
- 第22回ハイテクハーフマラソン -

ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間11分04秒1 岩出玲亜6302 ｲﾜﾃﾞﾚｲｱ

1時間12分28秒2 下門 美春6303 ｼﾓｶﾄﾞ ﾐﾊﾙ

1時間16分36秒3 小田 恵梨7101 ｵﾀﾞ ｴﾘ

1時間16分55秒4 松本 恭子20450 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ

1時間17分12秒5 鈴木 絵里6307 ｽｽﾞｷ ｴﾘ

1時間17分32秒6 瀧波 美緒6311 ﾀｷﾅﾐ ﾐｵ

1時間17分51秒7 黒澤 夏楠6305 ｸﾛｻﾜ ｶﾅ

1時間17分55秒8 大渕 芽亜里6339 ｵｵﾌﾞﾁ ﾒｱﾘ

1時間17分56秒9 廣瀬 光子20451 ﾋﾛｾ ﾐﾂｺ

1時間18分00秒10 高野 温菜6309 ﾀｶﾉ ﾊﾙﾅ

1時間18分03秒11 綾部 しのぶ6308 ｱﾔﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ

1時間18分12秒12 上田　絢加6301 ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ

1時間18分46秒13 本間 未来6304 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ

1時間19分04秒14 合田 なぎさ6332 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

1時間19分12秒15 岩村 聖華6312 ｲﾜﾑﾗ ｾｲｶ

1時間19分24秒16 田中 礼美6316 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ

1時間19分30秒17 黒田 なつみ6329 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂﾐ

1時間20分05秒18 佐藤 夏実6333 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ

1時間20分47秒19 好士 理恵子6317 ｺｳｼ ﾘｴｺ

1時間21分47秒20 皆川 麻美6319 ﾐﾅｶﾜ ｱｻﾐ

1時間21分49秒21 阿部 ゆかり6326 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ

1時間22分06秒22 森田光希20774 ﾓﾘﾀﾐｷ

1時間22分11秒23 冨井 菜月6320 ﾄﾐｲ ﾅﾂｷ

1時間22分15秒24 坂本 久美子6330 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ

1時間22分22秒25 西村 沙織里6328 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ

1時間22分40秒26 鈴木 明子20459 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ

1時間22分41秒27 勝山 真衣6310 ｶﾂﾔﾏ ﾏｲ

1時間22分42秒28 森 まどか6323 ﾓﾘ ﾏﾄﾞｶ

1時間23分04秒29 上田 陽子20462 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｺ

1時間23分11秒30 荒山　悦子20471 ｱﾗﾔﾏ ｴﾂｺ

1時間23分12秒31 青木 莉楠6306 ｱｵｷ ﾘﾅ

1時間23分20秒32 若山 明日香6331 ﾜｶﾔﾏ ｱｽｶ

1時間23分28秒33 楠瀬 祐子6327 ｸｽﾉｾ ﾕｳｺ

1時間23分32秒34 川崎 由理奈6325 ｶﾜｻｷ ﾕﾘﾅ

1時間23分49秒35 福島 舞20780 ﾌｸｼﾏ ﾏｲ

1時間23分54秒36 宮野 友里6322 ﾐﾔﾉ ﾕﾘ

1時間24分06秒37 小泉 緑6321 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾄﾞﾘ

1時間24分18秒38 小穴 まゆみ20455 ｵｱﾅ ﾏﾕﾐ

1時間24分23秒39 駒形 陽子6350 ｺﾏｶﾞﾀ ﾖｳｺ

1時間24分32秒40 小杉 陽子6337 ｺｽｷﾞ ﾖｳｺ

1時間24分36秒41 前野 美和6344 ﾏｴﾉ ﾐﾜ

1時間24分43秒42 谷 真美20464 ﾀﾆ ﾏﾐ

1時間25分02秒43 有元 美穂6348 ｱﾘﾓﾄ ﾐﾎ

1時間25分10秒44 遠藤 知佐6313 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｻ

1時間25分11秒45 星 広美20460 ﾎｼ ﾋﾛﾐ

1時間25分13秒46 宮野 佳奈子6343 ﾐﾔﾉ ｶﾅｺ

1時間25分24秒47 田代 紀子20454 ﾀｼﾛ ﾉﾘｺ

1時間25分36秒48 打野 里奈6334 ｳﾁﾉ ﾘﾅ

1時間25分37秒49 盾石　凉子9584 ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳｺ

1時間25分40秒50 吉川 香織6345 ﾖｼｶﾜ ｶｵﾘ
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1時間25分44秒51 益田 裕美20448 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾐ

1時間25分55秒52 大滝 まゆみ6346 ｵｵﾀｷ ﾏﾕﾐ

1時間26分11秒53 大地　穂20779 ｵｵﾁ ｽｲ

1時間26分28秒54 小澤 瑠里子6363 ｵｻﾞﾜ ﾙﾘｺ

1時間26分33秒55 尾藤 朋美7937 ﾋﾞﾄｳ ﾄﾓﾐ

1時間26分38秒56 大原 梓6351 ｵｵﾊﾗ ｱｽﾞｻ

1時間26分49秒57 本山 桃子6315 ﾓﾄﾔﾏ ﾓﾓｺ

1時間27分04秒58 小川 夕希6354 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ

1時間27分11秒59 大谷 磨耶7104 ｵｵﾀﾆ ﾏﾔ

1時間27分22秒60 飯塚 可奈子6353 ｲｲﾂﾞｶ ｶﾅｺ

1時間27分39秒61 田村 瑠紗6408 ﾀﾑﾗ ﾘｻ

1時間27分46秒62 金子 知弘7812 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ

1時間27分48秒63 中村 美香20481 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ

1時間28分07秒64 森崎 千寿20469 ﾓﾘｻﾞｷ ﾁｽﾞ

1時間28分19秒65 入交　佐和9583 ｲﾘﾏｼﾞﾘ ｻﾜ

1時間28分29秒66 小堀 恵佳7802 ｺﾎﾞﾘ ｱﾔｶ

1時間28分36秒67 福田 隆子20473 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｺ

1時間28分44秒68 石川 澄枝6349 ｲｼｶﾜ ｽﾐｴ

1時間28分50秒69 福島 和可菜20777 ﾌｸｼﾏ ﾜｶﾅ

1時間28分54秒70 佐藤 康子20475 ｻﾄｳ ﾔｽｺ

1時間28分55秒71 土方 雪江20483 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｷｴ

1時間29分07秒72 宮本 明子20472 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ

1時間29分08秒73 笛田 実果子7837 ﾌｴﾀﾞ ﾐｶｺ

1時間29分37秒74 金舩 圭子20489 ｶﾈﾌﾈ ｹｲｺ

1時間29分45秒75 尾崎 瑠美7808 ｵｻﾞｷ ﾙﾐ

1時間29分46秒76 桜庭 珠希6361 ｻｸﾗﾊﾞ ﾀﾏｷ

1時間29分47秒77 佐々木 寿子20479 ｻｻｷ ﾋｻｺ

1時間29分51秒78 光井 香奈見6253 ﾐﾂｲ ｶﾅﾐ

1時間30分08秒79 大橋 知子20517 ｵｵﾊｼ ﾄﾓｺ

1時間30分38秒80 市川 典子6370 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ

1時間30分53秒81 三橋 朋子20461 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓｺ

1時間31分03秒82 林　みづほ7815 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾞﾎ

1時間31分12秒83 池田 美樹20477 ｲｹﾀﾞ ﾐｷ

1時間31分16秒84 長 美枝8120 ﾁｮｳ ﾐｴ

1時間31分26秒85 太田 理恵6379 ｵｵﾀ ﾘｴ

1時間31分32秒86 柴田 遥華6365 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ

1時間31分32秒87 加来 奈津子6335 ｶｸ ﾅﾂｺ

1時間31分38秒88 三浦 香織20495 ﾐｳﾗ ｶｵﾘ

1時間31分38秒89 二宮 ひとみ6342 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾄﾐ

1時間31分42秒90 新田 宏子7824 ﾆｯﾀ ﾋﾛｺ

1時間31分54秒91 井上 明美23233 ｲﾉｳｴ ｱｹﾐ

1時間31分59秒92 吉田 千裕20485 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ

1時間32分01秒93 中澤 葉子20470 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳｺ

1時間32分03秒94 大井 梨絵6338 ｵｵｲ ﾘｴ

1時間32分04秒95 結城 真希子7803 ﾕｳｷ ﾏｷｺ

1時間32分12秒96 森川　千明20778 ﾓﾘｶﾜ ﾁｱｷ

1時間32分18秒97 中村 正子20500 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ

1時間32分21秒98 舟田 幸代20532 ﾌﾅﾀﾞ ﾕｷﾖ

1時間32分24秒99 加藤 智子20480 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ

1時間32分25秒100 ワメーザ ユリア6376 ﾜﾒｰｻﾞ ﾕﾘｱ
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ハーフマラソン女子　総合
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 2022/1/9
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1時間32分34秒101 進 麻美子6324 ｼﾝ ﾏﾐｺ

