
総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
1 15425 小川　優香 ｵｶﾞﾜ ﾕｶ 1:05:23 神奈川県 鎌倉市
2 5385 山本　歩実 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ 1:05:42 神奈川県 藤沢市 藤沢西高校
3 15948 八ヶ代　真央 ﾔｶｼﾛ ﾏｵ 1:07:05 神奈川県 小田原市 藤沢西高校
4 15031 朝倉　万里子 ｱｻｸﾗ ﾏﾘｺ 1:07:09 茨城県 笠間市 東京海上日動
5 15493 小堀　恵佳 ｺﾎﾞﾘ ｱﾔｶ 1:07:11 神奈川県 横浜市
6 5370 大谷　観菜 ｵｵﾀﾆ ｶﾝﾅ 1:07:31 神奈川県 藤沢市 藤沢西高等学校
7 15554 白倉　希海 ｼﾗｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 1:09:29 神奈川県 平塚市 藤澤西高校
8 16429 平野　恵里香 ﾋﾗﾉ ｴﾘｶ 1:09:31 神奈川県 海老名市
9 15674 中津　志保 ﾅｶﾂ ｼﾎ 1:09:41 神奈川県 海老名市 快体健歩
10 5084 石澤　智子 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 1:11:39 神奈川県 藤沢市
11 5234 本藤　奈巳子 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾅﾐｺ 1:11:45 神奈川県 藤沢市
12 5179 沼上　美佳 ﾇﾏｶﾐ ﾐｶ 1:12:06 神奈川県 藤沢市
13 16409 平松　友季 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｷ 1:12:24 神奈川県 鎌倉市
14 5346 三輪　茉莉子 ﾐﾜ ﾏﾘｺ 1:12:28 神奈川県 藤沢市
15 5157 鈴木　亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 1:13:00 神奈川県 藤沢市
16 5378 長谷川　あゆみ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 1:13:13 神奈川県 藤沢市
17 5251 絵野澤　恵 ｴﾉｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 1:13:18 神奈川県 藤沢市 ＭＥＧ
18 5407 秋山　真理子 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘｺ 1:13:20 神奈川県 藤沢市 横浜中央走友会
19 5445 服部　江利香 ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 1:13:36 神奈川県 藤沢市
20 15641 池田　静香 ｲｹﾀﾞ ｼｽﾞｶ 1:13:37 神奈川県 川崎市 Ｋ２ＴＲＣ
21 5398 竹内　恵子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ 1:14:06 神奈川県 藤沢市
22 15993 紀平　真知子 ｷﾋﾗ ﾏﾁｺ 1:14:14 神奈川県 横浜市
23 15742 島田　美由紀 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 1:14:24 神奈川県 横浜市 横浜ＡＣ
24 5011 藤田　智子 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｺ 1:14:35 神奈川県 藤沢市 エッサホイサ
25 16173 吉川　ちぐさ ﾖｼｶﾜ ﾁｸﾞｻ 1:14:50 神奈川県 茅ヶ崎市 ラチエン
26 16164 小野寺　利絵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 1:14:53 神奈川県 相模原市 南蛮連合
27 15234 谷口　優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 1:15:27 神奈川県 横浜市 ランニングデポ
28 15506 坂　裕子 ｻｶ ﾕｳｺ 1:15:27 神奈川県 横浜市
29 16139 堀川　智江 ﾎﾘｶﾜ ﾁｴ 1:15:34 神奈川県 葉山町 セントラル藤沢
30 16148 石川　泰子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ 1:15:35 埼玉県 川口市 赤羽ランナーズ
31 5143 山本　和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 1:15:49 神奈川県 藤沢市
32 5463 小野寺　瑞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂｺ 1:15:54 神奈川県 藤沢市 チームわかふじ
33 15961 吉野　都子 ﾖｼﾉ ｸﾆｺ 1:16:01 神奈川県 横須賀市
34 15314 清野　きぬ ｾｲﾉ ｷﾇ 1:16:09 神奈川県 横浜市
35 16113 田村　桃子 ﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 1:16:29 神奈川県 茅ヶ崎市
36 5063 安部　美知 ｱﾍﾞ ﾐﾁ 1:16:44 神奈川県 藤沢市
37 16233 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 1:16:49 神奈川県 相模原市
38 15834 倉田　智枝子 ｸﾗﾀ ﾁｴｺ 1:17:13 長野県 箕輪町
39 15129 戸倉　有紀 ﾄｸﾗ ﾕｳｷ 1:17:15 東京都 新宿区
40 5271 三宅　雅子 ﾐﾔｹ ﾏｻｺ 1:17:26 神奈川県 藤沢市 ランランＲＵＮ
41 16327 山崎　恵子 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺ 1:17:31 北海道 東川町 凹田ガス（株）
42 15470 橘川　仁美 ｷﾂｶﾜ ﾋﾄﾐ 1:17:41 神奈川県 二宮町 ころちゃんず
43 5123 西澤　知子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 1:17:54 神奈川県 藤沢市 湘南ＨＥＲＯ
44 15879 石井　雅子 ｲｼｲ ﾏｻｺ 1:18:02 神奈川県 横浜市
45 15261 清水　陽子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 1:18:10 神奈川県 茅ヶ崎市
46 16471 師岡　優子 ﾓﾛｵｶ ﾕｳｺ 1:18:24 神奈川県 横浜市
47 16240 安藤　友紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 1:18:28 神奈川県 横浜市
48 5215 丸山　千津 ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾂﾞ 1:18:36 神奈川県 藤沢市 西高セブン
49 15175 本郷　友美 ﾎﾝｺﾞｳ ﾄﾓﾐ 1:18:38 神奈川県 逗子市
50 15910 北村　美穂 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾎ 1:18:40 神奈川県 横浜市
51 15520 井上　智子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 1:18:49 神奈川県 横浜市
52 5097 中原　久代 ﾅｶﾊﾗ ﾋｻﾖ 1:18:50 神奈川県 藤沢市
53 15131 葛西　朗子 ｶｻｲ ｱｷｺ 1:18:58 神奈川県 茅ヶ崎市 チームＰＩＫＥ
54 15994 池田　光咲 ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 1:18:58 東京都 文京区 ＴＳＲＣ
55 15145 藤原　幸子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁｺ 1:19:07 神奈川県 相模原市
56 16008 齋藤　遥乃 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 1:19:11 神奈川県 横浜市 鎌倉楽しくラン
57 5138 稲毛　紗耶香 ｲﾅｹﾞ ｻﾔｶ 1:19:17 神奈川県 藤沢市
58 15211 錬石　恵子 ﾈﾘｲｼ ｹｲｺ 1:19:44 神奈川県 茅ヶ崎市 オキシバリア
59 5391 陶山　麻美 ｽﾔﾏ ﾏﾐ 1:19:48 神奈川県 藤沢市
60 5124 大槻　洋子 ｵｵﾂｷ ﾖｳｺ 1:19:52 神奈川県 藤沢市
61 15362 杉崎　加奈 ｽｷﾞｻﾞｷ ｶﾅ 1:19:56 神奈川県 横浜市
62 5395 八巻　梓 ﾔﾏｷ ｱｽﾞｻ 1:19:58 神奈川県 藤沢市
63 15105 高倉　美萌 ﾀｶｸﾗ ﾐﾓｴ 1:20:05 神奈川県 平塚市 湘南ランクラブ
64 15062 松村　まゆみ ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾕﾐ 1:20:07 神奈川県 横浜市 ＪＯＧＳＰＡ
65 16283 小杉　純子 ｺｽｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 1:20:17 東京都 練馬区
66 5367 松永　麻佑 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾕ 1:20:22 神奈川県 藤沢市 メルシャン
67 15349 渡辺　麻子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻｺ 1:20:36 東京都 世田谷区 ＡＬＩＣＥ
68 15379 山中　洋子 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｺ 1:20:40 神奈川県 横浜市 栄ＲＣ
69 5562 山本　智子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 1:20:42 神奈川県 藤沢市 花伝亭
70 15854 鈴木　秀美 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ 1:20:44 神奈川県 横浜市 横浜旭走友会
71 5027 堀田　明子 ﾎｯﾀ ｱｷｺ 1:20:51 神奈川県 藤沢市 エッサホイサ
72 15417 田村　有子 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 1:20:53 東京都 大田区
73 16335 関口　朋子 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 1:20:58 神奈川県 横浜市
74 5275 杉山　志信 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 1:21:02 神奈川県 藤沢市 亀屋染物店
75 5140 島津　昌代 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾖ 1:21:02 神奈川県 藤沢市
76 16268 礒部　静 ｲｿﾍﾞ ｼｽﾞｶ 1:21:12 東京都 豊島区 ハイフキヤ
77 16162 長谷川　悠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 1:21:15 東京都 稲城市 ハイフキヤ
78 15389 桑本　陽子 ｸﾜﾓﾄ ﾖｳｺ 1:21:19 鳥取県 大山町 木のこ
79 15564 北田　純子 ｷﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 1:21:26 神奈川県 相模原市
80 5329 倉　紫織 ｸﾗ ｼｵﾘ 1:21:45 神奈川県 藤沢市 Ｈ２Ｏ
81 5145 石澤　裕子 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｺ 1:21:48 神奈川県 藤沢市
82 16294 森　彩那 ﾓﾘ ｱﾔﾅ 1:21:55 東京都 調布市 ハイフキヤ
83 15227 加藤　奈緒美 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ 1:21:59 東京都 大田区
84 15170 増岡　麻美 ﾏｽｵｶ ｱｻﾐ 1:21:59 神奈川県 横浜市
85 16285 九島　菜奈 ｸｼﾏ ﾅﾅ 1:22:03 神奈川県 横浜市
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総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
86 15348 山根　菜穂 ﾔﾏﾈ ﾅﾎ 1:22:13 神奈川県 小田原市 ＨＩＨＩ走優会
87 16036 田中　奈穂子 ﾀﾅｶ ﾅﾎｺ 1:22:15 東京都 中野区
88 15647 遠藤　裕子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 1:22:18 神奈川県 横浜市
89 15061 秀山　幸子 ﾋﾃﾞﾔﾏ ｻﾁｺ 1:22:18 神奈川県 鎌倉市
90 16430 岡村　佳代子 ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ 1:22:33 東京都 東村山市
91 15730 上薗　美和子 ｶﾐｿﾞﾉ ﾐﾜｺ 1:22:37 神奈川県 相模原市
92 5628 石川　基和 ｲｼｶﾜ ｷﾜ 1:22:38 神奈川県 藤沢市
93 5423 田代　久実子 ﾀｼﾛ ｸﾐｺ 1:22:39 神奈川県 藤沢市 株式会社原田
94 16365 平野　忍 ﾋﾗﾉ ｼﾉﾌﾞ 1:22:44 神奈川県 横浜市
95 15829 大濱　美智子 ｵｵﾊﾏ ﾐﾁｺ 1:22:52 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ＦＲＣ
96 15368 益田　はるみ ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾐ 1:22:55 神奈川県 大和市
97 15572 川嶋　礼子 ｶﾜｼﾏ ﾚｲｺ 1:23:27 神奈川県 鎌倉市
98 15549 佐藤　里香 ｻﾄｳ ﾘｶ 1:23:28 山形県 河北町
99 15873 相子　真利 ｱｲｺ ﾏﾘ 1:23:32 神奈川県 横浜市
100 5227 秋山　エミ ｱｷﾔﾏ ｴﾐ 1:23:34 神奈川県 藤沢市
101 15197 渡邊　美貴子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｺ 1:23:34 神奈川県 茅ヶ崎市
102 5342 松澤　恵子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｺ 1:23:44 神奈川県 藤沢市
103 15344 浅野　和代 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾖ 1:23:45 神奈川県 川崎市
104 15353 田中　薫 ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1:23:51 神奈川県 大和市 ナイトラン
105 5155 荒井　あき ｱﾗｲ ｱｷ 1:23:51 神奈川県 藤沢市
106 5550 印藤　奈美 ｲﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 1:23:53 神奈川県 藤沢市
107 16181 深津　明美 ﾌｶﾂ ｱｹﾐ 1:23:57 群馬県 吉岡町 あっくんず
108 16043 杉原　紀子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ 1:24:08 神奈川県 横浜市 ＴｏｐＧｅａｒ
109 15109 平　さより ﾋﾗ ｻﾖﾘ 1:24:15 東京都 杉並区
110 5247 田中　和代 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖ 1:24:17 神奈川県 藤沢市
111 5008 森井　ちなみ ﾓﾘｲ ﾁﾅﾐ 1:24:17 神奈川県 藤沢市 ＳＥＫＩＳＰＯ
112 5142 弓田　志津子 ﾕﾐﾀ ｼﾂﾞｺ 1:24:18 神奈川県 藤沢市
113 16388 小林　智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄ 1:24:21 神奈川県 大和市
114 15979 古長　裕子 ｺﾁｮｳ ﾋﾛｺ 1:24:28 神奈川県 横浜市 Ａ５０Ｗ
115 15658 加藤　伊久枝 ｶﾄｳ ｲｸｴ 1:24:29 神奈川県 横浜市 佐倉陸上クラブ
116 5318 武田　悦子 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｺ 1:24:31 神奈川県 藤沢市
117 15133 大木　明美 ｵｵｷ ｱｹﾐ 1:24:31 神奈川県 横浜市 らいおんＲＣ
118 15154 湯浅　佳子 ﾕｱｻ ｹｲｺ 1:24:34 神奈川県 横浜市
119 5091 西　千保美 ﾆｼ ﾁﾎﾐ 1:24:36 神奈川県 藤沢市
120 16333 北川　文子 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔｺ 1:24:47 東京都 世田谷区
121 15343 石崎　紗綾可 ｲｼｻﾞｷ ｻﾔｶ 1:24:48 神奈川県 茅ヶ崎市 チーム野渡
122 15352 山崎　潤子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 1:24:51 埼玉県 さいたま市
123 5028 臼井　敬子 ｳｽｲ ｹｲｺ 1:24:56 神奈川県 藤沢市
124 5386 安藤　佳美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾐ 1:25:03 神奈川県 藤沢市
125 5598 佐藤　采香 ｻﾄｳ ｻｲｶ 1:25:13 神奈川県 藤沢市
126 16048 阿部　恵子 ｱﾍﾞ ｹｲｺ 1:25:13 神奈川県 座間市
127 16328 川井　麻由美 ｶﾜｲ ﾏﾕﾐ 1:25:16 神奈川県 横浜市
128 16033 河合　あき子 ｶﾜｲ ｱｷｺ 1:25:18 神奈川県 横浜市
129 16229 渡部　真理子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 1:25:23 神奈川県 横浜市
130 5618 今　宏美 ｺﾝ ﾋﾛﾐ 1:25:29 神奈川県 藤沢市 チームさざなみ
131 15450 平山　多恵 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｴ 1:25:30 神奈川県 横浜市
132 16224 川村　直子 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｺ 1:25:31 神奈川県 相模原市
133 15336 志田　八重子 ｼﾀﾞ ﾔｴｺ 1:25:32 神奈川県 横浜市
134 15591 池田　早苗 ｲｹﾀﾞ ｻﾅｴ 1:25:33 神奈川県 茅ヶ崎市
135 16239 千葉　恭子 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ 1:25:34 東京都 立川市
136 16118 中澤　留美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾐ 1:25:42 神奈川県 横浜市
137 15675 菅野　早苗 ｶﾝﾉ ｻﾅｴ 1:25:43 神奈川県 海老名市
138 16055 新城　裕子 ｱﾗｷ ﾕｳｺ 1:25:47 神奈川県 茅ヶ崎市
139 15238 速見　利津子 ﾊﾔﾐ ﾘﾂｺ 1:25:48 神奈川県 茅ヶ崎市
140 15277 佐藤　正子 ｻﾄｳ ﾏｻｺ 1:25:52 神奈川県 横浜市 ランジョグ
141 15184 西村　治美 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾐ 1:25:57 神奈川県 横浜市 多羅尾商会
142 15715 桑鶴　史佳 ｸﾜﾂﾞﾙ ﾌﾐｶ 1:26:03 神奈川県 横浜市
143 5268 田島　弓峰 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾐ 1:26:03 神奈川県 藤沢市 株式会社原田
144 5564 石田　道子 ｲｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 1:26:04 神奈川県 藤沢市
