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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ ⽒ 名 ⽒名(ｶﾅ) 都道府県名 所 属 記 録
1位 1505 尾藤 朋美 ﾋﾞﾄｳ ﾄﾓﾐ 東京都 3:44:25
2位 1503 みゃこ ﾐｬｺ 埼⽟県 3:49:24
3位 1506 ⻑野 安那 ﾅｶﾞﾉ ｱﾝﾅ ⻑野市 3:52:44
4位 1616 澤⽥ 由紀⼦ ｻﾜﾀﾞ ﾕｷｺ 信濃町 4:01:33
5位 1627 野永 美咲 ﾉﾅｶﾞ ﾐｻｷ 東京都 4:02:23
6位 1502 陣在 ほのか ｼﾞﾝｻﾞｲ ﾎﾉｶ 神奈川県 4:08:40
7位 1638 岩井 絵美 ｲﾜｲ ｴﾐ 埼⽟県 4:09:40
8位 1612 苅尾 知⾥ ｶﾘｵ ﾁｻﾄ 埼⽟県 4:16:31
9位 1532 加藤 ⿇実⼦ ｶﾄｳ ﾏﾐｺ 東京都 4:16:43

10位 1541 依⽥ 紀美 ﾖﾀﾞ ｷﾐ 須坂市 4:26:22
11位 1631 中村 安寿 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ ⽩⾺村 4:40:54
12位 1625 原 万由美 ﾊﾗ ﾏﾕﾐ 岐⾩県 4:41:03
13位 1563 森 規⾥⼦ ﾓﾘ ｷﾘｺ 神奈川県 4:42:12
14位 1605 森本 みずき ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 茨城県 4:43:15
15位 1643 ⼭⽥ 千恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴ 静岡県 4:50:02
16位 1633 ⾼橋 玲⾐ ﾀｶﾊｼ ﾚｲ 東京都 4:54:51
17位 1562 坪⽥ 純⼦ ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 松本市 5:05:32
18位 1557 江崎 光世 ｴｻｷ ﾐﾂﾖ 愛知県 5:10:06
19位 1614 佐藤 直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 静岡県 5:13:27
20位 1626 松浪 ⿇⾐⼦ ﾏﾂﾅﾐ ﾏｲｺ ⼤阪府 5:14:03
21位 1523 北村 美穂 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾎ 神奈川県 5:14:05
22位 1536 松岡 光代 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾖ 飯⼭市 5:14:52
23位 1637 柚⽊ ひかる ﾕﾉｷ ﾋｶﾙ 富⼭県 5:17:16
24位 1507 諸隈 史⾹ ﾓﾛｸﾏ ﾌﾐｶ 埼⽟県 フイナム ランニング クラブ♡ 5:19:14
25位 1610 福⽥ 房代 ﾌｸﾀﾞ ﾌｻﾖ 京都府 5:24:31
26位 1632 市川 理紗 ｲﾁｶﾜ ﾘｻ 埼⽟県 5:24:38
27位 1579 岩井 菜津未 ｲﾜｲ ﾅﾂﾐ 滋賀県 5:28:11
28位 1602 洞⼾ 萌未 ﾎﾗﾄﾞ ﾓｴﾐ 愛知県 5:31:28
29位 1629 ⼤⻄ 直美 ｵｵﾆｼ ﾅｵﾐ ⿃取県 5:33:00
30位 1630 中世古 法⼦ ﾅｶｾﾞｺ ﾉﾘｺ 三重県 5:39:23
31位 1577 五島 悦⼦ ｺﾞﾄｳ ｴﾂｺ 愛知県 5:42:18
32位 1587 ⼤⻄ 玲⼦ ｵｵﾆｼ ﾚｲｺ ⼤阪府 5:43:00
33位 1644 築⽥ 真実 ﾂｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 新潟県 5:45:12
34位 1606 樽⽊ マキ ﾀﾙｷ ﾏｷ 神奈川県 5:45:34
35位 1590 橋本 育恵 ﾊｼﾓﾄ ｲｸｴ 東京都 5:46:09
36位 1636 有賀 千春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 5:52:21
37位 1598 漆畑 佳菜⼦ ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 静岡県 5:52:45
38位 1572 松⽥ 裕⼦ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 5:54:09
39位 1575 前⽥ 順⼦ ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 滋賀県 5:56:26
40位 1540 橋本 尚⼦ ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｺ 東京都 5:58:27
41位 1543 ⽵村 結⼦ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 5:58:30
42位 1641 蘆澤 ⼩百合 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 上松町 5:59:55
43位 1618 柴⼊ 喜久乃 ｼﾊﾞｲﾘ ｷｸﾉ 神奈川県 6:03:20
44位 1510 ⼩⼭内 真紀 ｵｻﾅｲ ﾏｷ 神奈川県 6:03:58
45位 1581 ⽊村 愛 ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ ⼤阪府 6:14:49
46位 1551 中島 ⾥絵 ﾅｶｼﾏ ｻﾄｴ 兵庫県 6:14:57