1時間32分35秒102 白戸　彩子9618 ｼﾗﾄ ｱﾔｺ

1時間32分35秒103 岡田 万衣7819 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ

1時間32分43秒104 森 千紗6380 ﾓﾘ ﾁｻ

1時間32分47秒105 蓮沼 香織6364 ﾊｽﾇﾏ ｶｵﾘ

1時間33分10秒106 秋山 順子8136 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

1時間33分13秒107 橋本 麻衣子7810 ﾊｼﾓﾄ ﾏｲｺ

1時間33分22秒108 佐藤 令子7821 ｻﾄｳ ﾚｲｺ

1時間33分23秒109 島渕 香奈20497 ｼﾏﾌﾁ ｶﾅ

1時間33分25秒110 菊池 由起子32242 ｷｸﾁ ﾕｷｺ

1時間33分31秒111 上田 さちえ20821 ｳｴﾀﾞ ｻﾁｴ

1時間33分38秒112 黒沢 一久恵7839 ｸﾛｻﾜ ｲｸｴ

1時間33分48秒113 中村 京子32241 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ

1時間33分50秒114 今井 香子20506 ｲﾏｲ ｷｮｳｺ

1時間33分53秒115 増本 梢江7834 ﾏｽﾓﾄ ｺｽﾞｴ

1時間33分53秒116 小林 智子8102 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ

1時間33分58秒117 増田 清子8116 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｺ

1時間34分04秒118 清水 友美7820 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ

1時間34分07秒119 岩本 多恵子20491 ｲﾜﾓﾄ ﾀｴｺ

1時間34分13秒120 桑山 桂7840 ｸﾜﾔﾏ ｹｲ

1時間34分17秒121 中津 志保20468 ﾅｶﾂ ｼﾎ

1時間34分18秒122 川田 晴日7823 ｶﾜﾀ ﾊﾙﾋ

1時間34分24秒123 吉田 直美20484 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ

1時間34分27秒124 阿江　祥子20508 ｱｴ ｻﾁｺ

1時間34分30秒125 見城 香織6371 ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾘ

1時間34分30秒126 池田 美穂7814 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ

1時間34分32秒127 篠原 真由美6357 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾕﾐ

1時間34分35秒128 菅原 初江20510 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾂｴ

1時間34分49秒129 三島 千加子20493 ﾐｼﾏ ﾁｶｺ

1時間34分50秒130 岡本 幸子20496 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ

1時間35分04秒131 横川 美沙6373 ﾖｺｶﾜ ﾐｻ

1時間35分09秒132 岡　和江9608 ｵｶ ｶｽﾞｴ

1時間35分10秒133 前田 幸誉20482 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁﾖ

1時間35分14秒134 永嶋 かおり20542 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｵﾘ

1時間35分21秒135 倉持 春香7841 ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙｶ

1時間35分22秒136 袖之 清乃20502 ｿﾃﾞﾉ ｷﾖﾉ

1時間35分29秒137 山中 美乃7849 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉ

1時間35分31秒138 中山 翠7904 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ

1時間35分34秒139 伊藤 雅子8112 ｲﾄｳ ﾏｻｺ

1時間35分35秒140 白壁 奏子20531 ｼﾗｶﾍﾞ ｶﾅｺ

1時間35分41秒141 青木　彩実7106 ｱｵｷ ｱﾔﾐ

1時間35分43秒142 松田 留美20511 ﾏﾂﾀﾞ ﾙﾐ

1時間35分47秒143 岩瀬 友香8123 ｲﾜｾ ﾕｶ

1時間35分49秒144 石元 理恵子6384 ｲｼﾓﾄ ﾘｴｺ

1時間35分53秒145 森田 真理子6366 ﾓﾘﾀ ﾏﾘｺ

1時間35分55秒146 関 緑20520 ｾｷ ﾐﾄﾞﾘ

1時間36分07秒147 藤澤 由紀20514 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷ

1時間36分12秒148 植木 香20501 ｳｴｷ ｶｵﾘ

1時間36分14秒149 田中 和宮7813 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ

1時間36分20秒150 浅野 貴子8127 ｱｻﾉ ﾀｶｺ
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1時間36分23秒151 鈴木 真依8130 ｽｽﾞｷ ﾏｲ

1時間36分23秒152 高橋 奈巳20537 ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

1時間36分24秒153 篠原 かおり6394 ｼﾉﾊﾗ ｶｵﾘ

1時間36分31秒154 榎本 夏子7826 ｴﾉﾓﾄ ﾅﾂｺ

1時間36分39秒155 森 規里子20548 ﾓﾘ ｷﾘｺ

1時間36分46秒156 酒井 富士子8125 ｻｶｲ ﾌｼﾞｺ

1時間36分47秒157 渡邉 由美子20550 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ

1時間36分52秒158 水川 あさみ6383 ﾐｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ

1時間36分54秒159 田村 麻由子7822 ﾀﾑﾗ ﾏﾕｺ

1時間36分59秒160 中島 美音7832 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｵ

1時間37分03秒161 古家 裕子8139 ﾌﾙﾔ ﾕｳｺ

1時間37分06秒162 春口 和子20538 ﾊﾙｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ

1時間37分08秒163 直江 佐穂里6391 ﾅｵｴ ｻﾎﾘ

1時間37分09秒164 田邊 亮子6336 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ

1時間37分13秒165 沖田 友美6396 ｵｷﾀ ﾄﾓﾐ

1時間37分13秒166 野口 由紀子8150 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｺ

1時間37分18秒167 昆沙賀 歩7857 ﾋﾞｻｶ ｱﾕﾐ

1時間37分19秒168 中高 ひろみ20805 ﾅｶﾀｶ ﾋﾛﾐ

1時間37分25秒169 寺本 美奈子7844 ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾅｺ

1時間37分30秒170 多田 百合7850 ﾀﾀﾞ ﾕﾘ

1時間37分33秒171 仲山 恵美8109 ﾅｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ

1時間37分34秒172 竹内 沙樹6378 ﾀｹｳﾁ ｻｷ

1時間37分40秒173 加茂 由美子20534 ｶﾓ ﾕﾐｺ

1時間37分50秒174 米山 直子8198 ﾖﾈﾔﾏ ﾅｵｺ

1時間37分58秒175 塚本 祐美20513 ﾂｶﾓﾄ ﾕﾐ

1時間38分04秒176 太田 浩子20547 ｵｵﾀ ﾋﾛｺ

1時間38分06秒177 平松 友季20505 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｷ

1時間38分09秒178 岩村 直美20521 ｲﾜﾑﾗ ﾅｵﾐ

1時間38分11秒179 染井 貴子20549 ｿﾒｲ ﾀｶｺ

1時間38分14秒180 中村 紗也加7876 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

1時間38分16秒181 大崎 真美7842 ｵｵｻｷ ﾏﾐ

1時間38分23秒182 河津 郁子20487 ｶﾜﾂ ｲｸｺ

1時間38分25秒183 古田 睦美8148 ﾌﾙﾀ ﾑﾂﾐ

1時間38分30秒184 鈴木　恵7864 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

1時間38分33秒185 小野寺 桂子7848 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲｺ

1時間38分36秒186 天方 美和20474 ｱﾏｶﾞﾀ ﾐﾜ

1時間38分38秒187 宮岡 彩7805 ﾐﾔｵｶ ｱﾔ

1時間38分41秒188 野本 有紀子20458 ﾉﾓﾄ ﾕｷｺ

1時間38分43秒189 槙尾 三也子20476 ﾏｷｵ ﾐﾔｺ

1時間38分44秒190 島 優子20533 ｼﾏ ﾕｳｺ

1時間38分44秒191 渡邊 薫子7855 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙｺ

1時間38分45秒192 福井 奈穂6369 ﾌｸｲ ﾅﾎ

1時間38分50秒193 岩田 江利子8115 ｲﾜﾀ ｴﾘｺ

1時間38分53秒194 岡崎 園子32244 ｵｶｻﾞｷ ｿﾉｺ

1時間38分55秒195 柳澤 かおり8202 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｵﾘ

1時間39分06秒196 小熊 翔子6372 ｵｸﾞﾏ ｼｮｳｺ

1時間39分09秒197 伊藤 千鈴8113 ｲﾄｳ ﾁｽｽﾞ

1時間39分12秒198 田沼 美華8146 ﾀﾇﾏ ﾐｶ

1時間39分15秒199 伊藤 美智子6505 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ

1時間39分16秒200 佐藤 華奈子6377 ｻﾄｳ ｶﾅｺ
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ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間39分18秒201 本庄　恵8105 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾒｸﾞﾐ

1時間39分18秒202 泉  直子9752 ｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ

1時間39分21秒203 宮川 友香7883 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｶ

1時間39分22秒204 芝原 智子20541 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ

1時間39分23秒205 石上 聡子6398 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾄｺ

1時間39分24秒206 庄内 菜穂子20492 ｼｮｳﾅｲ ﾅｵｺ

1時間39分26秒207 篠田 純子7877 ｼﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間39分27秒208 石井 牧8154 ｲｼｲ ﾏｷ

1時間39分39秒209 福土 順子20516 ﾌｸﾄﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間39分43秒210 田中 加奈8188 ﾀﾅｶ ｶﾅ

1時間39分44秒211 目黒 芽衣子20804 ﾒｸﾞﾛ ﾒｲｺ

1時間40分01秒212 川岸 恵美子6367 ｶﾜｷﾞｼ ｴﾐｺ

1時間40分02秒213 川上 由美子8128 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ

1時間40分05秒214 内田 友美20525 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ

1時間40分11秒215 酒井 富士子8184 ｻｶｲ ﾌｼﾞｺ

1時間40分11秒216 佐藤 智子20526 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ

1時間40分12秒217 工藤 敦子20518 ｸﾄﾞｳ ｱﾂｺ

1時間40分20秒218 秦 智子7880 ﾊﾀ ﾄﾓｺ

1時間40分21秒219 増田　準子32204 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間40分30秒220 長谷川 規子20507 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

1時間40分35秒221 手塚 友喜7838 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ

1時間40分36秒222 巴山 陽子8137 ﾊﾔﾏ ﾖｳｺ

1時間40分40秒223 高橋 明美20524 ﾀｶﾊｼ ｱｹﾐ

1時間40分42秒224 根橋 かおり20540 ﾈﾊﾞｼ ｶｵﾘ

1時間40分42秒225 牛山 あゆみ6395 ｳｼﾔﾏ ｱﾕﾐ

1時間40分42秒226 山本 正美7891 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間40分43秒227 金澤 聰子8171 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾄｺ

1時間40分45秒228 芦野　さやか30141 ｱｼﾉ ｻﾔｶ

1時間40分48秒229 水上 千晶7105 ﾐｽﾞｶﾐ ﾁｱｷ

1時間40分57秒230 戸田 瑞恵7882 ﾄﾀﾞ ﾐｽﾞｴ

1時間40分59秒231 久保田 裕衣6359 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ

1時間41分00秒232 成田 真志保7874 ﾅﾘﾀ ﾏｼﾎ

1時間41分02秒233 井上 百々子20816 ｲﾉｳｴ ﾓﾓｺ

1時間41分07秒234 江原 美礼8183 ｴﾊﾗ ﾐﾚｲ

1時間41分14秒235 武藤 幸子8461 ﾑﾄｳ ｻﾁｺ

1時間41分16秒236 山崎 僚子7908 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ

1時間41分29秒237 津軽 佐和子6397 ﾂｶﾞﾙ ｻﾜｺ

1時間41分30秒238 清水 唯7870 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

1時間41分30秒239 小杉 真由子7817 ｺｽｷﾞ ﾏﾕｺ

1時間41分40秒240 石塚 由起子8129 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ

1時間41分41秒241 松井 麻子8165 ﾏﾂｲ ｱｻｺ

1時間41分44秒242 藤井 芳佳6385 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｶ

1時間41分45秒243 熊谷 みやび8229 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾔﾋﾞ

1時間41分47秒244 齋藤 記代6386 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖ

1時間41分48秒245 武田 祥子8207 ﾀｹﾀﾞ ｻﾁｺ

1時間41分48秒246 原 真理8121 ﾊﾗ ﾏﾘ

1時間41分51秒247 ぱつこ20773 ﾊﾟﾂｺ

1時間41分55秒248 保坂 祥子20539 ﾎｻｶ ｼﾖｳｺ

1時間41分57秒249 鶴岡 彩7833 ﾂﾙｵｶ ｱﾔ

1時間41分58秒250 福谷 真美8144 ﾌｸﾀﾆ ﾏﾐ
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ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間42分02秒251 土屋 奈緒8174 ﾂﾁﾔ ﾅｵ

