
順位 タイム ナンバーカード 氏名漢字 氏名カナ 所属 都道府県 市区町村
1 1:06:01 15027 吉川　ちぐさ ﾖｼｶﾜ ﾁｸﾞｻ ラチエンＡＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
2 1:06:40 15019 小野田　亜希子 ｵﾉﾀﾞ ｱｷｺ 横浜金沢走友会 神奈川県 横浜市
3 1:08:39 15025 池田　美樹 ｲｹﾀﾞ ﾐｷ 東京都 豊島区
4 1:09:01 15857 古澤　智子 ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 横浜市
5 1:09:29 15020 一重　礼子 ｲﾁｼﾞｭｳ ﾚｲｺ 福島県 喜多方市
6 1:09:54 15046 長　美枝 ﾁｮｳ ﾐｴ 東京都 世田谷区
7 1:09:57 10011 服部　江利香 ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 神奈川県 藤沢市
8 1:10:48 15038 池田　静香 ｲｹﾀﾞ ｼｽﾞｶ Ｋ２ＴＲＣ 神奈川県 川崎市
9 1:11:33 10017 小野寺　瑞子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂｺ チームわかふじ 神奈川県 藤沢市

10 1:11:47 15088 谷　万理子 ﾀﾆ ﾏﾘｺ 東京都 荒川区
11 1:12:29 15047 熊澤　直子 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵｺ チームランビュ 神奈川県 横浜市
12 1:12:34 10002 絵野澤　恵 ｴﾉｻﾜ ﾒｸﾞﾐ ＭＥＧ 神奈川県 藤沢市
13 1:13:13 15033 錬石　恵子 ﾈﾘｲｼ ｹｲｺ ラチエンＡＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
14 1:13:30 15013 田中　亜矢 ﾀﾅｶ ｱﾔ 神奈川県 横浜市
15 1:15:02 15154 前　智加恵 ﾏｴ ﾁｶｴ アルプス 東京都 八王子市
16 1:15:04 10016 奥　文子 ｵｸ ﾌﾐｺ 神奈川県 藤沢市
17 1:15:35 15132 長井　弘美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ 飛弾クリニック 神奈川県 松田町
18 1:15:36 15022 吉野　都子 ﾖｼﾉ ｸﾆｺ 神奈川県 横須賀市
19 1:15:39 15034 中野　ミエ ﾅｶﾉ ﾐｴ 神奈川県 川崎市
20 1:16:04 10466 棚田　倫代 ﾀﾅﾀﾞ ﾐﾁﾖ 神奈川県 藤沢市
21 1:16:08 15065 山口　加代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ クラブＲ２東日 神奈川県 横浜市
22 1:17:14 16159 岸　正恵 ｷｼ ﾏｻｴ 東京都 江東区
23 1:17:17 15069 大柴　久子 ｵｵｼﾊﾞ ﾋｻｺ 東京都 葛飾区
24 1:18:03 15023 橘川　仁美 ｷﾂｶﾜ ﾋﾄﾐ 神奈川県 二宮町
25 1:18:13 15072 細川　和歌子 ﾎｿｶﾜ ﾜｶｺ 東京都 足立区
26 1:18:30 10057 西澤　知子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
27 1:19:15 10086 宮島　日奈子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 神奈川県 藤沢市
28 1:19:25 10072 新田　香織 ﾆｯﾀ ｶｵﾘ 神奈川県 藤沢市
29 1:19:27 15112 中野　由美子 ﾅｶﾉ ﾕﾐｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
30 1:20:13 10045 文珠　史織 ﾓﾝｼﾞｭ ｼｵﾘ 神奈川県 藤沢市
31 1:20:27 10439 大槻　洋子 ｵｵﾂｷ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
32 1:20:46 15308 松香　美紀 ﾏﾂｶ ﾐｷ 神奈川県 横浜市
33 1:20:47 15058 本田　直美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 東京都 世田谷区
34 1:22:10 15477 井上　直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ 神奈川県 鎌倉市
35 1:22:14 15126 安島　陽子 ｱｼﾞﾏ ﾖｳｺ 東京都 大田区
36 1:22:19 15115 相子　真利 ｱｲｺ ﾏﾘ 神奈川県 横浜市
37 1:22:21 15101 丸山　多香子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｺ 神奈川県 平塚市
38 1:22:35 15091 林　恵美子 ﾊﾔｼ ｴﾐｺ 東京都 豊島区