145 15964 井川　美穂子 ｲｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 1:26:06 神奈川県 相模原市
146 5009 後藤　麻里奈 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ 1:26:17 神奈川県 藤沢市 エッサホイサ
147 16288 岡崎　清美 ｵｶｻﾞｷ ｷﾖﾐ 1:26:27 神奈川県 横浜市
148 15454 棚瀬　美由紀 ﾀﾅｾ ﾐﾕｷ 1:26:32 神奈川県 横浜市
149 5052 野崎　美樹 ﾉｻﾞｷ ﾐｷ 1:26:33 神奈川県 藤沢市
150 15966 綿引　素美 ﾜﾀﾋｷ ﾓﾄﾐ 1:26:56 東京都 品川区
151 15355 尾崎　真美 ｵｻﾞｷ ﾏﾐ 1:26:59 神奈川県 綾瀬市
152 15373 藁谷　里砂 ﾜﾗｶﾞｲ ﾘｻ 1:26:59 神奈川県 相模原市
153 16286 九島　真理 ｸｼﾏ ﾏﾘ 1:27:01 静岡県 伊東市
154 15957 久保田　登茂江 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｴ 1:27:02 埼玉県 川口市 菱走呑会
155 15163 石原　綾夏 ｲｼﾊﾗ ｱﾔｶ 1:27:04 茨城県 つくば市 臨海トルク
156 5005 根本　はる菜 ﾈﾓﾄ ﾊﾙﾅ 1:27:04 神奈川県 藤沢市 宝製菓（株）
157 15539 漆原　のどか ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ 1:27:12 神奈川県 横浜市
158 15748 村杉　佳與子 ﾑﾗｽｷﾞ ｶﾖｺ 1:27:13 東京都 足立区
159 15842 阿部　有里 ｱﾍﾞ ﾕﾘ 1:27:28 神奈川県 茅ヶ崎市
160 15177 若井　香織 ﾜｶｲ ｶｵﾘ 1:27:40 千葉県 白井市
161 15472 井出　三津子 ｲﾃﾞ ﾐﾂｺ 1:27:50 神奈川県 茅ヶ崎市
162 15030 井口　香苗 ｲｸﾞﾁ ｶﾅｴ 1:27:53 神奈川県 横浜市
163 5160 鈴木　奈穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 1:27:57 神奈川県 藤沢市
164 5393 多田　文香 ﾀﾀﾞ ﾌﾐｶ 1:27:59 神奈川県 藤沢市
165 15971 松浦　梨紗 ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 1:28:05 神奈川県 綾瀬市
166 15212 中村　美香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 1:28:05 神奈川県 大和市
167 16348 松本　千春 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾊﾙ 1:28:15 神奈川県 横浜市 ＮＯＮＡＣ
168 15281 椿　ちあき ﾂﾊﾞｷ ﾁｱｷ 1:28:16 神奈川県 茅ヶ崎市
169 15515 大内　晃子 ｵｵｳﾁ ｱｷｺ 1:28:20 神奈川県 大和市
170 5043 東條　靖子 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｺ 1:28:21 神奈川県 藤沢市
171 16393 小野寺　律恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｴ 1:28:22 神奈川県 綾瀬市 麹
172 16271 上敷領　由紀子 ｶﾐｼｷﾘｮｳ ﾕｷｺ 1:28:26 神奈川県 横浜市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
173 5409 三井　梓 ﾐﾂｲ ｱｽﾞｻ 1:28:32 神奈川県 藤沢市
174 15612 山本　典子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 1:28:39 愛知県 名古屋市
175 15670 小口　優子 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:28:39 東京都 小平市
176 16367 森　浩子 ﾓﾘ ﾋﾛｺ 1:28:40 東京都 大田区
177 16158 西山　優子 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｺ 1:28:41 神奈川県 横浜市
178 15754 石井　かおる ｲｼｲ ｶｵﾙ 1:28:43 神奈川県 鎌倉市
179 15033 佐々木　寿子 ｻｻｷ ｼｭｳｺ 1:28:54 青森県 おいらせ町 エイトコーヒー
180 16317 芳野　郁子 ﾖｼﾉ ﾌﾐｺ 1:28:57 東京都 町田市 走りましょい会
181 5229 水野　幸江 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｴ 1:28:58 神奈川県 藤沢市
182 15909 久源　美奈子 ﾋｻｹﾞﾝ ﾐﾅｺ 1:28:58 東京都 荒川区
183 15365 渡辺　和子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｺ 1:28:58 神奈川県 横浜市
184 15142 森田　里恵 ﾓﾘﾀ ﾘｴ 1:29:13 神奈川県 横浜市
185 16117 鈴木　真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 1:29:14 東京都 世田谷区 Ｔ２６ラン部
186 15835 朝倉　恭子 ｱｻｸﾗ ｷｮｳｺ 1:29:15 神奈川県 二宮町 港こども園
187 16142 山下　文子 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔｺ 1:29:17 神奈川県 鎌倉市
188 5050 鈴木　美花 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 1:29:31 神奈川県 藤沢市
189 5347 緒方　奈津子 ｵｶﾞﾀ ﾅﾂｺ 1:29:35 神奈川県 藤沢市
190 15442 木村　ひろみ ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 1:29:38 神奈川県 中井町
191 15024 鈴木　真紀子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 1:29:41 神奈川県 鎌倉市
192 15370 鎌田　公子 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｺ 1:29:45 神奈川県 横須賀市 ハウスモリー
193 15322 松尾　万紀子 ﾏﾂｵ ﾏｷｺ 1:29:48 神奈川県 相模原市
194 15517 笠間　佐知子 ｶｻﾏ ｻﾁｺ 1:29:48 東京都 品川区
195 16407 薬師神　美穂子 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾐﾎｺ 1:29:49 神奈川県 川崎市 Ｔ２６ラン部
196 16068 桐尾　なつみ ｷﾘｵ ﾅﾂﾐ 1:29:50 神奈川県 横浜市
197 16299 工藤　志穂美 ｸﾄﾞｳ ｼﾎﾐ 1:29:52 神奈川県 茅ヶ崎市
198 16141 三原　千秋 ﾐﾊﾗ ﾁｱｷ 1:29:53 神奈川県 逗子市
199 16166 遠藤　友紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 1:29:54 神奈川県 横浜市
200 15330 塩野　雅子 ｼｵﾉ ﾏｻｺ 1:29:56 東京都 板橋区 カンポーラン部
201 15594 福井　和枝 ﾌｸｲ ｶｽﾞｴ 1:30:13 神奈川県 川崎市
202 15527 加藤　綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 1:30:19 神奈川県 伊勢原市
203 15575 植田　恭子 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ 1:30:21 東京都 府中市
204 5054 新田　香織 ﾆｯﾀ ｶｵﾘ 1:30:21 神奈川県 藤沢市
205 15833 松村　敦子 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｺ 1:30:26 東京都 大田区 一度会競走部
206 15465 古賀　典子 ｺｶﾞ ﾉﾘｺ 1:30:27 神奈川県 横浜市
207 15309 楢田　琴恵 ﾅﾗﾀ ｺﾄｴ 1:30:28 東京都 荒川区
208 15267 楠　瑠美子 ｸｽ ﾙﾐｺ 1:30:32 神奈川県 座間市
209 5069 片岡　真弓 ｶﾀｵｶ ﾏﾕﾐ 1:30:38 神奈川県 藤沢市
210 5039 中村　みちる ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 1:30:38 神奈川県 藤沢市
211 15466 志賀　真有美 ｼｶﾞ ﾏﾕﾐ 1:30:40 神奈川県 横浜市
212 15498 一　リサ ﾊｼﾞﾒ ﾘｻ 1:30:45 神奈川県 平塚市
213 5487 釜萢　文 ｶﾏﾔﾁ ｱﾔ 1:30:47 神奈川県 藤沢市
214 15736 末永　めぐみ ｽｴﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 1:30:51 東京都 調布市 ＲｕｎＷａｖｅ
215 15597 高橋　小百合 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ 1:30:57 神奈川県 二宮町 藤原商会
216 16344 平　恵 ﾀｲﾗ ｹｲ 1:30:59 神奈川県 横浜市
217 5057 松野　優子 ﾏﾂﾉ ﾕｳｺ 1:31:03 神奈川県 藤沢市
218 15178 高橋　由美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 1:31:04 神奈川県 川崎市 ランジョグ
219 15550 青山　晴奈 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 1:31:09 神奈川県 横浜市
220 16127 石川　希実 ｲｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 1:31:11 神奈川県 横浜市
221 16253 守泉　光江 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾐﾂｴ 1:31:15 神奈川県 秦野市
222 15972 作中　留美子 ｻｸﾅｶ ﾙﾐｺ 1:31:16 神奈川県 相模原市 トップギア
223 15840 高橋　順子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 1:31:18 東京都 世田谷区
224 16300 土屋　直子 ﾂﾁﾔ ﾅｵｺ 1:31:19 神奈川県 横浜市
225 15201 飯田　範子 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 1:31:20 神奈川県 平塚市
226 15475 田中　かをる ﾀﾅｶ ｶｵﾙ 1:31:21 神奈川県 横浜市
227 5411 原田　由美子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ 1:31:21 神奈川県 藤沢市
228 16277 本條　圭子 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹｲｺ 1:31:21 神奈川県 相模原市
229 5077 鶴巻　浩子 ﾂﾙﾏｷ ﾋﾛｺ 1:31:23 神奈川県 藤沢市 鶴巻商店
230 5029 進　はるみ ｼﾝ ﾊﾙﾐ 1:31:25 神奈川県 藤沢市
231 5020 上井　真理絵 ｳｴｲ ﾏﾘｴ 1:31:27 神奈川県 藤沢市
232 16015 佐原　美子 ｻﾊﾗ ﾖｼｺ 1:31:32 神奈川県 海老名市 旭広告社
233 15701 関山　恭子 ｾｷﾔﾏ ｷｮｳｺ 1:31:36 神奈川県 二宮町
234 15496 村田　早苗 ﾑﾗﾀ ｻﾅｴ 1:31:38 神奈川県 横浜市
235 15025 廣政　容子 ﾋﾛﾏｻ ﾀｶｺ 1:31:45 神奈川県 横須賀市
236 16049 金子　春香 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 1:31:50 神奈川県 綾瀬市
237 15044 丸田　朱美 ﾏﾙﾀ ｱｹﾐ 1:31:53 神奈川県 横浜市
238 5162 山口　俊恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｴ 1:31:55 神奈川県 藤沢市 ランクラブ
239 15066 土橋　淳子 ﾂﾁﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 1:31:55 神奈川県 横浜市
240 5152 宮原　久実 ﾐﾔﾊﾗ ｸﾐ 1:31:56 神奈川県 藤沢市
241 15531 有附　玲子 ｱﾘﾂｸ ﾚｲｺ 1:31:57 神奈川県 茅ヶ崎市 らめーる
242 16024 田渕　裕美 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾐ 1:32:02 東京都 目黒区
243 5425 塚越　美穂 ﾂｶｺｼ ﾐﾎ 1:32:03 神奈川県 藤沢市
244 5213 北見　佳枝 ｷﾀﾐ ﾖｼｴ 1:32:04 神奈川県 藤沢市 日航ランナーズ
245 5308 首藤　佐知子 ｽﾄﾞｳ ｻﾁｺ 1:32:04 神奈川県 藤沢市 日航ランナーズ
246 16058 赤津　薫 ｱｶﾂ ｶｵﾙ 1:32:07 神奈川県 横浜市
247 15782 國信　朋子 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾄﾓｺ 1:32:07 神奈川県 茅ヶ崎市
248 15203 神山　有美子 ｶﾐﾔﾏ ﾕﾐｺ 1:32:16 神奈川県 小田原市
249 16220 飯田　延衣 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞｴ 1:32:18 神奈川県 横浜市
250 16453 山本　絵莉奈 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘﾅ 1:32:22 神奈川県 大和市
251 15988 堀田　真杉 ﾎｯﾀ ﾏｽｷﾞ 1:32:23 東京都 世田谷区
252 16089 松永　孝子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｺ 1:32:24 栃木県 佐野市
253 16232 原田　小百合 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ 1:32:31 神奈川県 横浜市
254 16187 瀬尾　美砂子 ｾｵ ﾐｻｺ 1:32:32 神奈川県 茅ヶ崎市
255 5022 村山　晴香 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ 1:32:33 神奈川県 藤沢市
256 16172 大場　あゆみ ｵｵﾊﾞ ｱﾕﾐ 1:32:37 神奈川県 横浜市
257 5021 村山　弘美 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾐ 1:32:37 神奈川県 藤沢市 学研並木台教室
258 15663 一杉　しげみ ﾋﾄｽｷﾞ ｼｹﾞﾐ 1:32:43 静岡県 沼津市 チームさえ丸
259 16417 中林　能子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 1:32:44 神奈川県 平塚市
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260 15749 國分　映恵 ｺｸﾌﾞ ﾃﾙｴ 1:32:48 東京都 江東区
261 5113 小林　真由 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 1:32:48 神奈川県 藤沢市
262 16160 立花　佐和子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾜｺ 1:32:49 神奈川県 横浜市
263 15871 大久保　朝美 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾐ 1:32:50 神奈川県 横浜市
264 5222 小古山　優美 ｵｺﾔﾏ ﾕｳﾐ 1:32:50 神奈川県 藤沢市
265 16094 安雙　里美 ｱｿｳ ｻﾄﾐ 1:32:54 神奈川県 川崎市
266 15446 前田　未央 ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ 1:32:55 東京都 世田谷区
267 16329 岩井　美紗 ｲﾜｲ ﾐｻ 1:32:55 東京都 板橋区 ＪＰＨ
268 5151 古屋　真佐子 ﾌﾙﾔ ﾏｻｺ 1:32:58 神奈川県 藤沢市 らめーる
269 5033 松本　直美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾐ 1:32:59 神奈川県 藤沢市
270 5424 田村　智子 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ 1:33:04 神奈川県 藤沢市
271 15559 小林　真弓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 1:33:08 神奈川県 横浜市 ＳＷＡＣ横浜
272 15587 石濱　裕美 ｲｼﾊﾏ ﾋﾛﾐ 1:33:11 東京都 府中市
273 15009 岩井　真理 ｲﾜｲ ﾏﾘ 1:33:13 神奈川県 横須賀市 ＣＣＢＪＩ
274 15424 重田　悠李 ｼｹﾞﾀ ﾕｳﾘ 1:33:13 埼玉県 さいたま市 チームロータス
275 15645 荒川　きよみ ｱﾗｶﾜ ｷﾖﾐ 1:33:13 神奈川県 平塚市
276 16147 松村　阿衣子 ﾏﾂﾑﾗ ｱｲｺ 1:33:15 東京都 北区 赤羽ＲＣ
277 15899 飯田　奈月 ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 1:33:21 神奈川県 大磯町
278 15116 野田　裕美 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ 1:33:22 東京都 杉並区
279 5369 本間　明子 ﾎﾝﾏ ｱｷｺ 1:33:22 神奈川県 藤沢市
280 15008 近岡　裕子 ﾁｶｵｶ ﾕｳｺ 1:33:23 神奈川県 大和市 ファイテン
281 5080 服部　麻友巳 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕﾐ 1:33:24 神奈川県 藤沢市 山手ママ登山部
282 15477 増田　千恵子 ﾏｽﾀﾞ ﾁｴｺ 1:33:28 埼玉県 さいたま市
283 5232 辰巳　秋穂 ﾀﾂﾐ ｱｷﾎ 1:33:33 神奈川県 藤沢市
284 15070 市川　明美 ｲﾁｶﾜ ｱｹﾐ 1:33:37 神奈川県 大和市
285 16456 榎本　沙織 ｴﾉﾓﾄ ｻｵﾘ 1:33:45 東京都 大田区
286 15643 津田　明美 ﾂﾀﾞ ｱｹﾐ 1:33:46 神奈川県 小田原市 山手ママ登山部
287 5103 上村　奈美 ｳｴﾑﾗ ﾅﾐ 1:33:46 神奈川県 藤沢市
288 5584 近澤　歩美 ﾁｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 1:33:54 神奈川県 藤沢市
289 5528 後藤　敏枝 ｺﾞﾄｳ ﾄｼｴ 1:33:54 神奈川県 藤沢市
290 15337 鹿島　摩耶 ｶｼﾏ ﾏﾔ 1:33:56 東京都 東村山市
291 5583 関口　奏 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅ 1:33:57 神奈川県 藤沢市
292 15174 内藤　裕子 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｺ 1:34:00 神奈川県 横須賀市
293 16042 齋藤　奏美 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 1:34:01 神奈川県 川崎市