1時間42分04秒252 小野 恭子8118 ｵﾉ ｷｮｳｺ

1時間42分06秒253 北島 奈緒20546 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵ

1時間42分09秒254 丸山　香澄7861 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾐ

1時間42分14秒255 宮川 典子21220 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

1時間42分16秒256 沼上 美佳8119 ﾇﾏｶﾐ ﾐｶ

1時間42分19秒257 岩根 一子8158 ｲﾜﾈ ｶｽﾞｺ

1時間42分25秒258 梅森 幸子8422 ｳﾒﾓﾘ ﾕｷｺ

1時間42分30秒259 五木田　菜央美32211 ｺﾞｷﾀ ﾅｵﾐ

1時間42分48秒260 福永 慶7103 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲ

1時間42分51秒261 大谷 令子7845 ｵｵﾀﾆ ﾚｲｺ

1時間42分51秒262 飯嶋 澄子20829 ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｺ

1時間42分56秒263 有賀 のり子20809 ｱﾙｶﾞ ﾉﾘｺ

1時間42分58秒264 増山 由香9755 ﾏｼﾔﾏ ﾕｶ

1時間43分10秒265 塚田 和子20815 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞｺ

1時間43分11秒266 山口 美和20817 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜ

1時間43分23秒267 阿部 まり子8199 ｱﾍﾞ ﾏﾘｺ

1時間43分29秒268 藤塚 真由子6402 ﾌｼﾞﾂｶ ﾏﾕｺ

1時間43分33秒269 山本 陽子8226 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ

1時間43分33秒270 スティーヴンズ 洋子8122 ｽﾃｨｰｳﾞﾝｽﾞ ﾖｳｺ

1時間43分35秒271 黒阪 裕子7905 ｸﾛｻｶ ﾕｳｺ

1時間43分41秒272 逸見 孝子20806 ﾍﾝﾐ ﾀｶｺ

1時間43分43秒273 浦谷 美帆7868 ｳﾗﾔ ﾐﾎ

1時間43分43秒274 川瀬 はるな6393 ｶﾜｾ ﾊﾙﾅ

1時間43分47秒275 矢部 麻貴20527 ﾔﾍﾞ ﾏｷ

1時間43分48秒276 長谷川朋加20776 ﾊｾｶﾞﾜﾄﾓｶ

1時間43分52秒277 師岡 優子7828 ﾓﾛｵｶ ﾕｳｺ

1時間43分57秒278 吉田 未希7892 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ

1時間44分01秒279 細谷 みゆき20802 ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ

1時間44分04秒280 竹内 美香20486 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ

1時間44分04秒281 犬童 亜希子7852 ｲﾇﾄﾞｳ ｱｷｺ

1時間44分05秒282 森 由美20808 ﾓﾘ ﾕﾐ

1時間44分06秒283 羅久井 志穂20825 ﾗｸｲ ｼﾎ

1時間44分08秒284 松本 加奈子7866 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅｺ

1時間44分11秒285 松村 千枝子20807 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｴｺ

1時間44分19秒286 服部 麻友巳8181 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕﾐ

1時間44分23秒287 久保 咲花7856 ｸﾎﾞ ｻｷｶ

1時間44分25秒288 宮下 友里6532 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾘ

1時間44分30秒289 草野 彩香7846 ｸｻﾉ ｱﾔｶ

1時間44分38秒290 和田 未希子6399 ﾜﾀﾞ ﾐｷｺ

1時間44分40秒291 安達 美香20529 ｱﾀﾞﾁ ﾐｶ

1時間44分45秒292 武笠 富恵8124 ﾑｶｻ ﾄﾐｴ

1時間44分45秒293 田代 清美8418 ﾀｼﾛ ｷﾖﾐ

1時間44分46秒294 鈴木 香8513 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ

1時間44分47秒295 藤原 靖恵8166 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｴ

1時間44分48秒296 二宮 文7806 ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔ

1時間44分50秒297 佐藤 史子20801 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ

1時間44分51秒298 大浦 奈々6611 ｵｵｳﾗ ﾅﾅ

1時間45分01秒299 峯口 朋美20826 ﾐﾈｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

1時間45分05秒300 川添 幸6381 ｶﾜｿﾞｴ ﾐﾕｷ
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ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間45分06秒301 高橋 正恵8421 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｴ

1時間45分09秒302 三浦 智穂8142 ﾐｳﾗ ﾁﾎ

1時間45分11秒303 石原 園子32205 ｲｼﾊﾗ ｿﾉｺ

1時間45分25秒304 大澤 裕美8215 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾐ

1時間45分28秒305 水沼 亜樹6352 ﾐｽﾞﾇﾏ ｱｷ

1時間45分28秒306 小早川 幸子8228 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｻﾁｺ

1時間45分42秒307 東 はるみ20803 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾐ

1時間45分42秒308 大川 綾絵20818 ｵｵｶﾜ ｱﾔｴ

1時間45分44秒309 三原 史子13533 ﾐﾊﾗ ﾌﾐｺ

1時間45分46秒310 堀川 希8159 ﾎﾘｶﾜ ﾉｿﾞﾐ

1時間45分53秒311 沼部 真理子8140 ﾇﾏﾍﾞ ﾏﾘｺ

1時間46分02秒312 阿部 美季7847 ｱﾍﾞ ﾐｷ

1時間46分05秒313 君塚 千泰6515 ｷﾐﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ

1時間46分07秒314 伊藤　智恵8196 ｲﾄｳ ﾁｴ

1時間46分08秒315 櫛山 由佳6566 ｸｼﾔﾏ ﾕｶ

1時間46分18秒316 細川 和歌子8132 ﾎｿｶﾜ ﾜｶｺ

1時間46分21秒317 稲毛 加実7884 ｲﾅｹﾞ ﾏｽﾐ

1時間46分23秒318 渡邉 美記6722 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ

1時間46分27秒319 西谷 奏8111 ﾆｼﾀﾆ ｶﾅ

1時間46分27秒320 稲葉 恭子8214 ｲﾅﾊﾞ ｷﾖｳｺ

1時間46分28秒321 須藤 恭子8472 ｽﾄﾞｳ ｷｮｳｺ

1時間46分32秒322 増子 ひとみ7899 ﾏｼｺ ﾋﾄﾐ

1時間46分33秒323 堀内 淳子13582 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

1時間46分39秒324 澤田 桜子8152 ｻﾜﾀﾞ ｻｸﾗｺ

1時間46分44秒325 岩崎 かな子20814 ｲﾜｻｷ ｶﾅｺ

1時間46分45秒326 安田 弥生8410 ﾔｽﾀﾞ ﾔﾖｲ

1時間46分46秒327 小林 純子13597 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ

1時間46分46秒328 小川 香織8108 ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ

1時間46分50秒329 小沢 千夏8403 ｵｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ

1時間46分51秒330 三浦 郁実6501 ﾐｳﾗ ｲｸﾐ

1時間46分56秒331 小島　由子9614 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ

1時間47分04秒332 羽野 三千世32214 ﾊﾉ ﾐﾁﾖ

1時間47分04秒333 小川 美都子8168 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂｺ

1時間47分04秒334 浅岡　友子23235 ｱｻｵｶ ﾄﾓｺ

1時間47分05秒335 篠永 めぐみ20823 ｼﾉﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ

1時間47分12秒336 宮間 多恵子21221 ﾐﾔﾏ ﾀｴｺ

1時間47分15秒337 佐藤 真由美7898 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ

1時間47分19秒338 雪入 やよい8510 ﾕｷｲﾘ ﾔﾖｲ

1時間47分21秒339 竹川 清香8114 ﾀｹｶﾜ ｷﾖｶ

1時間47分22秒340 中田 絵梨子6593 ﾅｶﾀﾞ ｴﾘｺ

1時間47分27秒341 向井 れい華20839 ﾑｶｲ ﾚｲｶ

1時間47分29秒342 亀田 治子8200 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙｺ

1時間47分39秒343 吉田 祥子7878 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ

1時間47分39秒344 高橋 桃子20845 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ

1時間47分39秒345 今堀 明子8442 ｲﾏﾎﾘ ｱｷｺ

1時間47分40秒346 小張 麻衣8220 ｺﾊﾞﾘ ﾏｲ

1時間47分47秒347 小笠原 明子20848 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷｺ

1時間47分59秒348 山本 貴美子8426 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｺ

1時間48分02秒349 古市 由紀8498 ﾌﾙｲﾁ ﾕｷ

1時間48分03秒350 尾高 晶子8431 ｵﾀﾞｶ ｼｮｳｺ
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ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間48分04秒351 高橋 嘉子20499 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ

1時間48分07秒352 赤津 杏奈6389 ｱｶﾂ ｱﾝﾅ

1時間48分11秒353 中丸 恵7853 ﾅｶﾏﾙ ﾒｸﾞﾐ

1時間48分14秒354 水内 恵美8212 ﾐｽﾞｳﾁ ｴﾐ

1時間48分19秒355 津山 多賀代20530 ﾂﾔﾏ ﾀｶﾖ

1時間48分19秒356 出貝 芙季7907 ﾃﾞｶﾞｲ ﾌｷ

1時間48分20秒357 山中 千穂7872 ﾔﾏﾅｶ ﾁﾎ

1時間48分21秒358 堂阪 奈美子7863 ﾄﾞｳｻｶ ﾅﾐｺ

1時間48分23秒359 渡辺 富美6590 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐ

1時間48分31秒360 古口 明子8504 ｺｸﾞﾁ ｱｷｺ

1時間48分32秒361 大木 とも子7910 ｵｵｷ ﾄﾓｺ

1時間48分32秒362 杉田 美穂8201 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎ

1時間48分33秒363 浦口 淳子8134 ｳﾗｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ

1時間48分34秒364 田邊 淳子8210 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間48分35秒365 斎藤 恵6531 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ

1時間48分44秒366 田原 美江20810 ﾀﾊﾗ ﾖｼｴ

1時間48分46秒367 黒田 由里子8173 ｸﾛﾀﾞ ﾕﾘｺ

1時間48分50秒368 野々原 はる奈6503 ﾉﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ

1時間49分00秒369 梅澤 容子21125 ｳﾒｻﾞﾜ ﾖｳｺ

1時間49分01秒370 佐久間 恵子8413 ｻｸﾏ ｹｲｺ

1時間49分09秒371 辻村 晴子8404 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾙｺ

1時間49分13秒372 中村 尚子6512 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ

1時間49分13秒373 浜崎 由紀子8203 ﾊﾏｻｷ ﾕｷｺ

1時間49分17秒374 香川 愛6314 ｶｶﾞﾜ ｱｲ

1時間49分25秒375 永宮 友子7911 ﾅｶﾞﾐﾔ ﾄﾓｺ

1時間49分27秒376 榊原 里奈7906 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾅ

1時間49分35秒377 石橋 玲子20832 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺ

1時間49分35秒378 佐藤 奈津子6507 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ

1時間49分36秒379 生井 恭子8153 ﾅﾏｲ ｽﾐｺ

1時間49分39秒380 田中 真海20836 ﾀﾅｶ ﾏﾐ

1時間49分40秒381 松本 久美子8179 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ

1時間49分40秒382 江原 りつ子8420 ｴﾊﾗ ﾘﾂｺ

1時間49分47秒383 野口　真亜瑠7916 ﾉｸﾞﾁ ﾏｱﾙ

1時間49分49秒384 伊藤 彩子8466 ｲﾄｳ ｱﾔｺ

1時間49分52秒385 初鹿野 直美7873 ﾊﾂｶﾉ ﾅｵﾐ

1時間49分53秒386 佐藤 三奈子8412 ｻﾄｳ ﾐﾅｺ

1時間49分54秒387 土井富 直里8177 ﾄﾞｲﾄﾐ ﾅｵﾘ

1時間49分55秒388 鈴木 志織8180 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ

1時間50分02秒389 小西 紀江8505 ｺﾆｼ ﾉﾘｴ

1時間50分05秒390 小林 玲子20842 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ

1時間50分11秒391 原 佳子20812 ﾊﾗ ｹｲｺ

1時間50分14秒392 駒場　留美8247 ｺﾏﾊﾞ ﾙﾐ

1時間50分16秒393 宮崎　裕子32201 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ

1時間50分16秒394 小川 ゆかり6404 ｵｶﾞﾜ ﾕｶﾘ

1時間50分20秒395 平山 多恵8204 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｴ

1時間50分25秒396 藤田 奈弥子20813 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾐｺ

1時間50分29秒397 若松　真智子8232 ﾜｶﾏﾂ ﾏﾁｺ

1時間50分35秒398 竹内 真理8481 ﾀｹｳﾁ ﾏﾘ

1時間50分36秒399 松村 珠央7865 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｵ

1時間50分38秒400 中村 景子20828 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ
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スタート： -
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1時間50分40秒401 山岡 裕基子8195 ﾔﾏｵｶ ﾕｷｺ

1時間50分41秒402 藤原 エリカ6271 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ

1時間50分42秒403 高松 恵美20544 ﾀｶﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ

1時間50分42秒404 武井 貴美子8217 ﾀｹｲ ｷﾐｺ

1時間50分47秒405 小柴 ひとみ30161 ｺｼﾊﾞ ﾋﾄﾐ

1時間50分54秒406 中舘 千恵30142 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾁｴ

1時間50分55秒407 松浦 さやか7912 ﾏﾂｳﾗ ｻﾔｶ

1時間51分01秒408 吉田 雅子20512 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ

1時間51分06秒409 横路 敬子8492 ﾖｺﾛ ｹｲｺ

1時間51分11秒410 稲葉 泰子8446 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽｺ

1時間51分13秒411 堀田 典子8495 ﾎｯﾀ ﾉﾘｺ

1時間51分14秒412 坂牛 寿江8223 ｻｶｳｼ ﾋｻｴ

1時間51分21秒413 瀬谷 由美子8227 ｾﾔ ﾕﾐｺ

1時間51分25秒414 櫛引 美郁7887 ｸｼﾋﾞｷ ﾐｶ

1時間51分28秒415 清澤 恵20837 ｷﾖｻﾜ ﾒｸﾞﾐ

1時間51分28秒416 澤田 伸葉7859 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊ

1時間51分30秒417 林 美千留8465 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾙ

1時間51分32秒418 丸山 有佳子20536 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶｺ

1時間51分33秒419 市丸　文子30164 ｲﾁﾏﾙ ﾌﾐｺ

1時間51分40秒420 広瀬 莉菜6513 ﾋﾛｾ ﾘﾅ

1時間51分41秒421 大島 さと子7890 ｵｵｼﾏ ｻﾄｺ

1時間51分41秒422 大嶋 澄子8236 ｵｵｼﾏ ｽﾐｺ

1時間51分43秒423 小野 紀子8206 ｵﾉ ﾉﾘｺ

1時間51分43秒424 鈴木 由美8407 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ

1時間51分51秒425 堀 しのぶ21225 ﾎﾘ ｼﾉﾌﾞ

1時間51分51秒426 原山 聡子8411 ﾊﾗﾔﾏ ｻﾄｺ

1時間51分53秒427 佐藤 智恵子6591 ｻﾄｳ ﾁｴｺ

1時間51分55秒428 久保田　かおる8235 ｸﾎﾞﾀ ｶｵﾙ

1時間51分58秒429 渡邉 亜希子7909 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ

1時間52分01秒430 野崎 あゆみ20827 ﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ

1時間52分06秒431 小俣 由佳9758 ｵﾏﾀ ﾕｶ

1時間52分09秒432 齋藤 麻衣子8135 ｻｲﾄｳ ﾏｲｺ

1時間52分10秒433 長谷部 恵8429 ﾊｾﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ

1時間52分11秒434 荒木 由紀子8419 ｱﾗｷ ﾕｷｺ

1時間52分22秒435 金澤 莉沙7889 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｻ

1時間52分30秒436 宮本 絵理6525 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘ

1時間52分33秒437 平田 京子8164 ﾋﾗﾀ ｷｮｳｺ

1時間52分39秒438 日下部 奈央子32213 ｸｻｶﾍﾞ ﾅｵｺ

1時間52分46秒439 小田　典子9613 ｵﾀﾞ ﾉﾘｺ

1時間52分52秒440 岡川 綾夏20811 ｵｶｶﾞﾜ ｱﾔｶ

1時間52分57秒441 山田　恵子20847 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ

1時間52分59秒442 吉川 久子8463 ﾖｼｶﾜ ﾋｻｺ

1時間53分07秒443 田附　凜7894 ﾀﾂﾞｷ ﾘﾝ

1時間53分09秒444 直井 紀子8521 ﾅｵｲ ﾉﾘｺ

1時間53分10秒445 笹岡　由喜枝8216 ｻｻｵｶ ﾕｷｴ

1時間53分10秒446 細井 純子8176 ﾎｿｲ ｼﾞｭﾝｺ

1時間53分14秒447 稲葉 郁子8189 ｲﾅﾊﾞ ﾌﾐｺ

1時間53分17秒448 山中 洋子8167 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｺ

1時間53分17秒449 松本 実栄子6529 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｴｺ

1時間53分17秒450 上田 亜希子6528 ｳｴﾀﾞ ｱｷｺ
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会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間53分18秒451 藤田 このむ6523 ﾌｼﾞﾀ ｺﾉﾑ

1時間53分19秒452 吉岡　憲子8240 ﾖｼｵｶ ﾉﾘｺ

1時間53分19秒453 兼子 晴華6592 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ

1時間53分21秒454 鈴木　康子8497 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ

1時間53分21秒455 渡辺 浩子21137 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ

1時間53分24秒456 陳 妙華8428 ﾁﾝ ﾐﾜ

1時間53分27秒457 末吉 純子6388 ｽｴﾖｼ ｼﾞｭﾝｺ

1時間53分28秒458 田中 香緒莉6382 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ

1時間53分31秒459 遠藤 明日香6707 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ

1時間53分33秒460 大金 ふみ8452 ｵｵｶﾞﾈ ﾌﾐ

1時間53分39秒461 ばねっと 恭子8126 ﾊﾞﾈｯﾄ ｷｮｳｺ

1時間53分39秒462 佐久間 千尋6597 ｻｸﾏ ﾁﾋﾛ

1時間53分39秒463 小平 伸子8525 ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾌﾞｺ

1時間53分40秒464 福田 真由美8509 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ

1時間53分46秒465 春原 亜希6582 ｽﾉﾊﾗ ｱｷ

1時間53分53秒466 青木 瑞恵6575 ｱｵｷ ﾐｽﾞｴ

1時間53分56秒467 糸賀 千春13526 ｲﾄｶﾞ ﾁﾊﾙ

1時間53分59秒468 田邉 千幸8496 ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾕｷ

1時間53分59秒469 丹下 慶子8486 ﾀﾝｹﾞ ｹｲｺ

1時間54分03秒470 坂東 市子8483 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｲﾁｺ

1時間54分05秒471 山口 佳子30204 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｺ

1時間54分08秒472 千葉 千英子8459 ﾁﾊﾞ ﾁｴｺ

1時間54分22秒473 五十畑 亜紀子20824 ｲｿﾊﾀ ｱｷｺ

1時間54分25秒474 中澤 留美30162 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾐ

1時間54分27秒475 荒井 はる江8506 ｱﾗｲ ﾊﾙｴ

1時間54分30秒476 渡會 祥子8487 ﾜﾀﾗｲ ﾖｼｺ

1時間54分31秒477 渋谷 美和6543 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾜ

1時間54分32秒478 関谷 真由子8437 ｾｷﾔ ﾏﾕｺ

1時間54分47秒479 青木 浩美20843 ｱｵｷ ﾋﾛﾐ

1時間54分51秒480 猪野 朋子8536 ｲﾉ ﾄﾓｺ

1時間54分51秒481 久保田 麻衣子8508 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲｺ

1時間54分54秒482 廣瀬 容子6521 ﾋﾛｾ ﾖｳｺ

1時間54分56秒483 櫛山 未帆6387 ｸｼﾔﾏ ﾐﾎ

1時間55分05秒484 岩島 麗美6540 ｲﾜｼﾏ ﾚﾐ

1時間55分06秒485 篠原 三陽20833 ｼﾉﾊﾗ ﾐﾊﾙ

1時間55分08秒486 杉森 陽子21222 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｺ

1時間55分10秒487 中田 充子8161 ﾅｶﾀ ﾐﾂｺ

1時間55分14秒488 勝亦 美織13621 ｶﾂﾏﾀ ﾐｵﾘ

1時間55分26秒489 井口 友紀乃8588 ｲｸﾞﾁ ﾕｷﾉ

1時間55分31秒490 佐々木 絹子21223 ｻｻｷ ｷﾇｺ

1時間55分35秒491 大秦 早紀子6738 ｵｵﾊﾀ ｻｷｺ

1時間55分40秒492 川口 昌子6720 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺ

1時間55分41秒493 北島 純子13625 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ

1時間55分43秒494 櫻山 ふく江8512 ｻｸﾗﾔﾏ ﾌｸｴ

1時間55分44秒495 石田 英子8457 ｲｼﾀﾞ ｴｲｺ

1時間55分45秒496 横畠　詠代8175 ﾖｺﾊﾞﾀｹ ｳﾀﾖ

1時間55分45秒497 平岡 晴美8424 ﾋﾗｵｶ ﾊﾙﾐ

1時間55分48秒498 関森 智子8221 ｾｷﾓﾘ ﾄﾓｺ

1時間55分53秒499 藤原 悠希7914 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ

1時間55分55秒500 佐藤 麻由果6401 ｻﾄｳ ﾏﾕｶ
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1時間55分58秒501 小安 恵里奈6518 ｺﾔｽ ｴﾘﾅ