39 1:22:55 15393 鈴木　亜希子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 神奈川県 鎌倉市
40 1:23:00 15171 中川　香穂 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾎ 東京都 板橋区
41 1:23:02 10022 服部　麻友巳 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
42 1:23:02 15511 大籮　千春 ﾀｲﾗ ﾁﾊﾙ 神奈川県 横浜市
43 1:23:04 15227 山口　佳子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｺ 埼玉県 さいたま市
44 1:23:22 15059 杉原　紀子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
45 1:23:27 10052 西　千保美 ﾆｼ ﾁﾎﾐ 神奈川県 藤沢市
46 1:23:29 15086 島津　昌代 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾖ 神奈川県 大磯町
47 1:23:35 10004 山本　和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 藤沢市
48 1:24:08 16153 加藤　多美枝 ｶﾄｳ ﾀﾐｴ ＴＫラン 東京都 世田谷区
49 1:24:14 15231 國武　知子 ｸﾆﾀｹ ﾄﾓｺ 神奈川県 横浜市
50 1:24:17 15343 森田　美砂子 ﾓﾘﾀ ﾐｻｺ 東京都 調布市
51 1:24:17 15346 三根　知子 ﾐﾈ ﾄﾓｺ 東京都 国立市
52 1:24:53 10089 中澤　松江 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾂｴ 神奈川県 藤沢市
53 1:24:56 15328 田中　知子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 神奈川県 相模原市
54 1:25:11 15139 中澤　留美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾐ 神奈川県 横浜市
55 1:25:22 15117 荒井　千絵 ｱﾗｲ ﾁｴ 東京都 杉並区
56 1:25:35 15491 川嶋　礼子 ｶﾜｼﾏ ﾚｲｺ 神奈川県 鎌倉市
57 1:25:56 16143 加茂　睦子 ｶﾓ ﾑﾂｺ ＴＥＡＭ２８ 神奈川県 横浜市
58 1:25:58 15420 奥谷　貴栄 ｵｸﾀﾆ ﾀｶｴ 神奈川県 横浜市
59 1:26:10 15382 門倉　千佳 ｶﾄﾞｸﾗ ﾁｶ 東京都 西東京市
60 1:26:21 10009 植木　朗子 ｳｴｷ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市



61 1:26:29 16195 三牧　奈保美 ﾐﾏｷ ﾅｵﾐ 鎌倉ＦＲＣ 神奈川県 鎌倉市
62 1:26:38 10085 吉田　智子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
63 1:26:39 15329 勝俣　恵里加 ｶﾂﾏﾀ ｴﾘｶ 神奈川県 小田原市
64 1:26:41 15048 西島　美子 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼｺ 神奈川県 小田原市
65 1:26:42 15073 五十嵐　洋子 ｲｶﾗｼ ﾖｳｺ 東京都 町田市
66 1:27:07 16227 秀山　幸子 ﾋﾃﾞﾔﾏ ｻﾁｺ 神奈川県 鎌倉市
67 1:27:20 15445 広瀬　真弓 ﾋﾛｾ ﾏﾕﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
68 1:27:21 15249 栗原　雅子 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｺ 神奈川県 横浜市
69 1:27:34 16158 深澤　友規子 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｷｺ 湘南ランクラブ 神奈川県 茅ヶ崎市
70 1:27:40 15257 松山　晃代 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾖ 神奈川県 相模原市
71 1:27:41 15155 川田　恵美子 ｶﾜﾀﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 横浜市
72 1:27:41 16200 ばねっと　恭子 ﾊﾞﾈｯﾄ ｷｮｳｺ にゃんこ 神奈川県 川崎市
73 1:27:44 15015 松山　礼美 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾐ 湘南ラン遊会 神奈川県 茅ヶ崎市
74 1:28:03 15345 福野　深雪 ﾌｸﾉ ﾐﾕｷ Ａ５０Ｗ 茨城県 神栖市