294 16020 深澤　友規子 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｷｺ 1:34:02 神奈川県 茅ヶ崎市
295 5429 後藤　頼子 ｺﾞﾄｳ ﾖﾘｺ 1:34:09 神奈川県 藤沢市 ウルトラ
296 5428 後藤　麻紀 ｺﾞﾄｳ ﾏｷ 1:34:09 神奈川県 藤沢市 ウルトラ
297 15936 山口　公美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾐ 1:34:10 神奈川県 横浜市
298 16258 神谷　佐知子 ｶﾐﾔ ｻﾁｺ 1:34:15 東京都 江東区
299 5377 塚﨑　加奈子 ﾂｶｻﾞｷ ｶﾅｺ 1:34:17 神奈川県 藤沢市
300 16307 下村　久美子 ｼﾓﾑﾗ ｸﾐｺ 1:34:21 神奈川県 横浜市
301 5336 阿部　京子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 1:34:23 神奈川県 藤沢市
302 16106 泊　愛子 ﾄﾏﾘ ｱｲｺ 1:34:25 神奈川県 川崎市
303 5047 峰田　満希子 ﾐﾈﾀ ﾏｷｺ 1:34:27 神奈川県 藤沢市 アズビル
304 15500 半沢　順子 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 1:34:30 神奈川県 横浜市
305 16275 三浦　綾 ﾐｳﾗ ｱﾔ 1:34:32 神奈川県 横浜市 中庄
306 15902 戸村　瑚織留瞳 ﾄﾑﾗ ｺﾞｵﾙﾄﾞ 1:34:33 神奈川県 大和市
307 15241 日極　祥子 ﾋﾂﾞﾒ ｼｮｳｺ 1:34:38 神奈川県 川崎市
308 15235 渥美　友理子 ｱﾂﾐ ﾕﾘｺ 1:34:40 神奈川県 横浜市
309 15657 三宅　理佳 ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 1:34:41 千葉県 鴨川市
310 16246 高松　弥生 ﾀｶﾏﾂ ﾔﾖｲ 1:34:51 神奈川県 茅ヶ崎市
311 15727 安田　千恵 ﾔｽﾀﾞ ﾁｴ 1:34:52 神奈川県 横浜市
312 5102 吉田　智子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 1:35:00 神奈川県 藤沢市
313 16057 米沢　美穂 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾎ 1:35:00 東京都 武蔵野市 オーシャンナビ
314 5078 森　緑 ﾓﾘ ﾐﾄﾞﾘ 1:35:00 神奈川県 藤沢市
315 15832 矢澤　佐和子 ﾔｻﾞﾜ ｻﾜｺ 1:35:00 神奈川県 大和市 マラトーナ
316 15542 宇山　貴子 ｳﾔﾏ ﾀｶｺ 1:35:01 神奈川県 茅ヶ崎市
317 16400 叶野　幸恵 ｶﾉｳ ﾕｷｴ 1:35:02 神奈川県 川崎市
318 15716 松井　智子 ﾏﾂｲ ﾄﾓｺ 1:35:05 神奈川県 二宮町 御っ山岳部
319 5174 田久保　千春 ﾀｸﾎﾞ ﾁﾊﾙ 1:35:06 神奈川県 藤沢市
320 5017 中澤　松江 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾂｴ 1:35:07 神奈川県 藤沢市
321 5531 小西　智子 ｺﾆｼ ﾄﾓｺ 1:35:09 神奈川県 藤沢市
322 15574 村石　梓 ﾑﾗｲｼ ｱｽﾞｻ 1:35:09 長野県 須坂市 カモシカ部
323 15798 亀里　玉紀 ｶﾒｻﾄ ﾀﾏｷ 1:35:10 神奈川県 川崎市
324 16092 吉野　貴子 ﾖｼﾉ ﾀｶｺ 1:35:11 神奈川県 横浜市 横浜都筑ＡＣ
325 15981 福野　深雪 ﾌｸﾉ ﾐﾕｷ 1:35:13 茨城県 神栖市 Ａ５０Ｗ
326 15903 荒谷　純子 ｱﾗﾔ ｼﾞｭﾝｺ 1:35:13 神奈川県 茅ヶ崎市
327 16295 中田　江津子 ﾅｶﾀ ｴﾂｺ 1:35:16 神奈川県 座間市
328 16161 井上　喜美枝 ｲﾉｳｴ ｷﾐｴ 1:35:20 神奈川県 綾瀬市
329 16431 薄井　渚 ｳｽｲ ﾅｷﾞｻ 1:35:21 東京都 品川区
330 16351 豊田　純子 ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 1:35:28 神奈川県 大和市
331 15193 瀧川　亜希 ﾀｷｶﾞﾜ ｱｷ 1:35:30 東京都 練馬区
332 16466 佐和橋　麻里 ｻﾜﾊｼ ﾏﾘ 1:35:34 神奈川県 横浜市
333 5144 大角　輝波子 ｵｵｽﾐ ｷﾜｺ 1:35:36 神奈川県 藤沢市
334 5133 佐々木　美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ 1:35:37 神奈川県 藤沢市
335 15744 宮本　寿子 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｻｺ 1:35:37 神奈川県 横浜市
336 15351 福田　直美 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾐ 1:35:39 神奈川県 大和市
337 5071 杉山　節子 ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾂｺ 1:35:43 神奈川県 藤沢市
338 15777 前澤　裕美子 ﾏｴｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 1:35:44 神奈川県 横浜市
339 15719 斉藤　明歩 ｻｲﾄｳ ｱｷﾎ 1:35:44 神奈川県 平塚市
340 5083 中嶋　薫 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｵﾙ 1:35:46 神奈川県 藤沢市
341 15790 青木　香織 ｱｵｷ ｶｵﾘ 1:35:49 神奈川県 寒川町
342 15418 野田　めぐみ ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 1:35:53 神奈川県 茅ヶ崎市
343 15764 竹内　祐江里 ﾀｹｳﾁ ﾕｶﾘ 1:35:54 神奈川県 横浜市
344 16105 芦名沢　育恵 ｱｼﾅｻﾞﾜ ｲｸｴ 1:35:56 神奈川県 茅ヶ崎市
345 5066 戸村　理恵 ﾄﾑﾗ ﾘｴ 1:35:58 神奈川県 藤沢市 チーム奥嶋
346 15492 星　美代子 ﾎｼ ﾐﾖｺ 1:35:58 神奈川県 横浜市
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347 5432 山崎　律子 ﾔﾏｻｷ ﾘﾂｺ 1:35:58 神奈川県 藤沢市 ＡＬＩＣＥ
348 16192 高橋　智美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 1:35:59 神奈川県 川崎市
349 16261 星　朋子 ﾎｼ ﾄﾓｺ 1:35:59 東京都 中野区
350 15815 須田　貴子 ｽﾀﾞ ﾀｶｺ 1:36:02 神奈川県 平塚市
351 15298 金子　貴子 ｶﾈｺ ﾀｶｺ 1:36:07 神奈川県 横浜市
352 15704 茶谷　貴子 ﾁｬﾀﾆ ﾀｶｺ 1:36:08 東京都 世田谷区 鎌皇走会
353 15659 原田　つづみ ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 1:36:09 東京都 目黒区
354 16346 押川　加奈子 ｵｼｶﾜ ｶﾅｺ 1:36:09 神奈川県 横浜市
355 5330 芦沢　さやか ｱｼｻﾞﾜ ｻﾔｶ 1:36:09 神奈川県 藤沢市
356 5372 高橋　智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 1:36:09 神奈川県 藤沢市
357 5521 持田　春菜 ﾓﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ 1:36:12 神奈川県 藤沢市
358 15699 大野　菜 ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 1:36:14 神奈川県 横浜市
359 15214 石津　方子 ｲｼﾂﾞ ﾏｻｺ 1:36:15 埼玉県 草加市
360 15457 山本　明代 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾖ 1:36:16 神奈川県 茅ヶ崎市
361 15839 甲斐　志のぶ ｶｲ ｼﾉﾌﾞ 1:36:17 神奈川県 相模原市 ＭｏｌｅｘＲＣ
362 15887 大木　実乃里 ｵｵｷ ﾐﾉﾘ 1:36:20 神奈川県 横浜市
363 5434 北村　富貴子 ｷﾀﾑﾗ ﾌｷｺ 1:36:21 神奈川県 藤沢市
364 15268 大園　こう ｵｵｿﾞﾉ ｺｳ 1:36:22 神奈川県 横浜市 レインボスイム
365 15598 小高　美紀 ｺﾀﾞｶ ﾐｷ 1:36:22 神奈川県 横浜市
366 5325 金井　艶子 ｶﾅｲ ﾂﾔｺ 1:36:23 神奈川県 藤沢市
367 15096 神成　亜希 ｶﾝﾅﾘ ｱｷ 1:36:24 埼玉県 新座市 ランジョグ
368 5072 奥嶋　恵美 ｵｸｼﾏ ｴﾐ 1:36:26 神奈川県 藤沢市 チーム奥嶋
369 15458 木村　愛子 ｷﾑﾗ ｱｲｺ 1:36:28 東京都 目黒区
370 15809 安田　理絵 ﾔｽﾀﾞ ﾘｴ 1:36:29 東京都 豊島区
371 15398 河野　せつ子 ｶﾜﾉ ｾﾂｺ 1:36:33 神奈川県 横浜市 湘南マリサポ会
372 15623 古舘　美智子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾐﾁｺ 1:36:34 神奈川県 海老名市 ふれんどハウス
373 5366 笠原　有里子 ｶｻﾊﾗ ﾕﾘｺ 1:36:35 神奈川県 藤沢市 ＮＡＨＡ友の会
374 15616 梅枝　茜 ｳﾒｶﾞｴ ｱｶﾈ 1:36:35 東京都 江東区 佐川
375 15945 江口　佑子 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:36:36 東京都 世田谷区
376 16262 冨安　江美 ﾄﾐﾔｽ ｴﾐ 1:36:38 神奈川県 横浜市
377 15210 若菜　典子 ﾜｶﾅ ﾉﾘｺ 1:36:51 神奈川県 鎌倉市
378 5376 山澤　真紀子 ﾔﾏｻﾜ ﾏｷｺ 1:36:55 神奈川県 藤沢市 ＹＲＢ
379 16331 中村　希実 ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 1:36:55 神奈川県 横浜市
380 5380 澤野　美奈子 ｻﾜﾉ ﾐﾅｺ 1:37:03 神奈川県 藤沢市 チャリ通辛口
381 5243 松本　美月 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 1:37:10 神奈川県 藤沢市
382 15841 小川　知子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 1:37:12 神奈川県 大磯町
383 16416 祐野　友里 ﾕｳﾉ ﾕﾘ 1:37:14 神奈川県 逗子市
384 16213 渡辺　裸我 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｰｶﾞ 1:37:18 神奈川県 逗子市 逗子美ジョガー
385 16149 近藤　久美 ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾐ 1:37:19 東京都 練馬区
386 15504 小森谷　浩子 ｺﾓﾘﾔ ﾋﾛｺ 1:37:21 神奈川県 鎌倉市
387 15867 河野　友紀子 ｶﾜﾉ ﾕｷｺ 1:37:25 東京都 世田谷区
388 5511 田中　麗 ﾀﾅｶ ﾚｲ 1:37:27 神奈川県 藤沢市
389 15052 大山　慶子 ｵｵﾔﾏ ｹｲｺ 1:37:29 東京都 町田市
390 5168 黒柳　澄江 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｽﾐｴ 1:37:30 神奈川県 藤沢市
391 16371 佐々木　智美 ｻｻｷ ﾄﾓﾐ 1:37:32 神奈川県 綾瀬市
392 15709 千葉　のぞみ ﾁﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 1:37:33 神奈川県 鎌倉市
393 15037 島田　優子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 1:37:33 兵庫県 明石市
394 15015 髙林　美紗 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 1:37:36 神奈川県 横浜市
395 5082 西田　廣子 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 1:37:39 神奈川県 藤沢市
396 5085 石澤　瞳 ｲｼｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 1:37:41 神奈川県 藤沢市
397 15410 近藤　幸 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 1:37:41 神奈川県 鎌倉市
398 15484 吉田　淳子 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 1:37:41 千葉県 市川市
399 16026 長井　弘美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ 1:37:42 神奈川県 松田町
400 15977 奥秋　由美子 ｵｸｱｷ ﾕﾐｺ 1:37:46 山梨県 都留市
401 16251 長澤　千夏 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁｶ 1:37:46 神奈川県 横浜市
402 15895 矢田　ひとみ ﾔﾀﾞ ﾋﾄﾐ 1:37:47 神奈川県 横浜市
403 15239 本多　麻衣子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｲｺ 1:37:47 神奈川県 横浜市
404 15668 塩崎　有紀子 ｼｵｻﾞｷ ﾕｷｺ 1:37:47 神奈川県 横浜市
405 5098 丸山　麻由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 1:37:48 神奈川県 藤沢市 まる～ず
406 15786 石渡　潮路 ｲｼﾜﾀﾘ ｼｵｼﾞ 1:37:48 神奈川県 横浜市 ケンケン
407 15881 大野　春美 ｵｵﾉ ﾊﾙﾐ 1:37:49 東京都 中野区
408 16454 山本　麻子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｺ 1:37:49 神奈川県 大和市
409 16470 鈴木　恵里子 ｽｽﾞｷ ｴﾘｺ 1:37:50 埼玉県 久喜市
410 15364 金子　千浪 ｶﾈｺ ﾁﾅﾐ 1:37:53 神奈川県 茅ヶ崎市 歯歯漏会
411 5630 大塚　浩実 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐ 1:37:56 神奈川県 藤沢市
412 15537 信夫　薫 ｼﾉﾌﾞ ｶｵﾙ 1:37:59 神奈川県 横浜市
413 15514 藤川　節子 ﾌｼﾞｶﾜ ｾﾂｺ 1:38:01 青森県 むつ市 むつ市
414 16443 赤松　しずか ｱｶﾏﾂ ｼｽﾞｶ 1:38:02 神奈川県 鎌倉市
415 15552 道祖　八千代 ﾄﾞｳｿ ﾔﾁﾖ 1:38:02 神奈川県 茅ヶ崎市
416 16384 川崎　紀子 ｶﾜｻｷ ﾉﾘｺ 1:38:04 神奈川県 横浜市
417 16130 奈良　優芽花 ﾅﾗ ﾕﾒｶ 1:38:05 埼玉県 加須市
418 15561 福田　香 ﾌｸﾀﾞ ｶｵﾘ 1:38:07 神奈川県 横浜市
419 15992 山口　亜紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷ 1:38:08 神奈川県 横浜市
420 15577 宮穂　良子 ﾐﾔﾎ ﾖｼｺ 1:38:10 神奈川県 平塚市
421 15354 嶋村　恵子 ｼﾏﾑﾗ ｹｲｺ 1:38:10 神奈川県 座間市
422 15208 松本　朋子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｺ 1:38:16 神奈川県 川崎市
423 15812 生駒　アヤ子 ｲｺﾏ ｱﾔｺ 1:38:16 神奈川県 横浜市
424 15810 高井　一恵 ﾀｶｲ ｶｽﾞｴ 1:38:19 神奈川県 川崎市
425 15540 小林　美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 1:38:25 東京都 中央区
426 15407 秋葉　小夜子 ｱｷﾊﾞ ｻﾖｺ 1:38:27 神奈川県 座間市
427 15207 小澤　ひろみ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 1:38:28 神奈川県 横浜市
428 5224 鈴木　真優 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 1:38:30 神奈川県 藤沢市 辻っこ
429 5104 金枝　直子 ｶﾅｴﾀﾞ ﾅｵｺ 1:38:32 神奈川県 藤沢市
430 16312 佐藤　奈保子 ｻﾄｳ ﾅﾎｺ 1:38:33 神奈川県 鎌倉市
431 15078 阿部　幸代 ｱﾍﾞ ｻﾁﾖ 1:38:34 神奈川県 大和市
432 5221 森井　洋子 ﾓﾘｲ ﾖｳｺ 1:38:35 神奈川県 藤沢市
433 5202 飛田　桂子 ﾄﾋﾞﾀ ｹｲｺ 1:38:37 神奈川県 藤沢市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
434 5081 新宅　真由美 ｼﾝﾀｸ ﾏﾕﾐ 1:38:41 神奈川県 藤沢市
435 15632 田中　理香 ﾀﾅｶ ﾘｶ 1:38:42 神奈川県 茅ヶ崎市
436 15421 平方　みな子 ﾋﾗｶﾀ ﾐﾅｺ 1:38:43 岩手県 北上市
437 5185 関本　恵美子 ｾｷﾓﾄ ｴﾐｺ 1:38:46 神奈川県 藤沢市 こもちゃんず
438 15307 伊藤　あずさ ｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 1:38:48 神奈川県 茅ヶ崎市 ＣＣＣ
439 15562 坂田　洋子 ｻｶﾀ ﾖｳｺ 1:38:50 神奈川県 相模原市
440 15763 徳永　早苗 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾅｴ 1:38:51 神奈川県 横浜市
441 5627 石川　理沙 ｲｼｶﾜ ﾘｻ 1:38:52 神奈川県 藤沢市
442 16083 伊藤　和枝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ 1:38:54 神奈川県 横浜市 本牧
443 16337 瓦　亜衣 ｶﾜﾗ ｱｲ 1:38:59 神奈川県 茅ヶ崎市
444 16314 住谷　かおり ｽﾐﾔ ｶｵﾘ 1:39:01 神奈川県 横浜市 神奈川県
445 5024 林　晃代 ﾊﾔｼ ｱｷﾖ 1:39:07 神奈川県 藤沢市
446 15190 堀切　美香 ﾎﾘｷﾘ ﾐｶ 1:39:16 神奈川県 鎌倉市
447 15581 山田　千穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 1:39:17 神奈川県 相模原市
448 5031 植木　千絵 ｳｴｷ ﾁｴ 1:39:18 神奈川県 藤沢市
449 15080 須賀　由紀子 ｽｶﾞ ﾕｷｺ 1:39:18 神奈川県 川崎市
450 15385 久野　由加里 ｸﾉ ﾕｶﾘ 1:39:20 千葉県 市川市 乾走会
451 5498 山田　真木 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 1:39:22 神奈川県 藤沢市
452 15218 小野寺　恵美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴﾐ 1:39:24 神奈川県 鎌倉市
453 15535 阿部　典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 1:39:30 神奈川県 横浜市
454 15055 長尾　裕子 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｺ 1:39:33 長野県 長野市