1時間55分59秒502 湊 さやか13501 ﾐﾅﾄ ｻﾔｶ

1時間56分01秒503 吉岡　奈央9616 ﾖｼｵｶ ﾅｵ

1時間56分03秒504 佐藤 真紀8192 ｻﾄｳ ﾏｷ

1時間56分05秒505 高橋 幸7893 ﾀｶﾊｼ ｻﾁ

1時間56分11秒506 田島 樹理20519 ﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾘ

1時間56分11秒507 長屋 美香子8156 ﾅｶﾞﾔ ﾐｶｺ

1時間56分15秒508 中嶋 真友美6544 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ

1時間56分18秒509 大島 恵美子8430 ｵｵｼﾏ ｴﾐｺ

1時間56分21秒510 鎌田 直美13506 ｶﾏﾀ ﾅｵﾐ

1時間56分21秒511 藤井 綾6715 ﾌｼﾞｲ ｱﾔ

1時間56分22秒512 高橋 美香8469 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ

1時間56分22秒513 野村 佳代8190 ﾉﾑﾗ ｶﾖ

1時間56分25秒514 高木 渚6728 ﾀｶｷﾞ ﾅｷﾞｻ

1時間56分26秒515 冨安 江美13522 ﾄﾐﾔｽ ｴﾐ

1時間56分28秒516 石川 蕾8224 ｲｼｶﾜ ﾚｲ

1時間56分29秒517 勝間田 恵美6526 ｶﾂﾏﾀ ﾒｸﾞﾐ

1時間56分30秒518 矢部 真由美8439 ﾔﾍﾞ ﾏﾕﾐ

1時間56分31秒519 高木 留美子13641 ﾀｶｷﾞ ﾙﾐｺ

1時間56分38秒520 鈴木　喜代子8581 ｽｽﾞｷ ｷﾖｺ

1時間56分40秒521 有光　桂9607 ｱﾘﾐﾂ ｶﾂﾗ

1時間56分42秒522 高橋 侑子7854 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ

1時間56分42秒523 盛 憲子8552 ﾓﾘ ﾉﾘｺ

1時間56分44秒524 森田 章子8482 ﾓﾘﾀ ｱｷｺ

1時間56分48秒525 岩城 美紀6579 ｲﾜｷ ﾐｷ

1時間56分53秒526 上林 梨沙6572 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾘｻ

1時間56分55秒527 堅田 薫20838 ｶﾀﾀﾞ ｶｵﾙ

1時間56分55秒528 川端 麻美13605 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾐ

1時間56分57秒529 岩崎 芳子8583 ｲﾜｻｷ ﾖｼｺ

1時間56分57秒530 西澤 真奈美6554 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ

1時間57分03秒531 松本 佳子8502 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｺ

1時間57分06秒532 柴田 志津香8433 ｼﾊﾞﾀ ｼﾂﾞｶ

1時間57分10秒533 小原 良子13540 ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｺ

1時間57分16秒534 荒井 由紀8194 ｱﾗｲ ﾕｷ

1時間57分21秒535 田中 彩夏20834 ﾀﾅｶ ｱﾔｶ

1時間57分22秒536 瀧谷　理江7801 ﾀｷﾔ ﾘｴ

1時間57分25秒537 原田 朝子6542 ﾊﾗﾀﾞ ｱｻｺ

1時間57分27秒538 吉岡 三貴6548 ﾖｼｵｶ ﾐｷ

1時間57分32秒539 坂井 佳子8443 ｻｶｲ ﾖｼｺ

1時間57分43秒540 上原 千津8476 ｳｴﾊﾗ ﾁﾂﾞ

1時間57分44秒541 菊池 美奈13529 ｷｸﾁ ﾐﾅ

1時間57分44秒542 伏屋　奈緒子8559 ﾌｾﾔ ﾅｵｺ

1時間57分45秒543 小野寺 史子13507 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾌﾐｺ

1時間57分46秒544 重田 悠李6549 ｼｹﾞﾀ ﾕｳﾘ

1時間57分50秒545 松井 郷美6736 ﾏﾂｲ ｻﾄﾐ

1時間57分53秒546 二上 絵里6701 ﾌﾀｶﾐ ｴﾘ

1時間57分54秒547 木村 綾乃6504 ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ

1時間57分54秒548 門井 寛美6403 ｶﾄﾞｲ ﾋﾛﾐ

1時間57分55秒549 中村　可純7921 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

1時間57分57秒550 村木 那美6511 ﾑﾗｷ ﾅﾐ
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スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

1時間57分58秒551 古塩 千裕8501 ｺｼｵ ﾁﾋﾛ

1時間58分05秒552 鈴木 なるみ7888 ｽｽﾞｷ ﾅﾙﾐ

1時間58分20秒553 真鍋 秋絵6557 ﾏﾅﾍﾞ ｱｷｴ

1時間58分22秒554 大森 彩子8464 ｵｵﾓﾘ ｱﾔｺ

1時間58分24秒555 梁瀬 福淑8460 ﾔﾅｾ ﾌｸﾖ

1時間58分30秒556 鎌野 緑6587 ｶﾏﾉ ﾐﾄﾞﾘ

1時間58分34秒557 岩月　晴花7915 ｲﾜﾂｷ ﾊﾙｶ

1時間58分36秒558 一瀬 順子6517 ｶｽﾞｾ ｼﾞｭﾝｺ

1時間58分43秒559 柳谷 節子8456 ﾔﾅｷﾞﾔ ｾﾂｺ

1時間58分45秒560 松本 京子20835 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ

1時間58分49秒561 御嶽 百合江8425 ﾐﾀｹ ﾕﾘｴ

1時間58分50秒562 中嶋 美緒8514 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｵ

1時間58分54秒563 小林 聖子21235 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺ

1時間58分55秒564 小松 加奈6534 ｺﾏﾂ ｶﾅ

1時間58分56秒565 光安 理佐6509 ﾐﾂﾔｽ ﾘｻ

1時間58分58秒566 中村 麻子6553 ﾅｶﾑﾗ ｱｻｺ

1時間58分59秒567 平岩 恵6502 ﾋﾗｲﾜ ｹｲ

1時間59分04秒568 堀北 未来6703 ﾎﾘｷﾀ ﾐｸ

1時間59分04秒569 土谷 加奈8458 ﾂﾁﾔ ｶﾅ

1時間59分05秒570 大網 絢子6555 ｵｵｱﾐ ｱﾔｺ

1時間59分10秒571 山上 優子8145 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｺ

1時間59分14秒572 鈴木　久美子20849 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ

1時間59分19秒573 米澤 智子8444 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓｺ

1時間59分22秒574 八島美智子9605 ﾔｼﾏﾐﾁｺ

1時間59分22秒575 朽方 さゆり6705 ｸﾁｶﾀ ｻﾕﾘ

1時間59分22秒576 ＬＵＭ ＺＨＩ　ＱＩ7896 ﾗﾑ ｽﾞｰﾁｰ

1時間59分23秒577 本間 希8542 ﾎﾝﾏ ﾉｿﾞﾐ

1時間59分24秒578 森田 佳歩6742 ﾓﾘﾀ ｶﾎ

1時間59分26秒579 吉田 博子8160 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ

1時間59分31秒580 林　ジェシカ7925 ﾊﾔｼ ｼﾞｪｼｶ

1時間59分40秒581 武藤 佳代13502 ﾑﾄｳ ｶﾖ

1時間59分41秒582 山本 寛子8511 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ

1時間59分43秒583 松浦 加奈13613 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ

1時間59分48秒584 桜井 真実8489 ｻｸﾗｲ ﾏﾐ

1時間59分49秒585 上田 順子13527 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間59分49秒586 今村 こず恵8564 ｲﾏﾑﾗ ｺｽﾞｴ

1時間59分51秒587 原田 由香里8453 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｶﾘ

1時間59分53秒588 谷 千恵子8523 ﾀﾆ ﾁｴｺ

1時間59分55秒589 鈴木 聡子8441 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ

1時間59分59秒590 菊 薫子8450 ｷｸ ｶｵﾙｺ

2時間00分01秒591 宮坂 真実21232 ﾐﾔｻｶ ﾏﾐ

2時間00分01秒592 佐藤 雅子8209 ｻﾄｳ ﾏｻｺ

2時間00分09秒593 草野 やよい7895 ｸｻﾉ ﾔﾖｲ

2時間00分09秒594 落合 幸恵7886 ｵﾁｱｲ ﾕｷｴ

2時間00分18秒595 小美野 恵8178 ｵﾐﾉ ﾒｸﾞﾐ

2時間00分19秒596 寺原 知美8208 ﾃﾗﾊﾗ ﾄﾓﾐ

2時間00分20秒597 市川 容子8534 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｺ

2時間00分23秒598 久留 水彩8470 ｸﾄﾒ ﾐﾄﾞﾘ

2時間00分24秒599 小石原 まさ恵8414 ｺｲｼﾊﾗ ﾏｻｴ

2時間00分25秒600 中尾 紘美6558 ﾅｶｵ ﾋﾛﾐ
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ハーフマラソン女子　総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