75 1:28:16 15461 安西　典子 ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
76 1:28:45 15336 和久山　亮子 ﾜｸﾔﾏ ﾘｮｳｺ 東京都 大田区
77 1:28:50 15204 藁谷　里砂 ﾜﾗｶﾞｲ ﾘｻ 神奈川県 相模原市
78 1:28:50 15277 北濱　淳子 ｷﾀﾊﾏ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 鎌倉市
79 1:28:54 15513 泉　亜紀子 ｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 東京都 世田谷区
80 1:28:55 10056 田村　智子 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
81 1:29:10 15050 大内　晃子 ｵｵｳﾁ ｱｷｺ 神奈川県 大和市
82 1:29:20 15457 遠藤　さおり ｴﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ 神奈川県 横浜市
83 1:29:24 15837 中津川　あゆ子 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｱﾕｺ 富士フイルム 神奈川県 南足柄市
84 1:29:28 16191 長沼　みどり ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 八街市
85 1:29:30 15150 佐藤　知子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
86 1:29:36 10006 峰田　満希子 ﾐﾈﾀ ﾏｷｺ アズビル 神奈川県 藤沢市
87 1:29:41 15718 岡田　敏美 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾐ 神奈川県 横浜市
88 1:29:47 15443 北川　洋子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ ランジョグ 青森県 青森市
89 1:29:51 15352 高橋　祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
90 1:29:51 15082 桐尾　なつみ ｷﾘｵ ﾅﾂﾐ 神奈川県 横浜市
91 1:30:26 16202 小名　幸子 ｵﾅ ｻﾁｺ 神奈川県 鎌倉市
92 1:30:36 15160 奥山　こずえ ｵｸﾔﾏ ｺｽﾞｴ Ｈａｒｒｉｅｒ 神奈川県 横浜市
93 1:30:59 16209 小山内　順子 ｵｻﾅｲ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市
94 1:31:08 15092 半田　智美 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐ 神奈川県 横浜市
95 1:31:09 15929 成田　理佳 ﾅﾘﾀ ﾘｶ 京都府 京都市
96 1:31:16 15433 石井　かおる ｲｼｲ ｶｵﾙ 神奈川県 鎌倉市
97 1:31:18 15459 阿部　恵 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 世田谷区
98 1:31:21 10012 丸山　千津 ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾂﾞ 日清オイリオ 神奈川県 藤沢市
99 1:31:22 15648 戸田　理恵子 ﾄﾀﾞ ﾘｴｺ 神奈川県 横浜市

100 1:31:23 15419 廣崎　英子 ﾋﾛｻｷ ｴｲｺ 神奈川県 横浜市
101 1:31:23 15425 北田　純子 ｷﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 相模原市
102 1:31:38 15140 大木　明美 ｵｵｷ ｱｹﾐ らいおんＲＣ 神奈川県 横浜市
103 1:31:53 15159 礒崎　祐子 ｲｿｻﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
104 1:32:02 15556 森　優子 ﾓﾘ ﾕｳｺ 神奈川県 逗子市
105 1:32:06 15693 今村　美雪 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 東京都 町田市
106 1:32:18 10059 後藤　麻紀 ｺﾞﾄｳ ﾏｷ ウルトラ 神奈川県 藤沢市
107 1:32:32 10018 杉山　志信 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ ウィンドロペ 神奈川県 藤沢市
108 1:32:39 15482 原田　小百合 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ 神奈川県 横浜市