455 15783 廖　芳蘭 ﾘｮｳ ﾎｳﾗﾝ 1:39:34 神奈川県 横浜市
456 15665 原田　梨加 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｶ 1:39:35 神奈川県 相模原市
457 15063 泉　敦子 ｲｽﾞﾐ ｱﾂｺ 1:39:46 神奈川県 茅ヶ崎市
458 5535 浜渦　京子 ﾊﾏｳｽﾞ ｷｮｳｺ 1:39:48 神奈川県 藤沢市
459 15215 直井　はる美 ﾅｵｲ ﾊﾙﾐ 1:39:49 神奈川県 茅ヶ崎市
460 5327 細貝　洋子 ﾎｿｶｲ ﾖｳｺ 1:39:51 神奈川県 藤沢市
461 15182 中泉　優佳 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾕｶ 1:39:53 神奈川県 横浜市 ＫＲＣ
462 5288 森谷　友里 ﾓﾘﾔ ﾕﾘ 1:39:54 神奈川県 藤沢市
463 16256 中村　裕美子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ 1:39:56 神奈川県 横浜市
464 15445 古市　陽子 ﾌﾙｲﾁ ﾖｳｺ 1:40:00 神奈川県 大和市 平塚市役所
465 15124 涌波　道子 ﾜｸﾅﾐ ﾐﾁｺ 1:40:00 神奈川県 大和市
466 5340 大牟田　智子 ｵｵﾑﾀ ﾄﾓｺ 1:40:01 神奈川県 藤沢市
467 16242 石井　珠江 ｲｼｲ ﾀﾏｴ 1:40:01 神奈川県 横浜市
468 15378 青柳　沙織 ｱｵﾔｷﾞ ｻｵﾘ 1:40:03 神奈川県 平塚市 道田町公民館
469 16464 近　綾子 ｺﾝ ｱﾔｺ 1:40:05 神奈川県 海老名市
470 15135 船橋　かほり ﾌﾅﾊﾞｼ ｶﾎﾘ 1:40:05 茨城県 古河市
471 5218 原　多加恵 ﾊﾗ ﾀｶｴ 1:40:10 神奈川県 藤沢市
472 15868 飛鳥井　雅子 ｱｽｶｲ ﾏｻｺ 1:40:11 東京都 町田市
473 15576 加藤　雅江 ｶﾄｳ ﾏｻｴ 1:40:11 東京都 三鷹市
474 5250 熊山　千穂 ｸﾏﾔﾏ ﾁﾎ 1:40:12 神奈川県 藤沢市
475 5175 朝倉　由佳 ｱｻｸﾗ ﾕｶ 1:40:13 神奈川県 藤沢市
476 15968 平方　恭子 ﾋﾗｶﾀ ｷｮｳｺ 1:40:16 神奈川県 横浜市
477 5141 石澤　亜紀野 ｲｼｻﾞﾜ ｱｷﾉ 1:40:19 神奈川県 藤沢市
478 16151 田中　亜由美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 1:40:21 茨城県 東海村
479 15345 森　千種 ﾓﾘ ﾁｸﾞｻ 1:40:21 神奈川県 茅ヶ崎市 ゆるり
480 16084 秋本　妙子 ｱｷﾓﾄ ﾀｴｺ 1:40:24 千葉県 我孫子市 Ａ５０Ｗ
481 15328 紺野　千鶴 ｺﾝﾉ ﾁﾂﾞﾙ 1:40:28 神奈川県 厚木市
482 5120 高橋　亜希 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 1:40:28 神奈川県 藤沢市 海岸ハウス
483 16073 久田　加楠 ﾋｻﾀ ｶﾅﾝ 1:40:30 神奈川県 横須賀市 陸上自衛隊
484 15317 藤原　恵美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ 1:40:31 神奈川県 鎌倉市
485 15047 松岡　紀子 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｺ 1:40:32 千葉県 船橋市
486 15036 服部　佐紀子 ﾊｯﾄﾘ ｻｷｺ 1:40:33 東京都 西東京市
487 16208 阿久津　真理 ｱｸﾂ ﾏﾘ 1:40:37 神奈川県 横浜市
488 5231 辻　美穂 ﾂｼﾞ ﾐﾎ 1:40:38 神奈川県 藤沢市
489 5233 宮本　真紀 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ 1:40:39 神奈川県 藤沢市
490 15006 鈴木　まさみ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 1:40:40 神奈川県 大和市 ファイテン
491 5593 鈴木　加奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 1:40:42 神奈川県 藤沢市 明治大学
492 16182 武川　千弓 ﾀｹｶﾜ ﾁﾕﾐ 1:40:44 神奈川県 川崎市
493 15415 吉田　敏美 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ 1:40:48 神奈川県 平塚市 藤原商会
494 15302 和知　久美子 ﾜﾁ ｸﾐｺ 1:40:48 埼玉県 さいたま市
495 15077 佐久間　京子 ｻｸﾏ ｷｮｳｺ 1:40:50 神奈川県 横浜市 とつかＹＭＣＡ
496 5601 鳥羽　英恵 ﾄﾊﾞ ﾊﾅｴ 1:40:52 神奈川県 藤沢市 横浜市公務員
497 15039 岡田　博美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 1:40:52 神奈川県 横浜市
498 15327 宮崎　三恵子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｴｺ 1:40:52 神奈川県 横浜市
499 15896 宮城　文 ﾐﾔｷﾞ ｱﾔ 1:40:53 千葉県 松戸市
500 5038 鈴野　直美 ｽｽﾞﾉ ﾅｵﾐ 1:40:55 神奈川県 藤沢市
501 5135 興梠　千夏 ｺｳﾛｷ ﾁﾅﾂ 1:40:56 神奈川県 藤沢市
502 15729 中村　類 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 1:40:56 神奈川県 鎌倉市
503 5086 小川　知子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 1:40:58 神奈川県 藤沢市
504 15326 本多　伴絵 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｴ 1:40:58 神奈川県 横浜市
505 5476 岩井　友香 ｲﾜｲ ﾕｶ 1:40:58 神奈川県 藤沢市 パスコ
506 16194 行武　栄子 ﾕｷﾀｹ ｴｲｺ 1:40:59 神奈川県 座間市
507 5184 高橋　しのぶ ﾀｶﾊｼ ｼﾉﾌﾞ 1:41:01 神奈川県 藤沢市
508 15912 田中　美矢 ﾀﾅｶ ﾐﾔ 1:41:01 神奈川県 伊勢原市
509 15488 稲垣　京子 ｲﾅｶﾞｷ ｷｮｳｺ 1:41:02 東京都 世田谷区
510 15122 中尾　裕美子 ﾅｶｵ ﾕﾐｺ 1:41:03 神奈川県 横浜市
511 15188 曽根　梓 ｿﾈ ｱｽﾞｻ 1:41:04 神奈川県 川崎市 ＲＲＣ
512 15739 村崎　千佳子 ﾑﾗｻｷ ﾁｶｺ 1:41:15 神奈川県 鎌倉市 チームぶたさる
513 15619 中西　由香里 ﾅｶﾆｼ ﾕｶﾘ 1:41:17 神奈川県 横浜市
514 15032 坂本　久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 1:41:18 神奈川県 海老名市 ランニングデポ
515 5149 山口　明子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 1:41:20 神奈川県 藤沢市
516 5105 斉藤　多賀子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 1:41:20 神奈川県 藤沢市 ラ・メール
517 15869 近藤　愛 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｲ 1:41:21 東京都 町田市
518 16336 木戸　麻亜子 ｷﾄﾞ ﾏｱｺ 1:41:21 神奈川県 横浜市
519 15816 堤　典子 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｺ 1:41:26 神奈川県 横須賀市
520 16276 田中　香織 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 1:41:26 神奈川県 横浜市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
521 15412 新妻　蘭 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾗﾝ 1:41:30 神奈川県 横浜市
522 15120 青木　菜都美 ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 1:41:33 埼玉県 川口市 双信商事
523 5002 吉崎　智子 ﾖｼｻﾞｷ ｻﾄｺ 1:41:33 神奈川県 藤沢市
524 5272 齊木　翔美 ｻｲｷ ｼｮｳﾐ 1:41:35 神奈川県 藤沢市 ＴＢ
525 15180 脇坂　朋実 ﾜｷｻｶ ﾄﾓﾐ 1:41:38 神奈川県 茅ヶ崎市
526 15689 古屋　真抄子 ﾌﾙﾔ ﾏｻｺ 1:41:41 神奈川県 川崎市
527 5188 寺出　理絵 ﾃﾗﾃﾞ ﾘｴ 1:41:44 神奈川県 藤沢市
528 15880 大西　郁江 ｵｵﾆｼ ｲｸｴ 1:41:47 神奈川県 小田原市 ＫＭＣ
529 16012 北村　真理 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾘ 1:41:47 神奈川県 茅ヶ崎市
530 5299 松山　美香子 ﾏﾂﾔﾏ ﾐｶｺ 1:41:47 神奈川県 藤沢市
531 15040 山下　基子 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄｺ 1:41:49 神奈川県 横浜市
532 16385 三田　敦子 ﾐﾀ ｱﾂｺ 1:41:51 茨城県 古河市
533 5321 入江　裕美 ｲﾘｴ ﾋﾛﾐ 1:41:51 神奈川県 藤沢市
534 15333 松本　悦子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾂｺ 1:41:53 神奈川県 鎌倉市
535 5298 妹尾　道代 ｾﾉｵ ﾐﾁﾖ 1:41:53 神奈川県 藤沢市
536 15578 中村　恭子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 1:41:54 神奈川県 横浜市
537 5624 足立　若紗 ｱﾀﾞﾁ ﾜｶｻ 1:41:59 神奈川県 藤沢市
538 5465 小林　満美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐｺ 1:42:01 神奈川県 藤沢市 しろがね
539 15807 鬼原　由佳 ｷﾊﾗ ﾕｶ 1:42:01 神奈川県 横浜市
540 15095 戸田　理恵子 ﾄﾀﾞ ﾘｴｺ 1:42:02 神奈川県 横浜市
541 15247 松尾　秀子 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞｺ 1:42:02 東京都 渋谷区
542 5350 森　由香理 ﾓﾘ ﾕｶﾘ 1:42:05 神奈川県 藤沢市
543 16459 藤井　有紀 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 1:42:05 東京都 杉並区
544 15644 斉藤　倫代 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾖ 1:42:05 神奈川県 横浜市
545 5523 田中　佳子 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 1:42:10 神奈川県 藤沢市
546 16313 深澤　美奈子 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾅｺ 1:42:12 神奈川県 横浜市 八走会
547 15723 田口　恵 ﾀｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 1:42:13 神奈川県 平塚市
548 5348 西村　麻理 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾘ 1:42:13 神奈川県 藤沢市
549 15620 池田　由江 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｴ 1:42:13 東京都 町田市 チームかばさわ
550 15538 渡邉　美沙 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻ 1:42:15 神奈川県 横浜市
551 16358 　路 ｼﾞｪﾝ ﾙｰ 1:42:19 神奈川県 川崎市 日本ロレアル
552 5075 坪田　美佐子 ﾂﾎﾞﾀ ﾐｻｺ 1:42:21 神奈川県 藤沢市
553 16056 岩田　慧 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ 1:42:22 神奈川県 横須賀市
554 15519 蔦　美梨紗 ﾂﾀ ﾐﾘｻ 1:42:22 神奈川県 横浜市 ＫＲＣ
555 15110 上野　みさき ｳｴﾉ ﾐｻｷ 1:42:23 千葉県 浦安市 ＴＫＢ
556 16460 後藤　美智子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 1:42:27 神奈川県 寒川町
557 15980 上田　真央 ｳｴﾀﾞ ﾏｵ 1:42:27 神奈川県 横須賀市
558 16185 山同　葉子 ｻﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 1:42:28 東京都 練馬区
559 5565 津村　祥子 ﾂﾑﾗ ｻﾁｺ 1:42:34 神奈川県 藤沢市
560 15939 甚目　欣子 ﾊﾀﾞﾒ ﾖｼｺ 1:42:37 神奈川県 川崎市
561 15043 内井　美佐子 ｳﾁｲ ﾐｻｺ 1:42:44 神奈川県 横浜市
562 5493 萱場　絵美子 ｶﾔﾊﾞ ｴﾐｺ 1:42:44 神奈川県 藤沢市
563 15357 藤間　千尋 ﾌｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 1:42:44 神奈川県 川崎市
564 15609 米川　佳子 ﾖﾈｶﾜ ｹｲｺ 1:42:47 埼玉県 入間市
565 16461 小平　照子 ｺﾀﾞｲﾗ ﾃﾙｺ 1:42:48 神奈川県 横浜市 ランジョグ
566 5457 河上　光 ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾙ 1:42:51 神奈川県 藤沢市
567 5504 関　優子 ｾｷ ﾕｳｺ 1:42:51 神奈川県 藤沢市
568 5191 安田　愛 ﾔｽﾀﾞ ｱｲ 1:42:51 神奈川県 藤沢市
569 5235 田中　絵美里 ﾀﾅｶ ｴﾐﾘ 1:42:53 神奈川県 藤沢市
570 15664 木村　美香 ｷﾑﾗ ﾐｶ 1:42:53 神奈川県 横浜市 おやじーズ
571 15361 船山　千栄 ﾌﾅﾔﾏ ﾁｴ 1:42:54 東京都 大田区
572 15090 佐々木　二子 ｻｻｷ ﾂｷﾞｺ 1:42:56 神奈川県 横浜市
573 16029 青木　美春 ｱｵｷ ﾐﾊﾙ 1:42:58 神奈川県 鎌倉市
574 15757 梶本　裕子 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｺ 1:42:58 東京都 多摩市
575 5059 河野　恵子 ｺｳﾉ ｹｲｺ 1:43:03 神奈川県 藤沢市
576 5163 樋口　深雪 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 1:43:04 神奈川県 藤沢市
577 15136 野澤　干奈 ﾉｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 1:43:06 神奈川県 横浜市
578 16234 武川　尚子 ﾀｹｶﾜ ﾅｵｺ 1:43:06 神奈川県 横浜市
579 15770 髙橋　佳子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 1:43:10 神奈川県 平塚市 ニチイ学館
580 16279 濱島　千波 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾁﾅﾐ 1:43:11 愛知県 豊明市 東浦町
581 16366 藤岡　裕美子 ﾌｼﾞｵｶ ﾕﾐｺ 1:43:11 東京都 渋谷区
582 15933 向井　美佐子 ﾑｶｲ ﾐｻｺ 1:43:12 神奈川県 横浜市
583 5422 桑田　裕子 ｸﾜﾀ ﾕｳｺ 1:43:12 神奈川県 藤沢市
584 15125 山口　亜希子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 1:43:12 神奈川県 平塚市 いせはら
585 16145 渡邉　なつ子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 1:43:13 神奈川県 小田原市
586 5304 福永　直子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾅｵｺ 1:43:13 神奈川県 藤沢市 持田
587 15565 三本　博子 ﾐﾂﾓﾄ ﾋﾛｺ 1:43:14 神奈川県 横須賀市
588 15604 川名　ゆかり ｶﾜﾅ ﾕｶﾘ 1:43:15 神奈川県 平塚市
589 15075 新川　恵子 ﾆｯｶﾜ ｹｲｺ 1:43:17 大阪府 吹田市
590 16326 石黒　智美 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓﾐ 1:43:24 神奈川県 横浜市 スマイルラン
591 5438 東　弘子 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｺ 1:43:24 神奈川県 藤沢市
592 15308 吉田　和恵 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ 1:43:24 神奈川県 鎌倉市
593 5035 青木　歌子 ｱｵｷ ｳﾀｺ 1:43:25 神奈川県 藤沢市
594 16198 飯高　三友紀 ｲｲﾀﾞｶ ﾐﾕｷ 1:43:26 神奈川県 横浜市
595 15579 小川　智子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 1:43:31 神奈川県 大和市
596 16086 山田　美奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 1:43:43 神奈川県 横浜市
597 15338 齋藤　祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 1:43:46 神奈川県 茅ヶ崎市
598 15618 土田　恵美子 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾐｺ 1:43:49 神奈川県 横浜市
599 15220 柳田　理恵 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｴ 1:43:56 神奈川県 海老名市
600 16410 横山　結布子 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾌｺ 1:43:58 青森県 青森市
601 16421 中川　敦子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｺ 1:44:00 神奈川県 茅ヶ崎市
602 16462 加藤　恵 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 1:44:01 神奈川県 横浜市
603 16412 竹田　佳音 ﾀｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 1:44:07 東京都 大田区
604 16266 佐々木　博美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 1:44:07 神奈川県 川崎市
605 5240 日下部　由香 ｸｻｶﾍﾞ ﾕｶ 1:44:09 神奈川県 藤沢市
606 5592 長谷川　優奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 1:44:11 神奈川県 藤沢市