2時間00分31秒601 佐々木 智恵子8547 ｻｻｷ ﾁｴｺ

2時間00分32秒602 古屋 克美13519 ﾌﾙﾔ ｶﾂﾐ

2時間00分41秒603 土屋 明未8131 ﾂﾁﾔ ｱｹﾐ

2時間00分41秒604 遠藤 晴香6520 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ

2時間00分42秒605 伊藤 枝里子8480 ｲﾄｳ ｴﾘｺ

2時間00分43秒606 宮本 杏未6533 ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞﾐ

2時間00分47秒607 福富 好重20846 ﾌｸﾄﾐ ﾖｼｴ

2時間00分50秒608 堀 冬花6751 ﾎﾘ ﾌﾕｶ

2時間00分50秒609 船越　千尋9603 ﾌﾅｺｼ ﾁﾋﾛ

2時間00分50秒610 小原 美和子6580 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾜｺ

2時間00分53秒611 土井 加奈子8530 ﾄﾞｲ ｶﾅｺ

2時間00分53秒612 大部 由紀子7879 ｵｵﾌﾞ ﾕｷｺ

2時間00分54秒613 大野 佐知子20850 ｵｵﾉ ｻﾁｺ

2時間00分55秒614 玉井 雪乃8191 ﾀﾏｲ ﾕｷﾉ

2時間00分57秒615 赤木 菜実子6527 ｱｶｷﾞ ﾅﾐｺ

2時間00分58秒616 鎌田 笑美子6773 ｶﾏﾀ ｴﾐｺ

2時間01分01秒617 井上 協子8548 ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺ

2時間01分04秒618 森 良子8138 ﾓﾘ ﾘｮｳｺ

2時間01分10秒619 山口 和代13561 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ

2時間01分10秒620 神田 夕貴8586 ｶﾝﾀﾞ ﾕｷ

2時間01分10秒621 古江 純子8468 ﾌﾙｴ ｼﾞｭﾝｺ

2時間01分12秒622 太田 美子8527 ｵｵﾀ ﾖｼｺ

2時間01分19秒623 本宮 陽子8415 ﾓﾄﾐﾔ ﾖｳｺ

2時間01分20秒624 塩沢 孝子8485 ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶｺ

2時間01分25秒625 石川 悦子8149 ｲｼｶﾜ ｴﾂｺ

2時間01分25秒626 石積 紗織6620 ｲｼﾂﾞﾐ ｻｵﾘ

2時間01分26秒627 田中 恵実8540 ﾀﾅｶ ｴﾐ

2時間01分26秒628 林 莉香8447 ﾘﾝ ﾘｶ

2時間01分29秒629 宮崎 真澄8524 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｽﾐ

2時間01分30秒630 生駒 眞知子6586 ｲｺﾏ ﾏﾁｺ

2時間01分33秒631 中嶋 由美21224 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ

2時間01分34秒632 山室 直子13512 ﾔﾏﾑﾛ ﾅｵｺ

2時間01分35秒633 久保 望8541 ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ

2時間01分36秒634 上原 雅子13666 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｺ

2時間01分44秒635 鈴木 佳恵6538 ｽｽﾞｷ ｶｴ

2時間01分45秒636 鈴木 晴美8500 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ

2時間01分50秒637 鈴木 治子20844 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｺ

2時間01分53秒638 小林 真由美8532 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ

2時間02分02秒639 長谷 奈津美6710 ﾊｾ ﾅﾂﾐ

2時間02分05秒640 瀬川ひろ美9751 ｾｶﾞﾜﾋﾛﾐ

2時間02分05秒641 稲垣 智子8455 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓｺ

2時間02分10秒642 新津 あゆみ20819 ﾆｲﾂ ｱﾕﾐ

2時間02分14秒643 桜井 なおみ8499 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾐ

2時間02分23秒644 新井 玲子8436 ｱﾗｲ ﾚｲｺ

2時間02分23秒645 森本 佳奈7858 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ

2時間02分27秒646 熊谷 志麻8531 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾏ

2時間02分31秒647 及川 聖6589 ｵｲｶﾜ ｾｲｶ

2時間02分34秒648 佐藤　順子8239 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ

2時間02分47秒649 森谷 京子13555 ﾓﾘﾀﾆ ｷｮｳｺ

2時間02分47秒650 中井 広美8448 ﾅｶｲ ﾋﾛﾐ
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 2022/1/9

スタート： -

会場: 新荒川大橋野球場

主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

2時間02分54秒651 中野 幸恵13524 ﾅｶﾉ ﾕｷｴ

2時間03分04秒652 新井田 祐子8451 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間03分14秒653 菰田 安代13661 ｺﾓﾀﾞ ﾔｽﾖ

2時間03分16秒654 加藤 直子8585 ｶﾄｳ ﾅｵｺ

2時間03分25秒655 竹元 春奈6545 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾅ

2時間03分28秒656 梶野 友美6793 ｶｼﾞﾉ ﾕﾐ

2時間03分33秒657 一郷 弥生6709 ｲﾁｺﾞｳ ﾔﾖｲ

2時間03分43秒658 岡田 由紀子13537 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ

2時間03分47秒659 山口 美由樹8555 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ

2時間03分48秒660 大前 敬子13601 ｵｵﾏｴ ｹｲｺ

2時間03分55秒661 鹿野 愛子6787 ｶﾉ ｱｲｺ

2時間03分58秒662 岩渕 優6741 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳ

2時間04分01秒663 木村 麻子8528 ｷﾑﾗ ｱｻｺ

2時間04分02秒664 宮島 章子8494 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺ

2時間04分02秒665 田川 真理子13638 ﾀｶﾞﾜ ﾏﾘｺ

2時間04分14秒666 渡邊　結衣7930 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ

2時間04分17秒667 七田 みどり13607 ｼﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ

2時間04分17秒668 苅谷 真紀子13610 ｶﾘﾔ ﾏｷｺ

2時間04分20秒669 清水 礼子13588 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ

2時間04分21秒670 五十嵐 恵美子13575 ｲｶﾗｼ ｴﾐｺ

2時間04分29秒671 西林 聡美13619 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ

2時間04分37秒672 高橋 貴子8538 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｺ

2時間04分41秒673 西岡 恭子6546 ﾆｼｵｶ ｷｮｳｺ

2時間04分54秒674 ラアノ クラアヤ6524 ﾗｱﾉ ｸﾗｱﾔ

2時間05分01秒675 小野 日子13650 ｵﾉ ﾋｶﾘｺ

2時間05分04秒676 秋山 純子13628 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

2時間05分04秒677 望月 真理32247 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾘ

2時間05分11秒678 塩見 幸希13546 ｼｵﾐ ﾕｷ

2時間05分11秒679 室伏 美佳8219 ﾑﾛﾌﾞｾ ﾐｶ

2時間05分15秒680 大木 美佐21230 ｵｵｷ ﾐｻ

2時間05分36秒681 佐藤 満弓13595 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ

2時間05分36秒682 渡部 美和6613 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ

2時間05分37秒683 西川 雅代8408 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾖ

2時間05分40秒684 森村 敦子8479 ﾓﾘﾑﾗ ｱﾂｺ

2時間05分42秒685 小池 葉子13516 ｺｲｹ ﾖｳｺ

2時間05分44秒686 中島 由美子7927 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ

2時間05分49秒687 米山 香里13548 ﾖﾈﾔﾏ ｶｵﾘ

2時間05分49秒688 高木 美桜6567 ﾀｶｷﾞ ﾐｵ

2時間05分52秒689 中川原 有袈里6791 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ

2時間06分00秒690 徳田 孝枝8543 ﾄｸﾀﾞ ﾀｶｴ

2時間06分06秒691 芹澤 かおり8449 ｾﾘｻﾞﾜ ｶｵﾘ

2時間06分07秒692 山本　潤9602 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

2時間06分19秒693 長田 富美6780 ｵｻﾀﾞ ﾌﾐ

2時間06分21秒694 阿部 穂乃香6712 ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ

2時間06分23秒695 吉田 紗弥加6537 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ

2時間06分24秒696 市江 博子13622 ｲﾁｴ ﾋﾛｺ

2時間06分24秒697 鯉渕 祐子13657 ｺｲﾌﾞﾁ ﾕｳｺ

2時間06分26秒698 伊藤 真知子13585 ｲﾄｳ ﾏﾁｺ

2時間06分35秒699 大里 香織20830 ｵｵｻﾄ ｶｵﾘ

2時間06分35秒700 石原 妹7867 ｲｼﾊﾗ ﾏｲ
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主催: ハイテクハーフマラソン実行委員会

2時間06分37秒701 藤井 忍13534 ﾌｼﾞｲ ｼﾉﾌﾞ

2時間06分42秒702 齋藤 昌子8529 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺ

2時間06分42秒703 鈴木 祐子6599 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ

2時間06分46秒704 村上 愛瑠6723 ﾑﾗｶﾐ ｴﾙ

2時間06分47秒705 中田 由起子13536 ﾅｶﾀﾞ ﾕｷｺ

2時間06分50秒706 関　早苗9612 ｾｷ ｻﾅｴ

2時間06分54秒707 新井 朝美6608 ｱﾗｲ ｱｻﾐ

2時間06分56秒708 上野 文子8578 ｳｴﾉ ｱﾔｺ

2時間06分58秒709 荒井 佐智子8467 ｱﾗｲ ｻﾁｺ

2時間07分00秒710 坪田 美樹8560 ﾂﾎﾞﾀ ﾐｷ

2時間07分03秒711 濱本 亜季8438 ﾊﾏﾓﾄ ｱｷ

2時間07分06秒712 吉田 綾乃13648 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ

2時間07分15秒713 鈴木 アキ子8567 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ

2時間07分19秒714 山川 由紀子13614 ﾔﾏｶﾜ ﾕｷｺ

2時間07分20秒715 鈴木 華恵6565 ｽｽﾞｷ ﾊﾅｴ

2時間07分37秒716 森田 美和子8213 ﾓﾘﾀ ﾐﾜｺ

2時間07分40秒717 山岸 史真江8544 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾏｴ

2時間07分44秒718 加島 裕子6744 ｶｼﾏ ﾕｳｺ

2時間07分46秒719 外崎 由美子8241 ﾄﾉｻｷ ﾕﾐｺ

2時間07分58秒720 野口 詩子9753 ﾉｸﾞﾁ ｳﾀｺ

2時間08分08秒721 小林 浩美13623 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

2時間08分19秒722 鈴木 綾子6729 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ

2時間08分21秒723 吉田 安里6516 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾘ

2時間08分21秒724 井川 真実子13609 ｲｶﾜ ﾏﾐｺ

2時間08分25秒725 赤堀 澄恵8558 ｱｶﾎﾞﾘ ｽﾐｴ

2時間08分26秒726 松本 加寿子13658 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｺ

2時間08分32秒727 松本　直子32203 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ

2時間08分37秒728 樋口 莉花7929 ﾋｸﾞﾁ ﾘｶ

2時間08分42秒729 鈴木 加菜13587 ｽｽﾞｷ ｶﾅ

2時間08分48秒730 宮崎 佳代13659 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾖ

2時間08分52秒731 小梶 さとみ8522 ｺｶｼﾞ ｻﾄﾐ

2時間08分56秒732 平本 由紀子21229 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｷｺ

2時間09分01秒733 土屋 真理21231 ﾂﾁﾔ ﾏﾘ

2時間09分02秒734 末田 まり子13520 ｽｴﾀﾞ ﾏﾘｺ

2時間09分08秒735 戸村 実千代13503 ﾄﾑﾗ ﾐﾁﾖ

2時間09分16秒736 飯田 桃子7862 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ

2時間09分19秒737 下平 雅子8230 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｻｺ

2時間09分22秒738 小岩 千紗32215 ｺｲﾜ ﾁｻ

2時間09分23秒739 谷原 千晶6614 ﾀﾆﾊﾗ ﾁｱｷ

2時間09分23秒740 松崎 玲希6595 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾏｷ

2時間09分25秒741 高橋　郁乃7920 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ

2時間09分26秒742 山下 尚子7869 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｺ

2時間09分39秒743 後藤　いづみ21234 ｺﾞﾄｳ ｲﾂﾞﾐ

2時間09分39秒744 成田 有美9759 ﾅﾘﾀ ﾕﾐ

2時間09分42秒745 工藤 千絵8571 ｸﾄﾞｳ ﾁｴ

2時間09分49秒746 荒牧 春佳6584 ｱﾗﾏｷ ﾊﾙｶ

2時間09分58秒747 墨 さち枝8526 ｽﾐ ｻﾁｴ

2時間10分04秒748 浜本 ちはる21131 ﾊﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ

2時間10分10秒749 村田 夏菜6757 ﾑﾗﾀ ﾅﾅ

2時間10分14秒750 伊藤　ひいず6800 ｲﾄｳ ﾋｲｽﾞ
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2時間10分15秒751 佐藤 優子13557 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