109 1:32:39 10063 片岡　真弓 ｶﾀｵｶ ﾏﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
110 1:32:46 15640 伊藤　恵 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 大和市
111 1:32:46 15376 椿　ちあき ﾂﾊﾞｷ ﾁｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
112 1:33:01 15498 森村　敦子 ﾓﾘﾑﾗ ｱﾂｺ 東京都 新宿区
113 1:33:08 15460 新川　恵子 ﾆｯｶﾜ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
114 1:33:08 15206 木村　愛子 ｷﾑﾗ ｱｲｺ 東京都 目黒区
115 1:33:08 16241 瀬岡　和可子 ｾｵｶ ﾜｶｺ 神奈川県 鎌倉市
116 1:33:08 15021 大山　慶子 ｵｵﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 町田市
117 1:33:10 15070 矢後　佳保子 ﾔｺﾞ ｶﾎｺ チーム走人 神奈川県 鎌倉市
118 1:33:12 10125 神谷　優子 ｶﾐﾀﾆ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
119 1:33:13 15679 長縄　美穂 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾐﾎ 神奈川県 横浜市
120 1:33:13 15863 金岡　由佳 ｶﾅｵｶ ﾕｶ 神奈川県 鎌倉市
121 1:33:14 15707 久川　理恵子 ﾋｻｶﾜ ﾘｴｺ 神奈川県 横浜市



122 1:33:16 15031 於保　恭子 ｵﾎ ｷｮｳｺ 味スタＲＣ 東京都 調布市
123 1:33:16 15118 松永　孝子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｺ 栃木県 佐野市
124 1:33:18 15202 村上　香織 ﾑﾗｶﾐ ｶｵﾘ 神奈川県 川崎市
125 1:33:32 10148 高橋　智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
126 1:33:33 10250 安永　由貴 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
127 1:33:38 15489 内藤　裕子 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｺ 神奈川県 横須賀市
128 1:33:41 15468 武田　祐子 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ トゥマホーク 東京都 府中市
129 1:33:44 15519 生駒　アヤ子 ｲｺﾏ ｱﾔｺ 神奈川県 横浜市
130 1:33:51 15347 齊藤　江美 ｻｲﾄｳ ｴﾐ 神奈川県 横浜市
131 1:33:54 16355 石原　知美 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 杉並区
132 1:33:55 15156 井上　喜美枝 ｲﾉｳｴ ｷﾐｴ 神奈川県 綾瀬市
133 1:33:57 15649 鈴木　真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ Ｔ２６ラン部 神奈川県 横浜市
134 1:33:57 15595 福本　享子 ﾌｸﾓﾄ ｷｮｳｺ 神奈川県 横浜市
135 1:34:00 15542 大町　よし江 ｵｵﾏﾁ ﾖｼｴ 神奈川県 横浜市
136 1:34:09 15722 延藤　祥子 ﾉﾌﾞﾄｳ ｻﾁｺ 神奈川県 川崎市
137 1:34:10 15541 木田　和枝 ｷﾀﾞ ｶﾂﾞｴ 神奈川県 横浜市
138 1:34:20 16267 小林　朝佳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻｶ 神奈川県 川崎市
139 1:34:27 15868 秋元　かほる ｱｷﾓﾄ ｶｵﾙ 神奈川県 横浜市
140 1:34:32 15729 白木　紀子 ｼﾗｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
141 1:34:43 15372 松崎　喜代子 ﾏﾂｻﾞｷ ｷﾖｺ 神奈川県 横浜市
142 1:34:47 15205 小高　美紀 ｺﾀﾞｶ ﾐｷ 神奈川県 横浜市
143 1:34:48 16219 小林　美紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ マックス 東京都 練馬区
144 1:34:48 15622 椎名　尚江 ｼｲﾅ ﾅｵｴ オンダーズ 東京都 町田市
145 1:34:51 10184 森　雅子 ﾓﾘ ﾏｻｺ 神奈川県 藤沢市