607 5591 長谷川　純奈 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ 1:44:11 神奈川県 藤沢市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
608 16132 外山　由利子 ﾄﾔﾏ ﾕﾘｺ 1:44:12 神奈川県 川崎市
609 5324 原田　ちえこ ﾊﾗﾀﾞ ﾁｴｺ 1:44:17 神奈川県 藤沢市 レディオ湘南
610 15541 光本　恵里香 ﾐﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 1:44:24 東京都 武蔵野市 長妻駅伝部
611 5503 安永　由貴 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｷ 1:44:28 神奈川県 藤沢市
612 5354 茅森　実子 ｶﾔﾓﾘ ｼﾞﾂｺ 1:44:29 神奈川県 藤沢市
613 15342 青木　麻衣里 ｱｵｷ ｱｲﾘｨ 1:44:34 神奈川県 茅ヶ崎市
614 15946 宮田　千賀 ﾐﾔﾀ ﾁｶ 1:44:36 神奈川県 鎌倉市
615 5032 関本　恵子 ｾｷﾓﾄ ｹｲｺ 1:44:37 神奈川県 藤沢市 ベストスマイル
616 15850 甲斐　智子 ｶｲ ﾄﾓｺ 1:44:37 神奈川県 横浜市
617 5419 加藤　亜希子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 1:44:40 神奈川県 藤沢市 林ＢＣ
618 15149 岡本　頼子 ｵｶﾓﾄ ﾖﾘｺ 1:44:43 神奈川県 横浜市
619 5579 大森　彩可 ｵｵﾓﾘ ｱﾔｶ 1:44:43 神奈川県 藤沢市 芙蓉薬局
620 15390 児玉　小百合 ｺﾀﾞﾏ ｻﾕﾘ 1:44:44 神奈川県 大和市
621 16244 石原　亜紀 ｲｼﾊﾗ ｱｷ 1:44:44 神奈川県 川崎市
622 5470 若山　恵未 ﾜｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 1:44:44 神奈川県 藤沢市
623 15265 重田　環 ｼｹﾞﾀ ﾀﾏｷ 1:44:50 静岡県 御殿場市 藤沢走ろう会
624 15712 坂巻　恵子 ｻｶﾏｷ ｹｲｺ 1:44:50 東京都 江戸川区
625 5089 加藤　なつみ ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 1:44:52 神奈川県 藤沢市
626 16397 田中　美紗都 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ 1:44:52 神奈川県 茅ヶ崎市
627 16272 新藤　理加 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 1:44:52 東京都 港区
628 15893 古川　葉月 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 1:44:54 神奈川県 茅ヶ崎市
629 15086 北川　瑛梨子 ｷﾀｶﾞﾜ ｴﾘｺ 1:44:55 神奈川県 茅ヶ崎市
630 16143 奈良岡　郁子 ﾅﾗｵｶ ｲｸｺ 1:44:57 神奈川県 茅ヶ崎市
631 5356 小林　マリ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 1:45:02 神奈川県 藤沢市
632 5192 宮下　美織 ﾐﾔｼﾀ ﾐｵﾘ 1:45:05 神奈川県 藤沢市
633 15244 小太刀　真由 ｺﾀﾞﾁ ﾏﾕ 1:45:05 東京都 世田谷区
634 16035 原　有里 ﾊﾗ ﾕﾘ 1:45:08 神奈川県 鎌倉市
635 5335 森　文歌 ﾓﾘ ﾌﾐｶ 1:45:09 神奈川県 藤沢市
636 15728 山崎　朋恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｴ 1:45:09 神奈川県 大和市
637 15857 井上　千春 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ 1:45:10 神奈川県 茅ヶ崎市
638 5427 坂井　智子 ｻｶｲ ﾄﾓｺ 1:45:12 神奈川県 藤沢市 ベリンダ
639 15886 藤山　三枝 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾂｴ 1:45:20 神奈川県 横浜市
640 15284 加藤　裕美 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 1:45:22 東京都 板橋区
641 5258 田崎　智子 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓｺ 1:45:24 神奈川県 藤沢市
642 16170 西田　賀津枝 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂｴ 1:45:24 神奈川県 鎌倉市
643 16441 丸茂　清美 ﾏﾙﾓ ｷﾖﾐ 1:45:24 神奈川県 横浜市
644 15205 大角　夏子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 1:45:27 神奈川県 横浜市
645 15683 今泉　奈津子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅﾂｺ 1:45:29 神奈川県 川崎市
646 15387 中井　由貴子 ﾅｶｲ ﾕｷｺ 1:45:30 神奈川県 横浜市
647 5131 辻　穂花 ﾂｼﾞ ﾎﾉｶ 1:45:30 神奈川県 藤沢市
648 5286 古島　そのえ ﾌﾙｼﾏ ｿﾉｴ 1:45:31 神奈川県 藤沢市 チャリ通辛口
649 5132 山下　奈々 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ 1:45:31 神奈川県 藤沢市
650 15845 佐々木　美桜 ｻｻｷ ﾐｵ 1:45:31 神奈川県 横浜市
651 16442 松本　さゆり ﾏﾂﾓﾄ ｻﾕﾘ 1:45:32 神奈川県 川崎市
652 5525 高澤　瑞 ﾀｶｻﾜ ﾐｽﾞｷ 1:45:33 神奈川県 藤沢市
653 15785 佐藤　美見 ｻﾄｳ ﾐﾐ 1:45:34 神奈川県 横浜市 辻堂友の会
654 16218 清水　真由美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 1:45:34 神奈川県 横浜市
655 16413 傳法谷　綾子 ﾃﾞﾝﾎﾟｳﾔ ｱﾔｺ 1:45:35 埼玉県 さいたま市
656 15975 橋本　律子 ﾊｼﾓﾄ ﾘﾂｺ 1:45:37 神奈川県 相模原市
657 15416 三田　久美子 ﾐﾀ ｸﾐｺ 1:45:39 神奈川県 茅ヶ崎市
658 5575 岡田　紗知 ｵｶﾀﾞ ｻﾁ 1:45:39 神奈川県 藤沢市
659 5533 山崎　千夏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶ 1:45:40 神奈川県 藤沢市
660 16387 河野　美香 ｺｳﾉ ﾐｶ 1:45:41 神奈川県 相模原市
661 5108 佐藤　光 ｻﾄｳ ﾋｶﾘ 1:45:41 神奈川県 藤沢市
662 16340 飯塚　千恵 ｲｲﾂﾞｶ ﾁｴ 1:45:44 神奈川県 横浜市 はと
663 15911 熊王　則子 ｸﾏｵｳ ﾉﾘｺ 1:45:48 神奈川県 横浜市
664 15334 脇田　直子 ﾜｷﾀ ﾅｵｺ 1:45:48 神奈川県 横浜市
665 15481 深沢　直美 ﾌｶｻﾞﾜ ﾅｵﾐ 1:45:48 神奈川県 鎌倉市
666 15634 豊田　清美 ﾄﾖﾀﾞ ｷﾖﾐ 1:45:49 東京都 新宿区
667 15825 宇山　千晴 ｳﾔﾏ ﾁﾊﾙ 1:45:52 神奈川県 茅ヶ崎市
668 15482 添田　由佳 ｿｴﾀﾞ ﾕｶ 1:45:53 神奈川県 大和市 ＳＥＲ
669 15196 菊池　緩美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ 1:45:53 神奈川県 平塚市
670 15956 木原　由美 ｷﾊﾗ ﾕﾐ 1:45:53 神奈川県 横浜市
671 5262 朝倉　美砂子 ｱｻｸﾗ ﾐｻｺ 1:45:57 神奈川県 藤沢市
672 5158 宇津木　恭子 ｳﾂｷ ｷｮｳｺ 1:45:58 神奈川県 藤沢市
673 16030 青山　紀美代 ｱｵﾔﾏ ｷﾐﾖ 1:46:00 神奈川県 平塚市
674 5430 稲川　珠 ｲﾅｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 1:46:02 神奈川県 藤沢市
675 5520 小池　美子 ｺｲｹ ﾖｼｺ 1:46:05 神奈川県 藤沢市
676 15791 岩田　歩美 ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 1:46:10 神奈川県 大磯町 もりた眼科
677 5180 安間　由紀 ｱﾝﾏ ﾕｷ 1:46:11 神奈川県 藤沢市
678 16095 荒井　弘子 ｱﾗｲ ﾋﾛｺ 1:46:13 神奈川県 横浜市
679 5607 ぱんとぅまろっと　さおわらっく ﾊﾟﾝﾄｩﾏﾛｯﾄ ｻｵﾜﾗｯｸ 1:46:13 神奈川県 藤沢市
680 15681 神保　書子 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾌﾐｺ 1:46:15 神奈川県 横浜市
681 5314 伊勢田　由美 ｲｾﾀﾞ ﾕﾐ 1:46:22 神奈川県 藤沢市
682 15700 韓　惠景 ﾊﾝ ﾍｷｮﾝ 1:46:24 神奈川県 大和市
683 16169 金子　りさ ｶﾈｺ ﾘｻ 1:46:26 神奈川県 相模原市 ハイフキヤ
684 16167 外山　友里恵 ﾄﾔﾏ ﾕﾘｴ 1:46:26 神奈川県 川崎市 ハイフキヤ
685 15648 小川　美恵 ｵｶﾞﾜ ﾐｴ 1:46:28 神奈川県 茅ヶ崎市
686 15814 青木　栄子 ｱｵｷ ｴｲｺ 1:46:33 神奈川県 川崎市
687 5159 田中　啓予 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾖ 1:46:33 神奈川県 藤沢市
688 15990 曽根　聡子 ｿﾈ ｻﾄｺ 1:46:37 東京都 大田区
689 15745 平岡　麻利子 ﾋﾗｵｶ ﾏﾘｺ 1:46:47 神奈川県 茅ヶ崎市
690 15752 新村　智美 ｼﾝﾑﾗ ｻﾄﾐ 1:46:47 神奈川県 茅ヶ崎市
691 5586 増田　泉 ﾏｽﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 1:46:49 神奈川県 藤沢市
692 16304 石川　早紀 ｲｼｶﾜ ｻｷ 1:46:53 神奈川県 横浜市
693 15544 戸田　久恵 ﾄﾀﾞ ﾋｻｴ 1:46:54 神奈川県 茅ヶ崎市
694 15651 菊地　登代美 ｷｸﾁ ﾄﾖﾐ 1:46:55 東京都 世田谷区 鎌皇走会



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
695 15243 駒形　惠子 ｺﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ 1:46:55 東京都 大田区
696 5169 札野　美由紀 ﾌﾀﾞﾉ ﾐﾕｷ 1:46:58 神奈川県 藤沢市
697 5137 薄木　由美子 ｳｽｷ ﾕﾐｺ 1:47:03 神奈川県 藤沢市
698 16237 清野　美由紀 ｾｲﾉ ﾐﾕｷ 1:47:07 東京都 杉並区
699 5121 阿部　睦美 ｱﾍﾞ ﾑﾂﾐ 1:47:10 神奈川県 藤沢市
700 5379 尾仲　貴美 ｵﾅｶ ﾀｶﾐ 1:47:19 神奈川県 藤沢市
701 15503 高柳　由実子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 1:47:21 神奈川県 鎌倉市
702 15381 齋藤　晶子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 1:47:21 神奈川県 横浜市
703 5626 佐藤　真理子 ｻﾄｳ ﾏﾘｺ 1:47:24 神奈川県 藤沢市
704 16159 渡辺　啓子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 1:47:24 神奈川県 横浜市
705 15021 青木　麻由美 ｱｵｷ ﾏﾕﾐ 1:47:25 神奈川県 茅ヶ崎市 台風倶楽部
706 15985 木村　美佳子 ｷﾑﾗ ﾐｶｺ 1:47:26 神奈川県 茅ヶ崎市
707 5594 北澤　郁美 ｷﾀｻﾞﾜ ｲｸﾐ 1:47:29 神奈川県 藤沢市
708 15614 幸村　有紀 ｺｳﾑﾗ ﾓﾓ 1:47:31 東京都 東村山市
709 16318 沢田　乙音 ｻﾜﾀﾞ ｵﾄﾈ 1:47:35 東京都 新宿区
710 5322 佐藤　香葉 ｻﾄｳ ｶﾖ 1:47:43 神奈川県 藤沢市
711 15718 吉川　里菜 ﾖｼｶﾜ ﾘﾅ 1:47:45 神奈川県 川崎市
712 16027 林　美穂子 ﾊﾔｼ ﾐﾎｺ 1:47:46 神奈川県 相模原市 相模原陸連
713 16046 石川　節子 ｲｼｶﾜ ｾﾂｺ 1:47:46 神奈川県 相模原市
714 16157 秋山　繁子 ｱｷﾔﾏ ｼｹﾞｺ 1:47:48 神奈川県 大和市 つきラン
715 15650 吉田　貞子 ﾖｼﾀﾞ ﾃｲｺ 1:47:48 神奈川県 相模原市 吉田ファミリー
716 15714 篠原　輝 ｼﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 1:47:48 東京都 江東区 ＴＳＲＣ
717 15128 山口　曜子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 1:47:49 神奈川県 鎌倉市
718 15022 多和田　里佳子 ﾀﾜﾀﾞ ﾘｶｺ 1:47:58 神奈川県 川崎市 塚越薬局
719 5623 中川　波菜子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅｺ 1:48:00 神奈川県 藤沢市
720 5041 安達　美奈子 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾅｺ 1:48:02 神奈川県 藤沢市
721 5015 駒形　麻里 ｺﾏｶﾞﾀ ﾏﾘ 1:48:03 神奈川県 藤沢市 こまこま亭
722 15280 野瀬　真由美 ﾉｾ ﾏﾕﾐ 1:48:04 神奈川県 茅ヶ崎市
723 15183 関　奈々恵 ｾｷ ﾅﾅｴ 1:48:07 東京都 江東区
724 5471 梅島　麻木 ｳﾒｼﾞﾏ ﾏｷ 1:48:09 神奈川県 藤沢市
725 16280 佐伯　ちひろ ｻｴｷ ﾁﾋﾛ 1:48:11 神奈川県 相模原市
726 5417 佐藤　宣子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 1:48:11 神奈川県 藤沢市
727 16309 土屋　有加 ﾂﾁﾔ ﾕｶ 1:48:15 神奈川県 相模原市
728 5622 田中　彩 ﾀﾅｶ ｱﾔ 1:48:15 神奈川県 藤沢市
729 5357 田口　香織 ﾀｸﾞﾁ ｶｵﾘ 1:48:15 神奈川県 藤沢市
730 5201 伊豆原　かおり ｲｽﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 1:48:23 神奈川県 藤沢市
731 15787 杉澤　由貴 ｽｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 1:48:26 神奈川県 横浜市
732 15226 野間　千紘 ﾉﾏ ﾁﾋﾛ 1:48:28 東京都 世田谷区 ヤフー株式会社
733 15169 井上　恵美 ｲﾉｳｴ ｴﾐ 1:48:29 神奈川県 茅ヶ崎市
734 15817 小川　明紀 ｵｶﾞﾜ ｱｷ 1:48:31 神奈川県 川崎市
735 16375 有塚　成望 ｱﾘﾂｶ ﾅﾙﾐ 1:48:32 神奈川県 横浜市
736 15762 鈴木　夕香里 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 1:48:32 神奈川県 横浜市
737 5252 澤野　智子 ｻﾜﾉ ﾄﾓｺ 1:48:35 神奈川県 藤沢市
738 15793 小川　都 ｵｶﾞﾜ ﾐﾔｺ 1:48:36 東京都 立川市 オガワヤ
739 16009 中山　茜 ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾈ 1:48:39 神奈川県 海老名市
740 16133 原村　未来 ﾊﾗﾑﾗ ﾐｷ 1:48:41 東京都 練馬区 早稲田大学
741 16353 三本木　いずみ ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｲｽﾞﾐ 1:48:48 東京都 町田市
742 15140 相川　穂 ｱｲｶﾜ ﾐﾉﾘ 1:48:50 埼玉県 上尾市
743 5244 小池　美帆 ｺｲｹ ﾐﾎ 1:48:50 神奈川県 藤沢市
744 16129 佐相　美奈子 ｻｿｳ ﾐﾅｺ 1:48:51 神奈川県 横浜市
745 15447 金子　真鈴 ｶﾈｺ ﾏｽｽﾞ 1:48:51 東京都 板橋区
746 15246 川辺　由香里 ｶﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 1:48:51 神奈川県 川崎市
747 5450 島田　奈美 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾐ 1:48:52 神奈川県 藤沢市
748 5274 伊澤　ヒサ子 ｲｻﾞﾜ ﾋｻｺ 1:48:53 神奈川県 藤沢市
749 16099 松本　恵美 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 1:48:53 千葉県 船橋市
750 15228 涌井　博子 ﾜｸｲ ﾋﾛｺ 1:48:57 東京都 足立区
751 15573 関　清美 ｾｷ ｷﾖﾐ 1:49:02 神奈川県 横浜市
752 15558 中川　良子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｺ 1:49:03 神奈川県 相模原市
753 16136 玉内　優子 ﾀﾏﾅｲ ﾕｳｺ 1:49:04 神奈川県 横浜市
754 5164 堀田　朋佳 ﾎｯﾀ ﾄﾓｶ 1:49:05 神奈川県 藤沢市
755 16241 内野　理奈 ｳﾁﾉ ﾘﾅ 1:49:07 東京都 港区 ＣＪジャパン
756 15667 松田　美保 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾎ 1:49:09 神奈川県 大和市
757 15978 中本　佐富 ﾅｶﾓﾄ ｻﾄﾐ 1:49:11 神奈川県 逗子市
758 15027 逸見　知美 ﾍﾝﾐ ﾄﾓﾐ 1:49:16 東京都 世田谷区 ＴＲチームＹ
759 5581 柿沼　京子 ｶｷﾇﾏ ｷｮｳｺ 1:49:17 神奈川県 藤沢市
760 15931 朴　聖玉 ﾎﾞｸ ｾｲｷﾞｮｸ 1:49:17 東京都 町田市
761 15954 堀内　純 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 1:49:20 神奈川県 横浜市
762 15508 米谷　るり子 ﾖﾈﾔ ﾙﾘｺ 1:49:21 神奈川県 横浜市
763 15306 森　志保 ﾓﾘ ｼﾎ 1:49:25 神奈川県 川崎市 大倉山
764 16222 三野　亜希子 ﾐﾉ ｱｷｺ 1:49:28 神奈川県 横浜市
765 15384 岩佐　博美 ｲﾜｻ ﾋﾛﾐ 1:49:28 東京都 日野市
766 5237 齊藤　恵子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 1:49:30 神奈川県 藤沢市
767 16419 辻　早苗 ﾂｼﾞ ｻﾅｴ 1:49:30 大分県 由布市
768 16230 畠中　絵璃 ﾊﾀﾅｶ ｴﾘ 1:49:32 千葉県 柏市
769 15853 佐藤　和子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ 1:49:33 神奈川県 横浜市 のんちゃんず
770 15420 北井　祐子 ｷﾀｲ ﾕｳｺ 1:49:34 神奈川県 横浜市
771 15285 福寺　明乃 ﾌｸﾃﾞﾗ ｱｷﾉ 1:49:35 神奈川県 横浜市
772 15765 小宮　弘美 ｺﾐﾔ ﾋﾛﾐ 1:49:36 神奈川県 海老名市
773 5364 伊藤　亜維子 ｲﾄｳ ｱｲｺ 1:49:36 神奈川県 藤沢市