47位 1600 内⽥ 知⾒ ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知県 6:15:20
48位 1580 窪⽥ ひさみ ｸﾎﾞﾀ ﾋｻﾐ 富⼭県 6:16:49
49位 1583 古森 美佐 ｺﾓﾘ ﾐｻ 兵庫県 6:17:10
50位 1585 ⽥中 佐紀⼦ ﾀﾅｶ ｻｷｺ 埼⽟県 6:17:17
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出走数：124　フィニッシュ数：95　完走率：76.6%
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51位 1611 上村 由美 ｳｴﾑﾗ ﾕﾐ 神奈川県 6:17:52
52位 1595 望⽉ 由美⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾐｺ 神奈川県 6:19:53
53位 1599 ⾼⼭ 真奈 ﾀｶﾔﾏ ﾏﾅ 愛知県 6:21:15
54位 1588 ⼭城 英美 ﾔﾏｼﾛ ｴﾐ 神奈川県 6:24:42
55位 1593 阿久津 圭⼦ ｱｸﾂ ｹｲｺ 兵庫県 6:27:03
56位 1646 ⻄⾕ 綾⼦ ﾆｼﾀﾆ ｱﾔｺ 東京都 6:31:57
57位 1609 ⽯和 美紀 ｲｼﾜ ﾐｷ 茨城県 6:32:38
58位 1635 降籏 和美 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 松本市 6:32:45
59位 1569 浜島 ⾥枝 ﾊﾏｼﾏ ﾘｴ 埼⽟県 6:33:08
60位 1552 中村 恵美 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ 兵庫県 6:34:09
61位 1531 佐藤 式⼦ ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 6:34:18
62位 1613 天⾕ 美怜 ｱﾏﾔ ﾐｻﾄ 福井県 6:36:45
63位 1549 前⽥ 亜砂 ﾏｴﾀﾞ ｱｻ 東京都 6:38:54
64位 1558 ⼭上 満⼦ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾐﾂｺ 兵庫県 6:39:33
65位 1722 加茂 あすみ ｶﾓ ｱｽﾐ 東京都 6:39:38
66位 1516 植村 招⼦ ｳｴﾑﾗ ｼｮｳｺ ⼤阪府 6:39:59
67位 1547 ⽔⿃ 優⼦ ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳｺ 東京都 6:40:39
68位 1561 狩野 さおり ｶﾉｳ ｻｵﾘ 神奈川県 6:41:24
69位 1521 原川 ひろこ ﾊﾗｶﾜ ﾋﾛｺ 東京都 6:41:31
70位 1559 東條 薫 ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｵﾙ 神奈川県 6:41:45
71位 1545 ⽻⼭ 由樹 ﾊﾔﾏ ﾕｷ 奈良県 6:43:25
72位 1642 桑原 ⿇美 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱｻﾐ 新潟県 6:48:31
73位 1620 ⽂ 寶榮 ﾑﾝ ﾎﾞﾖﾝ 福井県 6:49:25
74位 1615 ⼭⽥ 素⼦ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｺ 静岡県 6:50:34
75位 1527 三⽊ 直⼦ ﾐｷ ﾅｵｺ 京都府 6:54:18
76位 1528 上 美津⼦ ｳｴ ﾐﾂｺ 奈良県 6:57:25
77位 1640 森本 郁美 ﾓﾘﾓﾄ ｲｸﾐ 愛知県 7:00:49
78位 1582 門⾺ 愛⼦ ﾓﾝﾏ ｱｲｺ 東京都 7:02:36
79位 1514 林 ⾥枝 ﾊﾔｼ ﾘｴ 埼⽟県 7:03:08
80位 1576 加藤 利恵⼦ ｶﾄｳ ﾘｴｺ 滋賀県 7:05:35
81位 1617 飯⽥ 千晶 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ ⻑野市 7:06:38
82位 1566 久⽥ 結花 ﾋｻﾀﾞ ﾕｶ 愛知県 7:07:42
83位 1512 村岡 久美⼦ ﾑﾗｵｶ ｸﾐｺ 東京都 7:09:33
84位 1622 ⽵内 円雅 ﾀｹｳﾁ ﾏﾄﾞｶ 東京都 7:09:50
85位 1628 植⽥ 啓 ｳｴﾀﾞ ｹｲ 神奈川県 7:11:00
86位 1538 ⼩出 はるか ｺｲﾃﾞ ﾊﾙｶ 東京都 7:14:31
87位 1509 深澤 仁美 ﾌｶｻﾜ ﾋﾄﾐ 東京都 7:16:26
88位 1544 ワード エミリー ﾜｰﾄﾞ ｴﾐﾘｰ ⽩⾺村 7:17:20
89位 1522 酒井 直⼦ ｻｶｲ ﾅｵｺ 京都府 7:17:47
90位 1567 鈴⽊ アキ⼦ ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 東京都 7:19:48
91位 1578 杉浦 未和 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾜ 愛知県 7:24:43
92位 1589 貞元 陽⼦ ｻﾀﾞﾓﾄ ﾖｳｺ 東京都 7:37:22
93位 1597 河本 かなめ ｶﾜﾓﾄ ｶﾅﾒ 東京都 7:41:02
94位 1570 ⽊原 妙 ｷﾊﾗ ﾀｴ 埼⽟県 7:49:54
95位 1574 唐澤 綾⼦ ｶﾗｻﾜ ｱﾔｺ 松本市 7:50:43
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