146 1:35:02 15158 小野寺　律恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｴ テンテン 神奈川県 綾瀬市
147 1:35:06 15188 茶谷　貴子 ﾁｬﾀﾆ ﾀｶｺ 鎌皇走会 東京都 世田谷区
148 1:35:15 10170 新宅　真由美 ｼﾝﾀｸ ﾏﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
149 1:35:21 10064 井出　亜紀子 ｲﾃﾞ ｱｷｺ チーム可燃 神奈川県 藤沢市
150 1:35:22 15819 野中　真理 ﾉﾅｶ ﾏﾘ 神奈川県 川崎市
151 1:35:26 10167 川野　陽美 ｶﾜﾉ ｷﾖﾐ 神奈川県 藤沢市
152 1:35:27 16186 田中　夕子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ Ｙ／Ｔ 東京都 足立区
153 1:35:29 15402 森田　里奈子 ﾓﾘﾀ ﾘﾅｺ 神奈川県 横浜市
154 1:35:36 15720 北澤　弘美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 長野県 宮田村
155 1:35:41 15502 伊藤　和枝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ 神奈川県 横浜市
156 1:35:44 15168 鎌田　公子 ｶﾏﾀﾞ ｷﾐｺ ハウスモリー 神奈川県 横須賀市
157 1:35:47 16192 内山　英子 ｳﾁﾔﾏ ｴｲｺ 千葉県 東金市
158 1:35:49 15836 清水　智香子 ｼﾐｽﾞ ﾁｶｺ 神奈川県 大和市
159 1:35:58 15165 飯田　延衣 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞｴ 神奈川県 横浜市
160 1:36:11 15639 濱野　かおり ﾊﾏﾉ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市
161 1:36:15 10255 岡　くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 神奈川県 藤沢市
162 1:36:15 15835 鷲見　華 ｽﾐ ﾊﾅ 無所属 神奈川県 横浜市
163 1:36:23 15517 山田　頼子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
164 1:36:29 10083 後藤　良子 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
165 1:36:29 16243 佐藤　美奈子 ｻﾄｳ ﾐﾅｺ 東京都 江戸川区
166 1:36:31 15444 後藤　佳子 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｺ 神奈川県 横浜市
167 1:36:37 15434 福田　香 ﾌｸﾀﾞ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市
168 1:36:41 15218 秋葉　小夜子 ｱｷﾊﾞ ｻﾖｺ 神奈川県 座間市
169 1:36:42 16171 石垣　久子 ｲｼｶﾞｷ ﾋｻｺ 埼玉県 さいたま市
170 1:36:50 15237 木村　ひろみ ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 神奈川県 中井町
171 1:37:03 15681 嶋田　真紀子 ｼﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 神奈川県 大和市
172 1:37:04 15293 宮野　麻里子 ﾐﾔﾉ ﾏﾘｺ 神奈川県 相模原市
173 1:37:05 15098 古舘　美智子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾐﾁｺ ふれんどハウス 神奈川県 海老名市
174 1:37:06 15869 秋本　妙子 ｱｷﾓﾄ ﾀｴｺ Ａ５０Ｗ 千葉県 我孫子市
175 1:37:07 16088 大友　瑞穂 ｵｵﾄﾓ ﾐｽﾞﾎ ＹＫＫＡＰ 神奈川県 平塚市
176 1:37:14 15518 城田　知子 ｼﾛﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 相模原市
177 1:37:15 15695 近藤　由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 神奈川県 川崎市
178 1:37:26 10168 林　晃代 ﾊﾔｼ ｱｷﾖ 神奈川県 藤沢市
179 1:37:26 16172 石垣　祐子 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
180 1:37:26 15984 名倉　富代 ﾅｸﾞﾗ ﾄﾐﾖ 神奈川県 茅ヶ崎市