2時間10分19秒752 金子　るみ8248 ｶﾈｺ ﾙﾐ

2時間10分20秒753 小林 有紀子13553 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ

2時間10分25秒754 永井 佐弥子6570 ﾅｶﾞｲ ｻﾔｺ

2時間10分30秒755 黒田 富智美13572 ｸﾛﾀﾞ ﾌｼﾞﾐ

2時間10分35秒756 中山 綾子8478 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｺ

2時間10分40秒757 土井 みさ子8568 ﾄﾞｲ ﾐｻｺ

2時間10分50秒758 徳江 翠6605 ﾄｸｴ ﾐﾄﾞﾘ

2時間10分55秒759 松永 有香里8554 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｶﾘ

2時間11分01秒760 星　真理7926 ﾎｼ ﾏﾘ

2時間11分02秒761 島田 裕子8517 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間11分04秒762 川添 馨子13590 ｶﾜｿﾞｴ ｹｲｺ

2時間11分04秒763 柚木 美也子8580 ﾕｷ ﾐﾔｺ

2時間11分06秒764 小川 美南6779 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ

2時間11分09秒765 森岡 真葵子6783 ﾓﾘｵｶ ﾏｷｺ

2時間11分10秒766 佐藤　麻由美8557 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ

2時間11分12秒767 小熊 あき子13544 ｵｸﾞﾏ ｱｷｺ

2時間11分13秒768 岩本 かおり13505 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾘ

2時間11分18秒769 葉山 文13545 ﾊｻﾝ ｱﾔ

2時間11分23秒770 米田 菜穂子13510 ﾖﾈﾀ ﾅﾎｺ

2時間11分24秒771 越谷 香奈13583 ｺｼﾔ ｶﾅ

2時間11分25秒772 岩崎 佳子13574 ｲﾜｻｷ ﾖｼｺ

2時間11分25秒773 村川 千秋13576 ﾑﾗｶﾜ ﾁｱｷ

2時間11分26秒774 松下 安代8549 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾖ

2時間11分35秒775 金田 理恵8590 ｶﾈﾀﾞ ﾘｴ

2時間11分38秒776 入江 淳子8185 ｲﾘｴ ｼﾞｭﾝｺ

2時間11分40秒777 山中 あけみ8584 ﾔﾏﾅｶ ｱｹﾐ

2時間11分43秒778 長濱 良重13542 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾖｼｴ

2時間11分44秒779 光瀬 奈々江6767 ﾐﾂｾ ﾅﾅｴ

2時間11分47秒780 中村 和美30203 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間11分48秒781 土屋 倫代13633 ﾂﾁﾔ ﾐﾁﾖ

2時間11分48秒782 加世田 真弓美21236 ｶｾﾀﾞ ﾏﾕﾐ

2時間11分59秒783 古井 玲名6730 ﾌﾙｲ ﾚｲﾅ

2時間12分02秒784 八木沢 美波8553 ﾔｷﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ

2時間12分07秒785 塩田 真輝6795 ｼｵﾀﾞ ﾏｷ

2時間12分10秒786 鈴木 香織8572 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ

2時間12分17秒787 田中 水菜6561 ﾀﾅｶ ﾐﾅ

2時間12分22秒788 塚本 綾子6717 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔｺ

2時間12分23秒789 逸見育子8402 ﾍﾝﾐ ｲｸｺ

2時間12分27秒790 山之内 愛8589 ﾔﾏﾉｳﾁ ｱｲ

2時間12分27秒791 佐藤 友美8471 ｻﾄｳ ﾕﾐ

2時間12分28秒792 岡垣 真祐美13535 ｵｶｶﾞｷ ﾏﾕﾐ

2時間12分29秒793 藤 瑛美6559 ﾌｼﾞ ｴｲﾐ

2時間12分31秒794 保坂 麻生子6702 ﾎｻｶ ﾏｷｺ

2時間12分33秒795 村本 真紀6754 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｷ

2時間12分39秒796 相原 聖菜6602 ｱｲﾊﾗ ｾｲﾅ

2時間12分42秒797 田村 香澄6552 ﾀﾑﾗ ｶｽﾐ

2時間12分42秒798 重田 美春6615 ｼｹﾞﾀ ﾐﾊﾙ

2時間12分43秒799 梅原 めぐみ13551 ｳﾒﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間12分47秒800 渡辺 紗菜子7809 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅｺ
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スタート： -
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2時間12分50秒801 梶原 聡子8434 ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾄｺ

2時間12分53秒802 中田 亜由子6706 ﾅｶﾀﾞ ｱﾕｺ

2時間13分24秒803 蘆田 真由6508 ｱｼﾀﾞ ﾏﾕ

2時間13分32秒804 柴田 和代21139 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾖ

2時間13分33秒805 林　めぐみ9611 ﾊﾔｼ ﾒｸﾞﾐ

2時間13分34秒806 小川 厚子8550 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｺ

2時間13分35秒807 中島 容子13573 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ

2時間13分42秒808 初山 由紀21140 ﾊﾂﾔﾏ ﾕｷ

2時間13分47秒809 脇野 しおり13509 ﾜｷﾉ ｼｵﾘ

2時間14分02秒810 高橋 香織7922 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ

2時間14分09秒811 大野 久美子6708 ｵｵﾉ ｸﾐｺ

2時間14分09秒812 摂待 伸子8561 ｾｯﾀｲ ﾉﾌﾞｺ

2時間14分11秒813 松本 麻里13604 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘ

2時間14分11秒814 小知和 瑞葉6598 ｺﾁﾜ ﾐｽﾞﾊ

2時間14分12秒815 長谷　知穂32202 ﾊｾ ﾁﾎ

2時間14分17秒816 佐久間 淑江6569 ｻｸﾏ ﾖｼｴ

2時間14分27秒817 加藤 美千代8484 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ

2時間14分28秒818 吉峯 尚子13577 ﾖｼﾐﾈ ﾅｵｺ

2時間14分40秒819 関口 温子6583 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｺ

2時間14分47秒820 廣島 ゆう子13667 ﾋﾛｼﾏ ﾕｳｺ

2時間15分01秒821 齋藤千穂8401 ｻｲﾄｳ ﾁﾎ

2時間15分02秒822 岡崎 良枝21145 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｴ

2時間15分02秒823 高橋 啓子21141 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ

2時間15分02秒824 秋山 友理恵6618 ｱｷﾔﾏ ﾕﾘｴ

2時間15分05秒825 小池 木綿子8563 ｺｲｹ ﾕｳｺ

2時間15分06秒826 後藤 貴子8493 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｺ

2時間15分17秒827 濱田 莉紗6571 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｻ

2時間15分18秒828 荒川 眞須美21127 ｱﾗｶﾜ ﾏｽﾐ

2時間15分21秒829 望月 幸代13606 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾁﾖ

2時間15分30秒830 瀧山 千代子6550 ﾀｷﾔﾏ ﾁﾖｺ

2時間15分32秒831 後藤　諭美子8197 ｺﾞﾄｳ ﾕﾐｺ

2時間15分32秒832 樋口 玲菜6600 ﾋｸﾞﾁ ﾚｲﾅ

2時間15分38秒833 高橋 智子13556 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ

2時間15分44秒834 池亀 俊美13651 ｲｹｶﾞﾒ ﾄｼﾐ

2時間16分10秒835 間処 陽子13635 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾖｳｺ

2時間16分11秒836 楠見 敦美9757 ｸｽﾐ ｱﾂﾐ

2時間16分19秒837 藤本 ルナ8569 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙﾅ

2時間16分25秒838 齊藤 雅子8516 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ

2時間16分32秒839 岡田 直子6763 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｺ

2時間16分34秒840 小菅 啓8556 ｺｽｶﾞ ﾋﾛ

2時間16分37秒841 田中 陽子6739 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ

2時間16分42秒842 富田 明子13569 ﾄﾐﾀ ｱｷｺ

2時間16分45秒843 梁 安子21153 ﾔﾝ ｱﾝﾁﾞｬ

2時間16分46秒844 山崎 明美13580 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｹﾐ

2時間16分51秒845 福田 裕子30201 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間16分58秒846 坪居 ゆかり13543 ﾂﾎﾞｲ ﾕｶﾘ

2時間17分37秒847 小池 礼華6726 ｺｲｹ ｱﾔｶ

2時間17分39秒848 熊崎 洋子13665 ｸﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ

2時間17分54秒849 田島 ちあき6766 ﾀｼﾞﾏ ﾁｱｷ

2時間18分08秒850 山岡 智子8577 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓｺ
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2時間18分09秒851 佐藤 多希子21148 ｻﾄｳ ﾀｷｺ