774 15861 鈴木　弘美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 1:49:37 東京都 八王子市
775 15360 斉藤　玲奈 ｻｲﾄｳ ﾚﾅ 1:49:43 神奈川県 横浜市 予防医学協会
776 5282 秋葉　優美子 ｱｷﾊﾞ ﾕﾐｺ 1:49:47 神奈川県 藤沢市
777 5067 山下　志緒 ﾔﾏｼﾀ ｼｵ 1:49:49 神奈川県 藤沢市
778 5338 万本　理香 ﾏﾝﾓﾄ ﾘｶ 1:49:50 神奈川県 藤沢市
779 5337 大野　真理 ｵｵﾉ ﾏﾘ 1:49:51 神奈川県 藤沢市
780 16010 砂川　麻紀 ｽﾅｶﾜ ﾏｷ 1:49:52 神奈川県 川崎市
781 16436 大原　里華 ｵｵﾊﾗ ﾘｶ 1:49:52 東京都 八王子市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
782 15119 三浦　玲子 ﾐｳﾗ ﾚｲｺ 1:49:53 神奈川県 横浜市 双信商事
783 15794 杉澤　愛子 ｽｷﾞｻﾜ ｱｲｺ 1:49:55 神奈川県 川崎市
784 15294 内藤　直美 ﾅｲﾄｳ ﾅｵﾐ 1:49:56 東京都 渋谷区
785 5283 小河　清香 ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 1:49:58 神奈川県 藤沢市
786 15473 岩崎　さくら ｲﾜｻｷ ｻｸﾗ 1:49:59 神奈川県 茅ヶ崎市 桜美林大学
787 15462 神崎　真珠花 ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾘｶ 1:49:59 神奈川県 厚木市 桜美林大学
788 5436 舌間　美紀 ｼﾀﾏ ﾐｷ 1:50:02 神奈川県 藤沢市
789 15897 野林　由起子 ﾉﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 1:50:03 神奈川県 茅ヶ崎市 のばちゃんズ
790 15097 山本　恵子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 1:50:03 兵庫県 宝塚市
791 15200 間取　陽子 ﾏﾄﾘ ﾖｳｺ 1:50:06 神奈川県 川崎市 ちむじるばん
792 15288 田原　治子 ﾀﾊﾞﾗ ﾊﾙｺ 1:50:06 神奈川県 横浜市
793 15708 川元　梓 ｶﾜﾓﾄ ｱｽﾞｻ 1:50:06 千葉県 船橋市
794 5484 亀井　佳世 ｶﾒｲ ｶﾖ 1:50:10 神奈川県 藤沢市
795 5577 百瀬　茉莉奈 ﾓﾓｾ ﾏﾘﾅ 1:50:12 神奈川県 藤沢市
796 15973 山田　敦子 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｺ 1:50:15 神奈川県 横浜市
797 15920 佐保山　香織 ｻﾎﾔﾏ ｶｵﾘ 1:50:18 神奈川県 川崎市
798 16065 神　みどり ｼﾞﾝ ﾐﾄﾞﾘ 1:50:20 神奈川県 横浜市
799 5513 安井　彩実 ﾔｽｲ ｱﾐ 1:50:20 神奈川県 藤沢市
800 15115 森川　有紀 ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ 1:50:22 兵庫県 神戸市
801 15020 日景　歩 ﾋｶｹﾞ ｱﾕﾐ 1:50:25 神奈川県 横浜市
802 15808 窪山　由季子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 1:50:27 神奈川県 鎌倉市
803 5444 植田　裕子 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺ 1:50:31 神奈川県 藤沢市 グリーンプラス
804 15257 吉岡　加代子 ﾖｼｵｶ ｶﾖｺ 1:50:34 神奈川県 横浜市
805 16135 石川　きよみ ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ 1:50:34 神奈川県 横浜市 万騎が原ラン
806 16216 淺田　瞳 ｱｻﾀﾞ ﾋﾄﾐ 1:50:34 神奈川県 茅ヶ崎市
807 15593 大原　知香 ｵｵﾊﾗ ﾁｶ 1:50:35 埼玉県 新座市 リゾ・ラバ
808 5541 平出　恵利子 ﾋﾗｲﾃﾞ ｴﾘｺ 1:50:38 神奈川県 藤沢市
809 15366 高橋　かおり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 1:50:41 神奈川県 横浜市
810 5306 高橋　則子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 1:50:42 神奈川県 藤沢市
811 16210 麥田　江梨 ﾑｷﾞﾀ ｴﾘ 1:50:42 東京都 中央区 ジーニアス
812 16376 加納　悦子 ｶﾉｳ ｴﾂｺ 1:50:45 東京都 世田谷区
813 15478 山口　幸子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｺ 1:50:48 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ＦＲＣ
814 16007 岩嵜　優子 ｲﾜｻｷ ﾕｳｺ 1:50:49 東京都 町田市
815 15276 前川　有紀 ﾏｴｶﾜ ﾕｷ 1:50:50 栃木県 真岡市 前進
816 16468 北垣　亜紀 ｷﾀｶﾞｷ ｱｷ 1:50:50 埼玉県 さいたま市
817 16006 菊田　美奈子 ｷｸﾀ ﾐﾅｺ 1:50:50 東京都 豊島区
818 15250 荒木　美穂 ｱﾗｷ ﾐﾎ 1:50:52 神奈川県 座間市
819 16001 大森　千代子 ｵｵﾓﾘ ﾁﾖｺ 1:50:56 神奈川県 横浜市 花屋四季
820 5499 清水　依子 ｼﾐｽﾞ ﾖﾘｺ 1:50:59 神奈川県 藤沢市
821 5270 堀池　香菜 ﾎﾘｲｹ ｶﾅ 1:51:00 神奈川県 藤沢市
822 5225 伊藤　亜矢 ｲﾄｳ ｱﾔ 1:51:03 神奈川県 藤沢市
823 16368 松本　香里 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 1:51:03 東京都 墨田区
824 16473 緒方　理絵 ｵｶﾞﾀ ﾘｴ 1:51:04 神奈川県 伊勢原市
825 15935 木澤　恵子 ｷｻﾞﾜ ｹｲｺ 1:51:10 三重県 津市 西６走り隊
826 16121 上田　智 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓ 1:51:12 神奈川県 横浜市
827 5537 弘光　奈奈 ﾋﾛﾐﾂ ﾅﾅ 1:51:14 神奈川県 藤沢市 大船ズーロジー
828 15041 松本　洋子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 1:51:16 神奈川県 横浜市
829 15104 大高　裕美子 ｵｵﾀｶ ﾕﾐｺ 1:51:19 神奈川県 葉山町
830 16206 井上　香 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ 1:51:20 東京都 足立区
831 5546 篠田　茜 ｼﾉﾀﾞ ｱｶﾈ 1:51:21 神奈川県 藤沢市
832 16200 横溝　早希 ﾖｺﾐｿﾞ ｻｷ 1:51:23 神奈川県 寒川町
833 15512 村山　京子 ﾑﾗﾔﾏ ｷｮｳｺ 1:51:23 東京都 町田市
834 15076 山本　真澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 1:51:27 神奈川県 横浜市
835 5510 小沢　登紀子 ｵｻﾞﾜ ﾄｷｺ 1:51:27 神奈川県 藤沢市
836 16315 東　瑞歩 ﾋｶﾞｼ ﾐｽﾞﾎ 1:51:28 神奈川県 鎌倉市
837 5178 渡辺　莉加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 1:51:30 神奈川県 藤沢市
838 15855 永田　夕子 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺ 1:51:31 神奈川県 鎌倉市
839 15471 中瀬　優子 ﾅｶｾ ﾕｳｺ 1:51:34 神奈川県 茅ヶ崎市 たーちゃん
840 15001 西山　彩香 ﾆｼﾔﾏ ｱﾔｶ 1:51:37 神奈川県 横浜市 株式会社あおば
841 5056 止部　綾香 ﾄﾒﾍﾞ ｱﾔｶ 1:51:38 神奈川県 藤沢市 ＴＯＭ
842 5068 山下　真奈 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 1:51:38 神奈川県 藤沢市
843 16062 中本　優海 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾐ 1:51:39 神奈川県 茅ヶ崎市 スターバックス
844 16003 植田　美知子 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｺ 1:51:39 神奈川県 横浜市
845 16444 九門　麻美 ｸﾓﾝ ｱｻﾐ 1:51:41 神奈川県 横浜市
846 15687 瀬戸　伸子 ｾﾄ ﾉﾌﾞｺ 1:51:45 神奈川県 横浜市
847 16401 西崎　文子 ﾆｼｻﾞｷ ﾌﾐｺ 1:51:48 神奈川県 横浜市
848 15818 鶴岡　理加 ﾂﾙｵｶ ﾘｶ 1:51:51 神奈川県 大和市
849 15092 宮田　享子 ﾐﾔﾀ ｷｮｳｺ 1:51:53 神奈川県 相模原市
850 15824 小山　郁美 ｺﾔﾏ ｲｸﾐ 1:51:57 神奈川県 茅ヶ崎市
851 16226 長沼　由美 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕﾐ 1:52:02 神奈川県 大和市
852 5193 酒井　正美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ 1:52:07 神奈川県 藤沢市
853 15534 青木　季美子 ｱｵｷ ｷﾐｺ 1:52:11 神奈川県 横浜市 西高セブン
854 15249 吉田　和 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 1:52:11 東京都 新宿区
855 15943 林田　彩加 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｲｶ 1:52:12 神奈川県 横浜市 びあれすと
856 15711 吉見　恵 ﾖｼﾐ ﾒｸﾞﾐ 1:52:13 神奈川県 横浜市
857 15924 朴　聖淑 ﾎﾞｸ ｾｲｼｭｸ 1:52:14 東京都 町田市
858 15921 土屋　美代子 ﾂﾁﾔ ﾐﾖｺ 1:52:16 神奈川県 横浜市
859 5568 川端　可奈子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 1:52:23 神奈川県 藤沢市
860 15497 伊賀　渚 ｲｶﾞ ﾅｷﾞｻ 1:52:25 東京都 世田谷区 三井住友銀行
861 16134 池田　ゆか ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 1:52:27 神奈川県 横浜市
862 15341 菅尾　由起 ｽｶﾞｵ ﾕｷ 1:52:28 静岡県 熱海市
863 5421 椎野　彩 ｼｲﾉ ｱﾔ 1:52:29 神奈川県 藤沢市
864 15940 市毛　直子 ｲﾁｹﾞ ﾅｵｺ 1:52:33 神奈川県 横浜市
865 16438 小島　仁美 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 1:52:38 東京都 港区
866 15171 藤原　幸子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ 1:52:38 神奈川県 二宮町 ランデバイス
867 5404 積山　真由子 ﾂﾐﾔﾏ ﾏﾕｺ 1:52:41 神奈川県 藤沢市
868 15292 吉田　恵子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ 1:52:42 埼玉県 さいたま市
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869 15725 佐藤　多鶴子 ｻﾄｳ ﾀﾂﾞｺ 1:52:49 神奈川県 横浜市
870 16325 岩城　千加子 ｲﾜｷ ﾁｶｺ 1:52:50 神奈川県 横浜市
871 5620 須藤　友里 ｽﾄﾞｳ ﾕﾘ 1:52:55 神奈川県 藤沢市
872 16391 須永　舞 ｽﾅｶﾞ ﾏｲ 1:52:55 神奈川県 川崎市
873 5214 竹内　睦子 ﾀｹｳﾁ ﾑﾂｺ 1:52:55 神奈川県 藤沢市
874 5446 酒井　久美子 ｻｶｲ ｸﾐｺ 1:52:57 神奈川県 藤沢市
875 15750 米田　儀子 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾘｺ 1:52:58 神奈川県 平塚市
876 5211 片桐　恵子 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｺ 1:52:58 神奈川県 藤沢市
877 16085 池田　紗織 ｲｹﾀﾞ ｻｵﾘ 1:53:05 東京都 稲城市
878 5106 小倉　弘美 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾐ 1:53:08 神奈川県 藤沢市
879 5392 鈴木　理加 ｽｽﾞｷ ﾘｶ 1:53:11 神奈川県 藤沢市
880 16225 盛　直美 ﾓﾘ ﾅｵﾐ 1:53:11 宮城県 仙台市
881 5473 小板橋　久美子 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｸﾐｺ 1:53:13 神奈川県 藤沢市
882 15996 丸谷　成実 ﾏﾙﾀﾆ ﾅﾙﾐ 1:53:13 神奈川県 茅ヶ崎市
883 15865 古田　聡美 ﾌﾙﾀ ｻﾄﾐ 1:53:16 愛知県 名古屋市
884 16383 峯　純子 ﾐﾈ ｼﾞｭﾝｺ 1:53:20 神奈川県 川崎市
885 15283 三村　敦子 ﾐﾑﾗ ｱﾂｺ 1:53:23 神奈川県 愛川町
886 15928 浜井　ゆかり ﾊﾏｲ ﾕｶﾘ 1:53:25 東京都 品川区
887 16235 荒居　知沙 ｱﾗｲ ﾁｻ 1:53:25 東京都 杉並区 キヤノンＰＰＳ
888 15821 尾崎　恵子 ｵｻﾞｷ ｹｲｺ 1:53:26 東京都 練馬区
889 15691 犬窪　一恵 ｲﾇｸﾎﾞ ｶｽﾞｴ 1:53:27 東京都 目黒区 ＴＳＲＣ
890 15851 松浦　紅 ﾏﾂｳﾗ ﾍﾞﾆ 1:53:30 神奈川県 大和市
891 15093 信谷　則子 ﾉﾌﾞﾀﾆ ﾉﾘｺ 1:53:34 神奈川県 横浜市
892 5508 田子　恵 ﾀｺﾞ ﾒｸﾞﾐ 1:53:38 神奈川県 藤沢市
893 15802 平沼　こずえ ﾋﾗﾇﾏ ｺｽﾞｴ 1:53:39 神奈川県 川崎市
894 15789 樋渡　亜紀 ﾋﾜﾀｼ ｱｷ 1:53:39 神奈川県 川崎市
895 5451 黒崎　紗苗 ｸﾛｻｷ ｻﾅｴ 1:53:41 神奈川県 藤沢市 株式会社ＴＭＪ
896 15113 五味　京子 ｺﾞﾐ ｷｮｳｺ 1:53:46 東京都 練馬区 双信商事
897 15522 藤原　あけみ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｹﾐ 1:53:46 神奈川県 大和市
898 15394 手嶋　典子 ﾃｼﾏ ﾉﾘｺ 1:53:51 東京都 世田谷区
899 16379 岩本　のりこ ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 1:53:55 埼玉県 上尾市
900 5614 川島　侑希子 ｶﾜｼﾏ ﾕｷｺ 1:53:59 神奈川県 藤沢市
901 15089 越川　順子 ｺｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 1:54:00 千葉県 市川市
902 16047 秋山　智美 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ 1:54:01 神奈川県 横浜市 ケンケン
903 15299 阿佐　優里香 ｱｻ ﾕﾘｶ 1:54:06 神奈川県 横浜市
904 15862 山口　万紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷ 1:54:08 神奈川県 茅ヶ崎市
905 15937 竹内　留美子 ﾀｹｳﾁ ﾙﾐｺ 1:54:08 東京都 中央区 西６走り隊
906 16457 木村　未来 ｷﾑﾗ ﾐｸ 1:54:10 神奈川県 横浜市
907 15029 寺脇　知美 ﾃﾗﾜｷ ﾄﾓﾐ 1:54:12 千葉県 市川市
908 5597 小檜山　佳誉子 ｺﾋﾞﾔﾏ ｶﾖｺ 1:54:13 神奈川県 藤沢市
909 5539 藤本　ルナ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙﾅ 1:54:13 神奈川県 藤沢市
910 16090 小泉　美菜 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾅ 1:54:15 神奈川県 横浜市
911 15279 井上　祥子 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 1:54:15 東京都 練馬区 ＴＫＢ５４
912 15776 佐藤　寿恵 ｻﾄｳ ﾄｼｴ 1:54:17 東京都 品川区 ヤクラン
913 15617 安西　彩香 ｱﾝｻﾞｲ ｻﾔｶ 1:54:24 神奈川県 横浜市
914 5449 島田　直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 1:54:25 神奈川県 藤沢市
915 5373 佐藤　志穂 ｻﾄｳ ｼﾎ 1:54:26 神奈川県 藤沢市
916 16202 二見　美奈子 ﾌﾀﾐ ﾐﾅｺ 1:54:28 神奈川県 平塚市
917 16096 田代　美絵 ﾀｼﾛ ﾐｴ 1:54:30 神奈川県 川崎市
918 16427 手塚　久美子 ﾃﾂﾞｶ ｸﾐｺ 1:54:30 神奈川県 横浜市
919 5207 原田　紘子 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 1:54:34 神奈川県 藤沢市
920 5212 山﨑　紀子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 1:54:36 神奈川県 藤沢市 ジーピーチェア
921 15065 真田　富美子 ｻﾅﾀﾞ ﾌﾐｺ 1:54:36 栃木県 宇都宮市
922 15870 氏原　真菜実 ｳｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 1:54:38 神奈川県 横浜市
923 15168 菅　弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 1:54:40 千葉県 千葉市
924 16270 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 1:54:41 神奈川県 川崎市
925 5287 中山　彩乃 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾉ 1:54:42 神奈川県 藤沢市
926 5544 新津　真美 ﾆｲﾂ ﾏﾐ 1:54:43 神奈川県 藤沢市
927 15582 長岡　愛美 ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾅﾐ 1:54:43 神奈川県 川崎市
928 15927 小沢　喜美 ｵｻﾞﾜ ｷﾐ 1:54:44 神奈川県 伊勢原市
929 16214 三村　陽奈 ﾐﾑﾗ ﾋﾅ 1:54:45 神奈川県 横浜市
930 5096 田中　伸江 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｴ 1:54:52 神奈川県 藤沢市 湘南太平台病院
931 15463 内藤　恵子 ﾅｲﾄｳ ｹｲｺ 1:54:52 神奈川県 茅ヶ崎市
932 16472 服部　友里 ﾊｯﾄﾘ ﾕﾘ 1:54:56 埼玉県 さいたま市
933 16177 川島　智恵子 ｶﾜｼﾏ ﾁｴｺ 1:55:04 神奈川県 茅ヶ崎市
934 16207 髙橋　裕美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 1:55:06 神奈川県 小田原市 ランジョグ
