:54:45

23 2213 あきた みつよ ｱｷﾀ ﾐﾂﾖ 東京都 0:54:51

24 2314 楠 瑠美子 ｸｽ ﾙﾐｺ 神奈川県 0:55:23

25 2218 廣光 エリサ ﾋﾛﾐﾂ ｴﾘｻ 東京都 0:55:23

26 2011 松宮 香織 ﾏﾂﾐﾔ ｶｵﾘ 東京都 0:55:52

27 2039 塚野 莉佳 ﾂｶﾉﾘｶ 千葉県 0:56:07

28 2004 田中 沙季 ﾀﾅｶ ｻｷ 埼玉県 0:56:24

29 2022 中澤 優理子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾘｺ 島田商事株式会社 東京都 0:56:24

30 2117 黒河内 絢 ｸﾛｺﾞｳﾁ ｱﾔ 東京都 0:56:27

31 2043 新夕 咲子 ﾆｯﾀ ｻｷｺ 東京都 0:56:33

32 2025 鈴木 衣里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 癒しの会 神奈川県 0:56:36

33 2105 篠田 彩 ｼﾉﾀﾞ ｱﾔ 東京都 0:56:44

34 2316 重信 美佐子 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾐｻｺ 東京都 0:56:59

35 2214 白井 美和子 ｼﾗｲ ﾐﾜｺ 東京都 0:57:01

36 2235 吉田 有里 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ 神奈川県 0:57:03

37 2211 槌谷 育子 ﾂﾁﾔ ｲｸｺ 埼玉県 0:57:07

38 2042 中山 麻衣 ﾅｶﾔﾏ ﾏｲ 東京都 0:57:13

39 2317 大久保 志奈子 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾅｺ 神奈川県 0:57:13

40 2103 鈴木 美保 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 東京都 0:57:30

41 2036 室伏 由佳 ﾑﾛﾌｼ ﾕｶ 東京都 0:57:43

42 2023 藤井 有紀 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 岩渕走友会 東京都 0:57:49

43 2217 福富 克似 ﾌｸﾄﾐ ｶﾂｲ 埼玉県 0:57:51

44 2312 梅原 美枝子 ｳﾒﾊﾗ ﾐｴｺ 大同生命 東京都 0:58:01

45 2026 伊藤 はるか ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 癒しの会 東京都 0:58:01

46 2040 山口 莉奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾅ 神奈川県 0:58:04

47 2037 石田 麻菜美 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 東京都 0:58:39

48 2112 川上 由利恵 ｶﾜｶﾐ ﾕﾘｴ なし 千葉県 0:58:44

49 2125 福田 温子 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｺ 東京都 0:59:00

50 2030 前田 理沙 ﾏｴﾀﾞ ﾘｻ 東京都 0:59:15
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51 2002 天野 真由 ｱﾏﾉ ﾏﾕ 東京聖栄大学 東京都 0:59:19

52 2307 渡邉 聡子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 千葉県 0:59:24

53 2034 丹治 なつ美 ﾀﾝﾁﾞ ﾅﾂﾐ 東京都 0:59:38

54 2107 野口 菜津子 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾂｺ 東京都 0:59:40