2時間18分13秒852 猪股　雅実7928 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻﾐ

2時間18分20秒853 石川 智惠13565 ｲｼｶﾜ ﾁｴ

2時間18分21秒854 永井　千佳8242 ﾅｶﾞｲ ﾁｶ

2時間18分36秒855 曽川 喜代美21118 ｿｶﾞﾜ ｷﾖﾐ

2時間18分40秒856 塚田　愛7924 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾅ

2時間18分45秒857 木村 友香6407 ｷﾑﾗ ﾕｶ

2時間18分46秒858 小池 佳代子13602 ｺｲｹ ｶﾖｺ

2時間18分49秒859 杤谷 有紀6539 ﾄﾁﾔ ﾕｷ

2時間18分55秒860 吉岡　千帆8193 ﾖｼｵｶ ﾁﾎ

2時間18分55秒861 逸見 佳代子23232 ﾍﾝﾐ ｶﾖｺ

2時間18分56秒862 吉川 弘子13642 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｺ

2時間19分02秒863 繁田 典子21238 ｼｹﾞﾀ ﾉﾘｺ

2時間19分02秒864 向田 奈月6774 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅﾂｷ

2時間19分14秒865 竹内　裕貴子8246 ﾀｹｳﾁ ﾕｷｺ

2時間19分36秒866 浅野 早紀6604 ｱｻﾉ ｻｷ

2時間19分41秒867 近藤 華子8503 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ

2時間19分48秒868 安斎 明子21105 ｱﾝｻﾞｲ ｱｷｺ

2時間19分56秒869 鈴木 美也子6747 ｽｽﾞｷ ﾐﾔｺ

2時間19分57秒870 阿部 郁子8545 ｱﾍﾞ ｲｸｺ

2時間19分59秒871 齊藤 久子13552 ｻｲﾄｳ ﾋｻｺ

2時間20分04秒872 龍崎 久美子21149 ﾘｭｳｻﾞｷ ｸﾐｺ

2時間20分06秒873 久保田 明菜6784 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ

2時間20分20秒874 武川 明子13594 ﾀｹｶﾜ ｱｷｺ

2時間20分27秒875 高岸 歩6619 ﾀｶｷﾞｼ ｱﾕﾐ

2時間20分39秒876 高橋　祐子8238 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ

2時間20分46秒877 寺田 亜希7919 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷ

2時間20分47秒878 藤木　里美7918 ﾌｼﾞｷ ｻﾄﾐ

2時間20分55秒879 西山 ゆかり21103 ﾆｼﾔﾏ ﾕｶﾘ

2時間21分05秒880 永沼 夏美8477 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ

2時間21分10秒881 嘉藤 麻美8533 ｶﾄｳ ﾏﾐ

2時間21分12秒882 古屋 有紀8432 ﾌﾙﾔ ﾕｷ

2時間21分15秒883 長瀬 摂子13668 ﾅｶﾞｾ ｾﾂｺ

2時間21分20秒884 木村 桂子13660 ｷﾑﾗ ｹｲｺ

2時間21分26秒885 原田 カサンドラ6617 ﾊﾗﾀﾞ ｶｻﾝﾄﾞﾗ

2時間21分27秒886 どねり ゆーけりあ13630 ﾄﾞﾈﾘ ﾕｰｹﾘｱ

2時間21分37秒887 岡田 景子6740 ｵｶﾀﾞ ｹｲｺ

2時間21分41秒888 川口 香織21111 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｵﾘ

2時間21分41秒889 植松 美香13600 ｳｴﾏﾂ ﾐｶ

2時間21分46秒890 小高 郁子13596 ｺﾀﾞｶ ｲｸｺ

2時間21分50秒891 秦野 優子13631 ﾊﾀﾉ ﾕｳｺ

2時間21分55秒892 白澤 ひかる6765 ｼﾗｻﾜ ﾋｶﾙ

2時間21分56秒893 大島 由美子13603 ｵｵｼﾏ ﾕﾐｺ

2時間21分57秒894 福田 綾子6776 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｺ

2時間22分01秒895 岡本 聡子21228 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｺ

2時間22分08秒896 堀 珠美13618 ﾎﾘ ﾀﾏﾐ

2時間22分14秒897 伊藤 美知子13652 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ

2時間22分15秒898 吉田 美貴13591 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ

2時間22分15秒899 松本 奈緒子6733 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｺ

2時間22分19秒900 宇井 祥子21122 ｳｲ ｼｮｳｺ
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2時間22分19秒901 永山 小津枝21124 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｽﾞｴ

2時間22分26秒902 志賀 つくみ21121 ｼｶﾞ ﾂｸﾐ

2時間22分42秒903 茂森 優子13644 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｺ

2時間22分52秒904 三成 美子13514 ﾐﾅﾘ ﾖｼｺ

2時間22分55秒905 山本 幸子8546 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ

2時間22分57秒906 幸田 彩華6748 ｺｳﾀﾞ ｱﾔｶ

2時間23分02秒907 大築 淳子6760 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間23分11秒908 高橋 弘美21115 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ

2時間23分26秒909 江島 教子13636 ｴｼﾞﾏ ﾉﾘｺ

2時間23分30秒910 川本 清佳13656 ｶﾜﾓﾄ ｻﾔｶ

2時間23分35秒911 峯崎 由貴子6745 ﾐﾈｻﾞｷ ﾕｷｺ

2時間23分36秒912 秋山 千鶴21146 ｱｷﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ

2時間23分47秒913 高橋 さおり8515 ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ

2時間23分51秒914 鈴木 裕子13592 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ

2時間23分53秒915 川島 理菜6759 ｶﾜｼﾏ ﾘﾅ

2時間23分57秒916 西谷 扶生子30205 ﾆｼﾔ ﾌｷｺ

2時間24分06秒917 小波津 麻子6724 ｺﾊﾂ ﾏｺ

2時間24分34秒918 原田 一恵13547 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｴ

2時間24分40秒919 福井 悠子6616 ﾌｸｲ ﾕｳｺ

2時間24分49秒920 池浦 麻実13513 ｲｹｳﾗ ｱｻﾐ

2時間24分55秒921 槙島 教子13634 ﾏｷｼﾏ ﾉﾘｺ

2時間25分01秒922 田原 美有紀13508 ﾀﾊﾗ ﾐﾕｷ

2時間25分03秒923 神尾 真弓13566 ｶﾐｵ ﾏﾕﾐ

2時間25分05秒924 菅原 佑衣6762 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｲ

2時間25分21秒925 須藤 友子7923 ｽﾄｳ ﾄﾓｺ

2時間25分31秒926 小又 茂子8187 ｺﾏﾀ ｼｹﾞｺ

2時間25分41秒927 渡辺 美代子13655 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖｺ

2時間25分41秒928 鈴木 智子8205 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ

2時間26分06秒929 赤金　眞由美8254 ｱｶｶﾞﾈ ﾏﾕﾐ

2時間26分06秒930 平野 千里6577 ﾋﾗﾉ ﾁｻﾄ

2時間26分19秒931 久保 友美13559 ｸﾎﾟ ﾄﾓﾐ

2時間26分24秒932 釘田　まこと9762 ｸｷﾞﾀ ﾏｺﾄ

2時間26分47秒933 服田 恭子13554 ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｺ

2時間26分57秒934 西村 淳子9761 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

2時間26分57秒935 太田 真理32222 ｵｵﾀ ﾏﾘ

2時間26分58秒936 石川 恵理子9760 ｲｼｶﾜ ｴﾘｺ

2時間27分11秒937 北村 美由喜6764 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ

2時間27分45秒938 菅野 智子21108 ｽｶﾞﾉ ﾄﾓｺ

2時間27分52秒939 杉崎 眞美6753 ｽｷﾞｻｷ ﾏﾐ

2時間28分08秒940 平野 奈緒子13663 ﾋﾗﾉ ﾅｵｺ

2時間28分39秒941 花井 英枝6734 ﾊﾅｲ ﾌｻｴ

2時間28分49秒942 大槻 恵美子21129 ｵｵﾂｷ ｴﾐｺ

2時間28分57秒943 荒川 蘭6568 ｱﾗｶﾜ ﾗﾝ

2時間29分07秒944 岩島 祐子21134 ｲﾜｼﾏ ﾕｳｺ

2時間29分28秒945 北條 正枝13624 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻｴ

2時間29分33秒946 野澤 真貴子13564 ﾉｻﾞﾜ ﾏｷｺ

2時間29分34秒947 三ツ井 祐子13669 ﾐﾂｲ ﾕｳｺ

2時間29分36秒948 佐藤　亜紀6799 ｻﾄｳ ｱｷ

2時間29分41秒949 大槻 咲枝6711 ｵｵﾂｷ ｻｷｴ

2時間29分47秒950 増田 花子6578 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾅｺ
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2時間29分54秒951 渡辺 理美21155 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾐ

2時間29分54秒952 西山 厚子21110 ﾆｼﾔﾏ ｱﾂｺ

2時間30分31秒953 秋澤 純子8535 ｱｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ

2時間30分35秒954 原 弥生21152 ﾊﾗ ﾔﾖｲ

2時間30分41秒955 友成 未久6756 ﾄﾓﾅﾘ ﾐｸ

2時間30分47秒956 齋藤　ゆきほ9581 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾎ

2時間30分47秒957 長谷 紫織13627 ﾊｾ ｼｵﾘ

2時間31分13秒958 鈴木　千尋6802 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ

2時間31分21秒959 大出 愛子6758 ｵｵｲﾃﾞ ｱｲｺ

2時間31分43秒960 津田 道子6606 ﾂﾀﾞ ﾐﾁｺ

2時間31分52秒961 田野 佳代13562 ﾀﾉ ｶﾖ

2時間32分17秒962 坂本 春菜6573 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ

2時間32分22秒963 関口 文21114 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔ

2時間32分31秒964 平原 裕子21154 ﾋﾗﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ

2時間32分33秒965 佐藤 麻樹子6798 ｻﾄｳ ﾏｷｺ

2時間32分35秒966 山本 廣子13598 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ

2時間32分36秒967 林 亜由美8565 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

2時間32分58秒968 長谷川 君子13632 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐｺ

2時間33分05秒969 小野寺 忍21132 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾉﾌﾞ

2時間33分06秒970 倉垣 晴菜6713 ｸﾗｶﾞｷ ﾊﾙﾅ

2時間33分36秒971 森本 明日香6788 ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ

2時間34分31秒972 根津 紀子13670 ﾈﾂﾞ ﾉﾘｺ

2時間35分34秒973 河西 貴子6749 ｶｻｲ ﾀｶｺ

2時間35分44秒974 細谷 真弓6786 ﾎｿﾔ ﾏﾕﾐ

2時間35分58秒975 横山 裕子6610 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｺ

2時間36分01秒976 石井　静23236 ｲｼｲ ｼｽﾞｶ

2時間36分03秒977 武藤 香苗21112 ﾑﾄｳ ｶﾅｴ

2時間36分23秒978 河野 志織6612 ｺｳﾉ ｼｵﾘ

2時間36分28秒979 菊池 有希13530 ｷｸﾁ ﾕｷ

2時間36分29秒980 柴田 美保13639 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾎ

2時間36分30秒981 澤田 あずさ13672 ｻﾜﾀﾞ ｱｽﾞｻ

2時間36分40秒982 竹内 明代21147 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾖ

2時間37分03秒983 坂下　紀子7932 ｻｶｼﾀ ﾉﾘｺ

2時間37分20秒984 渡辺 由紀6777 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ

2時間37分21秒985 今井　彩6803 ｲﾏｲ ｱﾔ

2時間37分48秒986 山口 由美21142 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾐ

2時間38分14秒987 青木 いづみ13653 ｱｵｷ ｲﾂﾞﾐ

2時間39分35秒988 高 栄21239 ｺｳ ｴｲ

2時間39分53秒989 小池 沙世6727 ｺｲｹ ｻﾖ

2時間39分54秒990 畠山 めぐみ8566 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ

2時間39分59秒991 三上 小百合21101 ﾐｶﾐ ｻﾕﾘ

2時間40分50秒992 高木 茜6781 ﾀｶｷﾞ ｱｶﾈ

2時間41分04秒993 長谷川 千恵6755 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｴ

2時間41分43秒994 竹内 直子21136 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｺ

2時間41分44秒995 善明 敬子13525 ｾﾞﾝﾐｮｳ ｹｲｺ

2時間42分19秒996 島崎 路子21109 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾁｺ

2時間43分16秒997 檜垣 亜希子13626 ﾋｶﾞｷ ｱｷｺ

2時間43分23秒998 石田 智子6785 ｲｼﾀﾞ ｻﾄｺ

2時間45分02秒999 水野 紀子13662 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾘｺ

2時間45分02秒1000 井上 咲耶6718 ｲﾉｳｴ ｻｸﾔ
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2時間45分17秒1001 前田 奈津希6737 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ

2時間45分31秒1002 坪子 友香理6752 ﾂﾎﾞｺ ﾕｶﾘ

2時間46分14秒1003 阿部 智美6750 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾐ

2時間46分17秒1004 岡本 紫6735 ｵｶﾓﾄ ﾕｶﾘ

2時間46分38秒1005 藤田 智子6797 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｺ

2時間46分58秒1006 塩原 しのぶ21120 ｼｵﾊﾞﾗ ｼﾉﾌﾞ

2時間47分20秒1007 中谷 柚香6778 ﾅｶﾔ ﾕｶ

2時間50分18秒1008 谷川 満希子21226 ﾀﾆｶﾜ ﾏｷｺ
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