935 5197 山下　寛子 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ 1:55:06 神奈川県 藤沢市 ランジョグ
936 15499 高橋　野乃美 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉﾐ 1:55:06 埼玉県 三郷市
937 16191 川西　仁子 ｶﾜﾆｼ ﾉﾌﾞｺ 1:55:06 徳島県 阿南市
938 5569 松村　萌々 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾓ 1:55:06 神奈川県 藤沢市
939 15291 一柳　美和 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾐﾜ 1:55:09 神奈川県 逗子市
940 5260 大牟禮　恵理子 ｵｵﾑﾚ ｴﾘｺ 1:55:10 神奈川県 藤沢市
941 15377 西坂　亜紀 ﾆｼｻﾞｶ ｱｷ 1:55:12 東京都 世田谷区
942 15551 鈴木　瑞穂 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ 1:55:12 神奈川県 平塚市
943 5116 岩佐　秋子 ｲﾜｻ ｱｷｺ 1:55:13 神奈川県 藤沢市
944 15688 高山　美緒 ﾀｶﾔﾏ ﾐｵ 1:55:13 栃木県 宇都宮市 チーム宇都宮
945 5442 溝口　直美 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 1:55:14 神奈川県 藤沢市
946 15468 渡邉　愛理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾘ 1:55:16 静岡県 川根本町
947 16061 重田　真由美 ｼｹﾞﾀ ﾏﾕﾐ 1:55:17 神奈川県 横浜市 重田建設企業
948 15074 光石　佳子 ﾐﾂｲｼ ﾖｼｺ 1:55:18 東京都 世田谷区
949 5343 青木　亜希子 ｱｵｷ ｱｷｺ 1:55:25 神奈川県 藤沢市 チーム樽井
950 15083 朱宮　英美 ｼｭﾐﾔ ﾋﾃﾞﾐ 1:55:26 愛知県 名古屋市
951 15323 古舘　富子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾄﾐｺ 1:55:26 東京都 杉並区
952 15567 青木　佐和 ｱｵｷ ｻﾜ 1:55:27 東京都 品川区
953 15566 松井　きみ江 ﾏﾂｲ ｷﾐｴ 1:55:27 千葉県 我孫子市
954 15568 おざわ　りえこ ｵｻﾞﾜ ﾘｴｺ 1:55:28 東京都 品川区
955 15569 正願地　みずき ｼｮｳｶﾞﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ 1:55:28 東京都 豊島区



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
956 16195 芹澤　圭子 ｾﾘｻﾞﾜ ｹｲｺ 1:55:32 神奈川県 小田原市
957 15049 細野　鮎美 ﾎｿﾉ ｱﾕﾐ 1:55:34 神奈川県 横浜市
958 15141 早川　泰子 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲｺ 1:55:35 神奈川県 横浜市
959 5290 原　弘子 ﾊﾗ ﾋﾛｺ 1:55:37 神奈川県 藤沢市
960 16196 細田　衣吏子 ﾎｿﾀﾞ ｴﾘｺ 1:55:39 東京都 品川区
961 15236 杉山　道子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁｺ 1:55:40 神奈川県 横浜市
962 5496 佐々木　雪乃 ｻｻｷ ﾕｷﾉ 1:55:42 神奈川県 藤沢市
963 16308 大石　恵子 ｵｵｲｼ ｹｲｺ 1:55:43 神奈川県 綾瀬市
964 16354 宮崎　容子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 1:55:48 神奈川県 鎌倉市
965 15774 堀田　純子 ﾎｯﾀ ｼﾞｭﾝｺ 1:55:50 東京都 東村山市
966 5616 寺本　由架 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｶ 1:55:53 神奈川県 藤沢市 海牛菜山
967 5462 竹内　ちおり ﾀｹｳﾁ ﾁｵﾘ 1:55:55 神奈川県 藤沢市
968 16474 伊藤　薫 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 1:56:01 神奈川県 茅ヶ崎市
969 5587 堀　菜保美 ﾎﾘ ﾅｵﾐ 1:56:05 神奈川県 藤沢市
970 15852 荒木　宣子 ｱﾗｷ ﾉﾘｺ 1:56:05 神奈川県 横浜市
971 15427 愛原　咲季 ｱｲﾊﾗ ｻｷ 1:56:05 東京都 町田市
972 5004 片野　志穂美 ｶﾀﾉ ｼﾎﾐ 1:56:08 神奈川県 藤沢市 横浜丸中青果
973 15938 鈴木　典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 1:56:10 神奈川県 横浜市 西６走り隊
974 15875 須藤　奈穂子 ｽﾄﾞｳ ﾅﾎｺ 1:56:12 神奈川県 横浜市
975 15436 小林　真紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷｺ 1:56:14 神奈川県 横浜市
976 15404 八島　容子 ﾔｼﾏ ﾖｳｺ 1:56:18 神奈川県 川崎市
977 15300 田部　真佐子 ﾀﾍﾞ ﾏｻｺ 1:56:20 神奈川県 川崎市
978 15107 須藤　美佐子 ｽﾄﾞｳ ﾐｻｺ 1:56:23 東京都 大田区
979 16228 竹内　里紗 ﾀｹｳﾁ ﾘｻ 1:56:25 東京都 江東区
980 5460 蓮見　瑠衣 ﾊｽﾐ ﾙｲ 1:56:26 神奈川県 藤沢市
981 5412 前原　陽子 ﾏｴﾊﾗ ﾖｳｺ 1:56:28 神奈川県 藤沢市
982 15156 村上　雅子 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｺ 1:56:28 神奈川県 横浜市
983 15914 熊谷　ちえみ ｸﾏｶﾞｲ ﾁｴﾐ 1:56:31 神奈川県 茅ヶ崎市
984 5016 川嶋　名津子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾂｺ 1:56:32 神奈川県 藤沢市
985 5486 勝谷　あゆみ ｶﾂﾀﾆ ｱﾕﾐ 1:56:34 神奈川県 藤沢市 辻堂小学校
986 15397 林　宏美 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ 1:56:35 神奈川県 川崎市
987 5433 山関　聡子 ﾔﾏｾﾞｷ ｻﾄｺ 1:56:37 神奈川県 藤沢市 チームＰＩＫＥ
988 15773 角田　沙織 ﾂﾉﾀﾞ ｻｵﾘ 1:56:38 神奈川県 鎌倉市
989 15266 神崎　充代 ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾂﾖ 1:56:39 神奈川県 横浜市 ジョグスパ
990 15521 太田　敏子 ｵｵﾀ ﾄｼｺ 1:56:39 神奈川県 横浜市
991 15652 横山　真紀 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ 1:56:40 千葉県 松戸市
992 15630 平井　麻里子 ﾋﾗｲ ﾏﾘｺ 1:56:41 東京都 武蔵野市
993 15423 伊東　敬子 ｲﾄｳ ｹｲｺ 1:56:42 神奈川県 横浜市
994 15225 小林　美保 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 1:56:44 神奈川県 秦野市
995 15930 森本　真理子 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘｺ 1:56:44 奈良県 宇陀市 西６走り隊
996 15258 岩本　渚 ｲﾜﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 1:56:45 神奈川県 横浜市
997 16386 高橋　麻代 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾖ 1:56:51 神奈川県 横浜市
998 5317 福崎　静子 ﾌｸｻﾞｷ ｼｽﾞｺ 1:56:53 神奈川県 藤沢市
999 15883 西山　博子 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｺ 1:56:54 神奈川県 川崎市
1000 5353 臼井　麻里 ｳｽｲ ﾏﾘ 1:56:54 神奈川県 藤沢市
1001 16197 中村　理香 ﾅｶﾑﾗ ﾘｶ 1:56:57 神奈川県 綾瀬市
1002 5294 米谷　泰味 ｺﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 1:56:57 神奈川県 藤沢市
1003 15516 増田　紋子 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｺ 1:57:00 茨城県 古河市 ロータスミナミ
1004 5361 前田　さつき ﾏｴﾀﾞ ｻﾂｷ 1:57:01 神奈川県 藤沢市 慶應義塾大学
1005 15999 西村　弘子 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｺ 1:57:06 神奈川県 茅ヶ崎市 エトセトラ
1006 5204 佐藤　美奈子 ｻﾄｳ ﾐﾅｺ 1:57:15 神奈川県 藤沢市
1007 15132 沢辺　ゆみ ｻﾜﾍﾞ ﾕﾐ 1:57:17 東京都 港区
1008 5065 青山　亜紀子 ｱｵﾔﾏ ｱｷｺ 1:57:17 神奈川県 藤沢市
1009 15469 鈴木　愛 ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 1:57:19 静岡県 藤枝市
1010 15847 松本　彩 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 1:57:22 東京都 目黒区
1011 15428 齋藤　みどり ｻｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 1:57:24 神奈川県 横浜市
1012 15369 小林　正子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 1:57:27 東京都 八王子市
1013 15143 三隅　正美 ﾐｽﾐ ﾏｻﾐ 1:57:28 神奈川県 横浜市
1014 15536 桐山　美佐子 ｷﾘﾔﾏ ﾐｻｺ 1:57:29 東京都 北区 ＴＫＢ５４
1015 5547 廣瀬　真理子 ﾋﾛｾ ﾏﾘｺ 1:57:29 神奈川県 藤沢市
1016 16320 佐藤　希海 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 1:57:31 東京都 豊島区
1017 16319 山形　颯生 ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾂｷ 1:57:31 東京都 文京区
1018 5291 石　直子 ｲｼ ﾅｵｺ 1:57:35 神奈川県 藤沢市
1019 15959 宇月　夕子 ｳﾂﾞｷ ﾕｳｺ 1:57:38 神奈川県 横浜市
1020 15995 大嶋　安希子 ｵｵｼﾏ ｱｷｺ 1:57:39 神奈川県 横浜市
1021 5310 八神　明子 ﾔｶﾞﾐ ｱｷｺ 1:57:40 神奈川県 藤沢市
1022 5527 青井　和子 ｱｵｲ ｶｽﾞｺ 1:57:42 神奈川県 藤沢市
1023 16334 今井　景子 ｲﾏｲ ｹｲｺ 1:57:47 神奈川県 逗子市
1024 15892 こいけ　まきこ ｺｲｹ ﾏｷｺ 1:57:51 神奈川県 横浜市
1025 16406 石橋　陽子 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｺ 1:57:51 神奈川県 横浜市
1026 5606 井上　直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ 1:57:51 神奈川県 藤沢市
1027 5100 佐藤　はる香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 1:57:54 神奈川県 藤沢市
1028 16281 原田　美和 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾜ 1:57:57 東京都 練馬区
1029 16000 中里　千恵子 ﾅｶｻﾞﾄ ﾁｴｺ 1:58:00 神奈川県 松田町
1030 15204 小野　和世 ｵﾉ ｶｽﾞﾖ 1:58:02 神奈川県 横浜市
1031 5339 橋本　弥生 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾖｲ 1:58:07 神奈川県 藤沢市
1032 15642 下和田　さやか ｼﾓﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 1:58:08 東京都 町田市
1033 15942 高宮　由紀子 ﾀｶﾐﾔ ﾕｷｺ 1:58:08 神奈川県 横浜市 びあれすと
1034 15461 鈴木　千代子 ｽｽﾞｷ ﾁﾖｺ 1:58:10 東京都 品川区
1035 15799 田中　綾 ﾀﾅｶ ｱﾔ 1:58:13 東京都 小金井市
1036 16104 注連内　のぞみ ｼﾒﾉｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 1:58:13 神奈川県 平塚市
1037 15916 真田　恵美子 ｻﾅﾀﾞ ｴﾐｺ 1:58:17 神奈川県 横浜市
1038 15273 土屋　里咲 ﾂﾁﾔ ﾘｻ 1:58:17 神奈川県 平塚市
1039 15548 琴岡　眞理絵 ｺﾄｵｶ ﾏﾘｴ 1:58:24 神奈川県 相模原市
1040 16097 長谷川　絢子 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｺ 1:58:28 神奈川県 川崎市
1041 15838 中西　亜衣 ﾅｶﾆｼ ｱｲ 1:58:30 東京都 港区
1042 15805 佐藤　美佳子 ｻﾄｳ ﾐｶｺ 1:58:31 神奈川県 平塚市



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
1043 5036 鈴木　直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 1:58:32 神奈川県 藤沢市
1044 5037 松本　真喜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷｺ 1:58:32 神奈川県 藤沢市
1045 15403 井野場　静代 ｲﾉﾊﾞ ｼｽﾞﾖ 1:58:33 神奈川県 横浜市
1046 15601 吉川　薫 ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ 1:58:36 東京都 世田谷区
1047 5467 林　真由美 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 1:58:37 神奈川県 藤沢市
1048 15411 角田　小百合 ｶﾄﾞﾀ ｻﾕﾘ 1:58:42 東京都 文京区
1049 15054 是枝　友紀 ｺﾚｴﾀﾞ ﾕｷ 1:58:48 神奈川県 平塚市
1050 5590 長谷川　奈美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾐ 1:58:53 神奈川県 藤沢市
1051 15518 羽地　ルミ子 ﾊﾈｼﾞ ﾙﾐｺ 1:58:56 神奈川県 横浜市 ＫＲＣ
1052 5323 大木　貴子 ｵｵｷ ﾀｶｺ 1:58:56 神奈川県 藤沢市
1053 15965 相馬　友子 ｿｳﾏ ﾕｳｺ 1:58:57 神奈川県 横浜市
1054 16282 羽賀　千里 ﾊｶﾞ ﾁｻﾄ 1:59:06 千葉県 習志野市
1055 15743 清水　克子 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｺ 1:59:07 埼玉県 さいたま市
1056 5181 對馬　久美子 ﾂｼﾏ ｸﾐｺ 1:59:07 神奈川県 藤沢市
1057 5349 佐藤　江美 ｻﾄｳ ｴﾐ 1:59:08 神奈川県 藤沢市
1058 5230 杉守　真弓 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏﾕﾐ 1:59:11 神奈川県 藤沢市
1059 5061 波良　早苗 ﾊﾗ ｻﾅｴ 1:59:16 神奈川県 藤沢市 アヒル２０１７
1060 5309 島村　智子 ｼﾏﾑﾗ ﾄﾓｺ 1:59:16 神奈川県 藤沢市
1061 5127 清水　裕美 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 1:59:16 神奈川県 藤沢市
1062 15064 神崎　明子 ｶﾝｻﾞｷ ｱｷｺ 1:59:16 神奈川県 横浜市
1063 15755 赤井　直子 ｱｶｲ ﾅｵｺ 1:59:20 神奈川県 川崎市
1064 5273 川口　友子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:59:21 神奈川県 藤沢市
1065 5613 作田　雅子 ｻｸﾀﾞ ﾏｻｺ 1:59:24 神奈川県 藤沢市 いよちゃんず
1066 15005 勝俣　美保 ｶﾂﾏﾀ ﾐﾎ 1:59:28 神奈川県 大和市 ファイテン
1067 15179 高橋　ちか ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 1:59:31 東京都 世田谷区 アイエスホーム
1068 16380 小池　明子 ｺｲｹ ｱｷｺ 1:59:31 長野県 長野市
1069 15530 高須　和美 ﾀｶｽ ｶｽﾞﾐ 1:59:33 静岡県 浜松市
1070 15800 松本　はつ枝 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂｴ 1:59:35 神奈川県 横浜市 持田
1071 5571 土見　侑 ﾂﾁﾐ ﾕｷ 1:59:38 神奈川県 藤沢市
1072 15828 手塚　奈央子 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵｺ 1:59:46 神奈川県 鎌倉市 とびうお
1073 15806 金子　かづ江 ｶﾈｺ ｶﾂﾞｴ 1:59:48 埼玉県 和光市
1074 15117 加藤　愛子 ｶﾄｳ ｱｲｺ 1:59:50 神奈川県 横浜市 にこにこＲＵＮ
1075 15430 渡辺　郁代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸﾖ 1:59:56 東京都 多摩市
1076 5501 今西　啓子 ｲﾏﾆｼ ｹｲｺ 1:59:56 神奈川県 藤沢市 こもちゃんず
1077 16440 安西　華子 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾅｺ 2:00:03 神奈川県 横浜市
1078 16081 田中　帆奈 ﾀﾅｶ ﾊﾝﾅ 2:00:05 北海道 中標津町
1079 15859 佐野　真由美 ｻﾉ ﾏﾕﾐ 2:00:07 神奈川県 横浜市
1080 15673 加藤　由起 ｶﾄｳ ﾕｷ 2:00:10 神奈川県 大和市
1081 15695 小川　美佳 ｵｶﾞﾜ ﾐｶ 2:00:11 神奈川県 平塚市
1082 5315 菅野　志穂 ｽｶﾞﾉ ｼﾎ 2:00:15 神奈川県 藤沢市
1083 16422 野口　智子 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 2:00:18 神奈川県 横浜市
1084 5478 片山　絵美 ｶﾀﾔﾏ ｴﾐ 2:00:25 神奈川県 藤沢市
1085 15148 高木　陽子 ﾀｶｷ ﾖｳｺ 2:00:27 神奈川県 横浜市
1086 15198 杉原　世里 ｽｷﾞﾊﾗ ｾﾘ 2:00:28 大阪府 堺市
1087 16370 清水　央子 ｼﾐｽﾞ ｴｲｺ 2:00:32 東京都 渋谷区
1088 5259 小沼　晴美 ｺﾇﾏ ﾊﾚﾐ 2:00:38 神奈川県 藤沢市
1089 15698 佐々木　美和 ｻｻｷ ﾐﾜ 2:00:38 神奈川県 鎌倉市