55 2102 磯脇 陽子 ｲｿﾜｷ ﾖｳｺ 千葉県 0:59:48

56 2315 中野 静子 ﾅｶﾉ ｼｽﾞｺ 東京都 1:00:29

57 2031 藤澤 愛 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｲ 東京都 1:00:52

58 2318 野明 美智代 ﾉｱｹ ﾐﾁﾖ 埼玉県 1:00:58

59 2206 原田 実果 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶ 東京都 1:01:34

60 2237 岩切 万起子 ｲﾜｷﾘ ﾏｷｺ 神奈川県 1:01:41

61 2114 巻田 麻衣 ﾏｷﾀ ﾏｲ 東京都 1:01:48

62 2201 鈴木 かおり ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 東京都 1:01:53

63 2123 藤田 日向子 ﾌｼﾞﾀﾋﾅｺ 東京都 1:02:01

64 2018 﨑山 優美 ｻｷﾔﾏ ﾕﾐ 東京都 1:02:12

65 2231 岩﨑 英子 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｺ 東京都 1:02:26

66 2304 上ノ畑 久美子 ｳｴﾉﾊﾀ ｸﾐｺ 東京都 1:02:38

67 2306 柳澤 友恵 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｴ 東京都 1:02:38

68 2019 鈴木 舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 東京都 1:02:38

69 2303 並木 真弓 ﾅﾐｷ ﾏﾕﾐ 東京都 1:02:42

70 2225 三角 知恵 ﾐｽﾐ ﾄﾓｴ 埼玉県 1:03:01

71 2210 石井 和希 ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 東京都 1:03:03

72 2219 赤池 千寿 ｱｶｲｹ ﾁｽﾞ 東京都 1:03:22

73 2119 大本 絵利 ｵｵﾓﾄ ｴﾘ 東京都 1:03:23

74 2006 川崎 絵美 ｶﾜｻｷ ｴﾐ 千葉県 1:04:04

75 2007 千葉 由有 ﾁﾊﾞ ﾕｳ 東京都 1:04:08

76 2127 吉野 奈々子 ﾖｼﾉ ﾅﾅｺ 東京都 1:04:25

77 2009 仲野 桃香 ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ おが・おおぐし眼科 埼玉県 1:04:28

78 2124 遠藤 麻宮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐﾔ 埼玉県 1:04:31

79 2240 武田 真実 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾐ 東京都 1:04:39

80 2209 柳瀬 直美 ﾔﾅｾ ﾅｵﾐ 東京都 1:04:51

81 2111 岩本 真由美 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾕﾐ 東京都 1:05:06

82 2239 鈴木 麻美 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ 東京都 1:05:06

83 2116 東海林 利江 ｼｮｳｼﾞ ﾘｴ 東京都 1:05:11

84 2313 鈴木 悦子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 株式会社日立製作所 茨城県 1:05:19

85 2128 青柳 由梨 ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾘ 東京都 1:05:24

86 2024 山田 広美 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 島田商事株式会社 神奈川県 1:05:36

87 2106 大和田 敦子 ｵｵﾜﾀﾞ ｱﾂｺ 宮城県 1:05:50

88 2041 杉山 紗英 ｽｷﾞﾔﾏ ｻｴ 千葉県 1:06:11

89 2021 鈴木 麻菜 ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 島田商事株式会社 東京都 1:06:40

90 2309 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 東京都 1:06:46

91 2310 原田 幹子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｷｺ 東京都 1:06:46

92 2229 福岡 かほり ﾌｸｵｶ ｶﾎﾘ 東京都 1:06:59

93 2003 鈴木 晶歩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾎ 東京都 1:07:19

94 2010 則岡 優麻 ﾉﾘｵｶ ﾕﾏ おが・おおぐし眼科 埼玉県 1:07:32

95 2013 徳植 まい ﾄｸｳｴ ﾏｲ 東京都 1:08:07

96 2228 柏木 佳美 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼﾐ 東京都 1:08:32

97 2221 吉岡 記代子 ﾖｼｵｶ ｷﾖｺ 千葉県 1:08:57

98 2108 松永 美紀 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ おが・おおぐし眼科 埼玉県 1:09:14

99 2305 尾崎 範子 ｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ 東京都 1:09:26

100 2208 廣渡 佳代子 ﾋﾛﾜﾀﾘ ｶﾖｺ 東京都 1:09:26
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101 2008 山本 麻未 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾐ さかなくしょん？？？ 茨城県 1:10:13

102 2202 瓜生 泰子 ｳﾘｳ ﾀｲｺ 東京都 1:10:35

103 2207 浅山 恵 ｱｻﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 1:11:00

104 2046 對馬 可織 ﾂｼﾏ ｶｵﾘ 東京都 1:11:31

105 2047 渡邉 葵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｺ 東京都 1:11:31

106 2212 武藤 理恵 ﾑﾄｳ ﾘｴ 埼玉県 1:12:10

107 2222 長廻 夏美 ﾅｶﾞｻｺ ﾅﾂﾐ 大同生命 東京都 1:12:21

108 2110 高橋 麻里子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 東京都 1:12:50

109 2122 西尾 梨乃 ﾆｼｵ ﾘﾉ 東京都 1:13:18

110 2015 フォス 麗菜 ﾌｫｽ ﾚｲﾅ 神奈川県 1:14:42

111 2016 佐藤 なな ｻﾄｳ ﾅﾅ 神奈川県 1:14:42

112 2038 青木 つかさ ｱｵｷ ﾂｶｻ 埼玉県 1:16:01

113 2035 馬場 枝里奈 ﾊﾞﾊﾞ ｴﾘﾅ 神奈川県 1:22:43

114 2121 野呂 佐和子 ﾉﾛ ｻﾜｺ 東京都 1:25:36

115 2308 大江 美佐子 ｵｵｴ ﾐｻｺ 東京都 1:32:05