1090 15913 五十嵐　郁枝 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐｴ 2:00:43 神奈川県 鎌倉市
1091 15958 荻原　和子 ｵｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｺ 2:00:44 神奈川県 茅ヶ崎市
1092 15553 安倍　友紀子 ｱﾝﾊﾞｲ ﾕｷｺ 2:00:51 東京都 世田谷区
1093 15012 高橋　和代 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖ 2:01:00 神奈川県 平塚市 ゆりの会
1094 5173 大迫　真子 ｵｵｻｺ ﾏｻｺ 2:01:02 神奈川県 藤沢市
1095 5437 佐藤　和枝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｴ 2:01:04 神奈川県 藤沢市
1096 16403 久保　奈苗 ｸﾎﾞ ﾅﾅｴ 2:01:06 東京都 練馬区
1097 5574 杉山　雅子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｺ 2:01:10 神奈川県 藤沢市 上村鵠生会
1098 5375 有坂　佳子 ｱﾘｻｶ ﾖｼｺ 2:01:23 神奈川県 藤沢市
1099 5453 坂本　奈美 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐ 2:01:24 神奈川県 藤沢市
1100 15181 清水　久美子 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ 2:01:25 神奈川県 川崎市
1101 15272 石原　美紅 ｲｼﾊﾗ ﾐｸ 2:01:27 神奈川県 横浜市
1102 15732 洲戸　聰子 ｽﾄﾞ ｻﾄｺ 2:01:29 東京都 世田谷区
1103 15585 鏑木　節子 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｾﾂｺ 2:01:40 神奈川県 大和市
1104 15094 奥山　理絵 ｵｸﾔﾏ ﾘｴ 2:01:46 東京都 台東区
1105 5603 羽田　麻佑子 ﾊﾀﾞ ﾏﾕｺ 2:01:48 神奈川県 藤沢市
1106 15067 倉下　佳子 ｸﾗｼﾀ ﾖｼｺ 2:01:48 東京都 板橋区
1107 15325 久保　朗子 ｸﾎﾞ ｱｷｺ 2:02:01 東京都 江戸川区
1108 5239 内野　真弓 ｳﾁﾉ ﾏﾕﾐ 2:02:03 神奈川県 藤沢市
1109 15976 鈴木　真美子 ｽｽﾞｷ ﾏﾐｺ 2:02:04 神奈川県 茅ヶ崎市
1110 15151 永野　いづみ ﾅｶﾞﾉ ｲﾂﾞﾐ 2:02:12 千葉県 松戸市
1111 16373 橋本　千奈美 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾐ 2:02:13 神奈川県 寒川町 ボンバーズ
1112 15106 鈴木　美奈子 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｺ 2:02:13 神奈川県 茅ヶ崎市
1113 15505 田野辺　映子 ﾀﾉﾍﾞ ｴｲｺ 2:02:22 神奈川県 茅ヶ崎市
1114 5573 中山　裕子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ 2:02:23 神奈川県 藤沢市
1115 5456 安倍　未穂子 ｱﾍﾞ ﾐﾎｺ 2:02:23 神奈川県 藤沢市
1116 5079 加藤　美知子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 2:02:23 神奈川県 藤沢市
1117 5044 島村　理菜 ｼﾏﾑﾗ ﾘﾅ 2:02:28 神奈川県 藤沢市
1118 15746 古谷　千代 ﾌﾙﾔ ﾁﾖ 2:02:29 神奈川県 茅ヶ崎市
1119 16019 須田　裕佳子 ｽﾀﾞ ﾕｶｺ 2:02:46 神奈川県 川崎市
1120 15324 河村　貴子 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｺ 2:02:49 神奈川県 横浜市
1121 15583 池田　智果子 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｺ 2:02:49 神奈川県 横浜市
1122 5509 田子　遥 ﾀｺﾞ ﾊﾙｶ 2:02:49 神奈川県 藤沢市
1123 5629 若林　めぐみ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 2:03:04 神奈川県 藤沢市
1124 15474 鈴木　貴恵 ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ 2:03:04 神奈川県 横浜市 かもめ走友会
1125 5555 武石　恵久 ﾀｹｲｼ ｴｸ 2:03:05 神奈川県 藤沢市 大東建託
1126 15224 仁田　由美 ﾆｯﾀ ﾕﾐ 2:03:08 神奈川県 鎌倉市
1127 5055 止部　恵 ﾄﾒﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 2:03:22 神奈川県 藤沢市 ＴＯＭ
1128 15275 安江　秀子 ﾔｽｴ ﾋﾃﾞｺ 2:03:23 神奈川県 平塚市
1129 5316 大内　知子 ｵｵｳﾁ ﾄﾓｺ 2:03:29 神奈川県 藤沢市
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1130 16356 佐久間　美沙保 ｻｸﾏ ﾐｻﾎ 2:03:30 東京都 江戸川区
1131 16355 早瀬　美樹 ﾊﾔｾ ﾐｷ 2:03:30 神奈川県 二宮町
1132 16357 勝又　千鶴 ｶﾂﾏﾀ ﾁﾂﾞﾙ 2:03:30 静岡県 御殿場市
1133 15127 久保木　絵利 ｸﾎﾞｷ ｴﾘ 2:03:42 福岡県 福岡市 西部ガスエネ
1134 15983 宮原　理恵 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｴ 2:03:43 東京都 国分寺市
1135 15359 笹木　雅子 ｻｻｷ ﾏｻｺ 2:03:48 神奈川県 横浜市
1136 15955 松川　絵美 ﾏﾂｶﾜ ｴﾐ 2:03:51 神奈川県 鎌倉市 セサミ
1137 15898 守屋　恵 ﾓﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ 2:03:52 神奈川県 横浜市
1138 15051 稲葉　孝子 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｺ 2:03:56 神奈川県 横浜市
1139 5595 荒木　絵美 ｱﾗｷ ｴﾐ 2:03:56 神奈川県 藤沢市
1140 5558 荒井　志織 ｱﾗｲ ｼｵﾘ 2:03:58 神奈川県 藤沢市
1141 15511 清家　彩子 ｾｲｹ ｱﾔｺ 2:04:06 神奈川県 鎌倉市
1142 15321 森国　佐千子 ﾓﾘｸﾆ ｻﾁｺ 2:04:08 広島県 広島市
1143 5256 鈴木　美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 2:04:09 神奈川県 藤沢市
1144 5447 夏見　優子 ﾅﾂﾐ ﾕｳｺ 2:04:24 神奈川県 藤沢市 ドクターあい
1145 15187 椛澤　恵子 ｶﾊﾞｻﾜ ｹｲｺ 2:04:30 東京都 町田市
1146 16028 横溝　友香 ﾖｺﾐｿﾞ ﾕｶ 2:04:31 神奈川県 横浜市
1147 5297 中野渡　和枝 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｶｽﾞｴ 2:04:49 神奈川県 藤沢市
1148 15260 菊地　君枝 ｷｸﾁ ｷﾐｴ 2:04:57 神奈川県 伊勢原市
1149 15045 吉田　美沙都 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻﾄ 2:05:00 神奈川県 鎌倉市
1150 15532 宮本　真湖 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｺ 2:05:08 静岡県 浜松市 乾走会
1151 15467 佐藤　恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 2:05:08 神奈川県 大和市 ＡＭサポート
1152 16411 成田　美嘉子 ﾅﾘﾀ ﾐｶｺ 2:05:12 青森県 三沢市
1153 5320 元井　みゆき ﾓﾄｲ ﾐﾕｷ 2:05:12 神奈川県 藤沢市
1154 16023 大塚　満左保 ｵｵﾂｶ ﾐｻﾎ 2:05:18 神奈川県 厚木市
1155 15884 矢口　宏美 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 2:05:24 茨城県 古河市 ＴＲＣ
1156 5293 高橋　美恵 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ 2:05:25 神奈川県 藤沢市
1157 5292 田中　あゆみ ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 2:05:25 神奈川県 藤沢市
1158 16045 三須　愛恵 ﾐｽ ﾏﾅｴ 2:05:27 神奈川県 横浜市
1159 16359 松本　綾 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 2:05:32 東京都 中央区
1160 16338 佐伯　佳弥 ｻｴｷ ｶﾔ 2:05:35 神奈川県 横浜市 前田建設
1161 5058 冨永　瑞穂 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞﾎ 2:05:36 神奈川県 藤沢市
1162 16298 若林　純子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 2:05:38 神奈川県 横須賀市
1163 5472 麓　敦子 ﾌﾓﾄ ｱﾂｺ 2:05:43 神奈川県 藤沢市
1164 16243 越智　友希 ｵﾁ ﾕｷ 2:05:50 神奈川県 茅ヶ崎市
1165 16109 関根　百子 ｾｷﾈ ﾓﾓｺ 2:05:50 神奈川県 茅ヶ崎市
1166 16031 田代　知美 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾐ 2:05:56 神奈川県 横浜市
1167 5328 尾崎　由貴 ｵｻﾞｷ ﾕｷ 2:06:07 神奈川県 藤沢市
1168 15813 高木　沙彩 ﾀｶｷﾞ ｻｱﾔ 2:06:07 神奈川県 横浜市 病院
1169 5331 田中　美帆 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 2:06:07 神奈川県 藤沢市
1170 15487 神馬　慶子 ｼﾞﾝﾏ ｹｲｺ 2:06:07 神奈川県 茅ヶ崎市
1171 5426 藤巻　公美子 ﾌｼﾞﾏｷ ｸﾐｺ 2:06:09 神奈川県 藤沢市 るーたんず
1172 5552 早川　桃子 ﾊﾔｶﾜ ﾓﾓｺ 2:06:12 神奈川県 藤沢市
1173 5205 白川　希美 ｼﾗｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 2:06:16 神奈川県 藤沢市
1174 5464 石田　弓 ｲｼﾀﾞ ﾕﾐ 2:06:17 神奈川県 藤沢市
1175 5461 佐々木　喜恵 ｻｻｷ ｷｴ 2:06:20 神奈川県 藤沢市
1176 5396 野澤　光世 ﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ 2:06:23 神奈川県 藤沢市
1177 16044 布村　恵美 ﾇﾉﾑﾗ ｴﾐ 2:06:27 千葉県 市川市
1178 16227 雨宮　郁恵 ｱﾒﾐﾔ ｲｸｴ 2:06:30 東京都 品川区
1179 15692 植木　ゆう子 ｳｴｷ ﾕｳｺ 2:06:31 東京都 町田市 極東
1180 15199 田辺　美由紀 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 2:06:35 神奈川県 横浜市
1181 5203 長濱　優子 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｺ 2:06:58 神奈川県 藤沢市
1182 5431 森　玲子 ﾓﾘ ﾚｲｺ 2:07:23 神奈川県 藤沢市
1183 15722 渡辺　裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 2:08:02 神奈川県 平塚市
1184 16103 小林　博子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 2:08:14 神奈川県 横浜市
1185 16123 栗原　寿理 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾘ 2:08:32 栃木県 佐野市
1186 16219 栗原　響 ｸﾘﾊﾗ ｷｮｳ 2:08:32 東京都 足立区 ＬＡＶＡ
1187 5088 木下　和子 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｺ 2:08:38 神奈川県 藤沢市
1188 15872 秋元　美咲 ｱｷﾓﾄ ﾐｻｷ 2:08:39 神奈川県 茅ヶ崎市
1189 15915 尾崎　理緒奈 ｵｻﾞｷ ﾘｵﾅ 2:08:44 東京都 練馬区
1190 15248 加藤　由美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 2:09:03 神奈川県 横浜市
1191 5246 鳥居　久代 ﾄﾘｲ ﾋｻﾖ 2:09:07 神奈川県 藤沢市 鵠桜クラブ
1192 15624 名村　幸恵 ﾅﾑﾗ ﾕｷｴ 2:09:09 神奈川県 横浜市 ふれんどハウス
1193 15820 神谷　雅恵 ｶﾐﾔ ﾏｻｴ 2:09:24 静岡県 磐田市
1194 5257 金子　文江 ｶﾈｺ ﾌﾐヱ 2:09:25 神奈川県 藤沢市 スロージョグ
1195 15339 伊東　ひとみ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 2:09:28 神奈川県 横浜市 ランジョグ
1196 5383 有賀　美智子 ｱﾘｶﾞ ﾐﾁｺ 2:09:47 神奈川県 藤沢市
1197 5488 大迫　由希子 ｵｵｻｺ ﾕｷｺ 2:09:52 神奈川県 藤沢市 辻堂友の会
1198 15194 渡井　明子 ﾜﾀｲ ｱｷｺ 2:09:52 東京都 町田市
1199 15153 今村　真由 ｲﾏﾑﾗ ﾏﾕ 2:10:11 神奈川県 鎌倉市
1200 5549 山崎　直美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 2:10:29 神奈川県 藤沢市
1201 15947 コバン　恵子 ｺﾊﾞﾝ ｹｲｺ 2:10:33 神奈川県 茅ヶ崎市
1202 5352 松田　まゆみ ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾕﾐ 2:11:03 神奈川県 藤沢市
1203 15775 川村　朋子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ 2:11:10 神奈川県 厚木市
1204 15202 沢井　若葉 ｻﾜｲ ﾜｶﾊﾞ 2:11:26 神奈川県 茅ヶ崎市
1205 15837 大田　由紀子 ｵｵﾀ ﾕｷｺ 2:11:40 東京都 世田谷区
1206 15058 高野　治子 ﾀｶﾉ ﾊﾙｺ 2:11:57 神奈川県 茅ヶ崎市
1207 5094 伊藤　ますみ ｲﾄｳ ﾏｽﾐ 2:12:10 神奈川県 藤沢市
1208 15856 佐藤　かおり ｻﾄｳ ｶｵﾘ 2:12:14 神奈川県 横浜市 若手社労士の会
1209 5495 佐々木　直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 2:12:18 神奈川県 藤沢市
1210 5363 近藤　美雪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 2:12:33 神奈川県 藤沢市
1211 15042 丸田　淳子 ﾏﾙﾀ ｼﾞｭﾝｺ 2:12:56 神奈川県 横浜市
1212 15230 立原　洋子 ﾀﾁﾊﾗ ﾖｳｺ 2:13:05 神奈川県 横浜市 港区ＳＣ
1213 5491 木下　千賀美 ｷﾉｼﾀ ﾁｶﾐ 2:13:19 神奈川県 藤沢市
1214 15346 遠山　けい子 ﾄｵﾔﾏ ｹｲｺ 2:13:22 神奈川県 座間市
1215 5012 丸山　美恵 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｴ 2:13:26 神奈川県 藤沢市 羽鳥マラソン部
1216 5034 畠山　万里子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏﾘｺ 2:13:26 神奈川県 藤沢市 羽鳥マラソン部



総合順位 ランナーID 氏名漢字 氏名カナ フィニッシュタイム 都道府県名 市区町村名 所属クラブ名
1217 15374 男澤　深里 ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 2:13:32 東京都 文京区
1218 5042 有賀　美由紀 ｱﾘｶﾞ ﾐﾕｷ 2:13:53 神奈川県 藤沢市
1219 15998 宮内　満恵 ﾐﾔｳﾁ ﾐﾂｴ 2:13:59 東京都 葛飾区 エトセトラ
1220 15229 山崎　智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 2:13:59 神奈川県 茅ヶ崎市
1221 15967 川副　美榮子 ｶﾜｿﾞｴ ﾐｴｺ 2:14:22 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ＦＲＣ
1222 15885 嶋澤　愛弓 ｼﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 2:14:57 神奈川県 横浜市
1223 15422 横井　千春 ﾖｺｲ ﾁﾊﾙ 2:15:50 神奈川県 川崎市
1224 15953 比嘉　恵子 ﾋｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 2:15:51 沖縄県 那覇市
1225 15160 小瀬木　文恵 ｺｾｷ ﾌﾐｴ 2:15:57 神奈川県 綾瀬市
1226 16114 井上　郷子 ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺ 2:16:00 神奈川県 横浜市
1227 15792 桑原　尚美 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵﾐ 2:16:12 神奈川県 川崎市
1228 15392 宮川　恵子 ﾐﾔｶﾜ ｹｲｺ 2:16:47 神奈川県 平塚市
1229 5341 相馬　夕美子 ｿｳﾏ ﾕﾐｺ 2:17:05 神奈川県 藤沢市
1230 5333 菅原　寿子 ｽｶﾞﾊﾗ ﾄｼｺ 2:17:05 神奈川県 藤沢市
1231 5134 得田　美智留 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾁﾙ 2:17:32 神奈川県 藤沢市
1232 16116 斉須　美奈子 ｻｲｽ ﾐﾅｺ 2:17:52 神奈川県 横浜市
1233 15907 小橋　知美 ｺﾊﾞｼ ﾄﾓﾐ 2:18:08 東京都 中野区 セコム
1234 16087 森　瑞希 ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 2:18:08 神奈川県 川崎市
1235 5095 中谷　聡美 ﾅｶﾔ ｻﾄﾐ 2:18:31 神奈川県 藤沢市
1236 16190 北田　純子 ｷﾀﾀﾞ ｽﾐｺ 2:18:34 神奈川県 大和市
1237 16451 富樫　朋子 ﾄｶﾞｼ ﾄﾓｺ 2:19:15 神奈川県 横浜市
1238 16091 谷内　香織 ﾀﾆｳﾁ ｶｵﾘ 2:19:29 神奈川県 横浜市
1239 5416 田内　清香 ﾀﾉｳﾁ ｻﾔｶ 2:19:54 神奈川県 藤沢市 チームヤス
1240 15108 髙野　好子 ﾀｶﾉ ﾖｼｺ 2:20:23 神奈川県 横浜市 湘南とつか
1241 16263 内山　真知子 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾁｺ 2:20:36 東京都 世田谷区
1242 5228 石井　千恵 ｲｼｲ ﾁｴ 2:21:49 神奈川県 藤沢市 藤沢病院