181 1:37:35 15894 土田　典子 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川トヨタ 神奈川県 鎌倉市
182 1:37:42 15777 横山　紀子 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｺ 東京都 目黒区



183 1:37:46 15412 浅見　美香 ｱｻﾐ ﾐｶ 東京都 練馬区
184 1:37:51 15363 國信　朋子 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾄﾓｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
185 1:38:00 15356 依田　直美 ﾖﾀﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 大和市
186 1:38:01 10014 山本　智子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 花伝亭 神奈川県 藤沢市
187 1:38:06 16261 岸野　由紀恵 ｷｼﾉ ﾕｷｴ 神奈川県 横浜市
188 1:38:14 15664 灘波　由子 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｷｺ チームかくや 神奈川県 平塚市
189 1:38:15 15456 宮崎　三恵子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｴｺ 神奈川県 横浜市
190 1:38:15 15455 本多　伴絵 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｴ 神奈川県 横浜市
191 1:38:25 10226 関野　知美 ｾｷﾉ ﾄﾓﾐ 神奈川県 藤沢市
192 1:38:28 16307 雨宮　美千代 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾁﾖ 東京都 西東京市
193 1:38:34 15446 毛利　仁子 ﾓｳﾘ ｻﾄｺ ホノルル会 東京都 八王子市
194 1:38:36 15233 佐藤　美絵 ｻﾄｳ ﾐｴ ブーメラン 神奈川県 茅ヶ崎市
195 1:38:36 15942 高橋　恵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 神奈川県 平塚市
196 1:38:37 15665 宮本　寿津子 ﾐﾔﾓﾄ ｽﾂﾞｺ 神奈川県 横浜市
197 1:38:45 15916 藤田　はな子 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
198 1:38:46 15197 池田　信子 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 滋賀県 大津市
199 1:38:51 10069 笠原　有里子 ｶｻﾊﾗ ﾕﾘｺ ＮＡＨＡ友の会 神奈川県 藤沢市
200 1:39:01 16350 山梨　美穂子 ﾔﾏﾅｼ ﾐﾎｺ 神奈川県 川崎市
201 1:39:06 15766 寺脇　知美 ﾃﾗﾜｷ ﾄﾓﾐ 千葉県 市川市
202 1:39:07 16230 西　寧子 ﾆｼ ﾔｽｺ 神奈川県 川崎市
203 1:39:21 15454 石渡　潮路 ｲｼﾜﾀﾘ ｼｵｼﾞ ケンケン 神奈川県 横浜市
204 1:39:27 15351 鈴木　ひなの ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾉ 神奈川県 横浜市
205 1:39:29 10270 丸山　麻由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ まる～ず 神奈川県 藤沢市
206 1:39:30 15480 岡村　千代子 ｵｶﾑﾗ ﾁﾖｺ 神奈川県 横浜市
207 1:39:33 15421 長谷部　江身子 ﾊｾﾍﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 横浜市
208 1:39:38 15715 生川　広美 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾐ まきまきクラブ 神奈川県 茅ヶ崎市
209 1:39:39 10421 勝又　美紀 ｶﾂﾏﾀ ﾐｷ 神奈川県 藤沢市
210 1:39:42 10189 茅森　実子 ｶﾔﾓﾘ ｼﾞﾂｺ 神奈川県 藤沢市
211 1:39:46 15470 山本　真澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 神奈川県 横浜市
212 1:39:48 10450 端山　さゆり ﾊﾔﾏ ｻﾕﾘ 神奈川県 藤沢市
213 1:39:51 10361 松浦　美恵 ﾏﾂｳﾗ ﾐｴ 神奈川県 藤沢市
214 1:39:53 15010 西の園　敦子 ﾆｼﾉｿﾉ ｱﾂｺ 神奈川県 横浜市
215 1:39:55 10166 妹尾　道代 ｾﾉｵ ﾐﾁﾖ 神奈川県 藤沢市
216 1:39:56 15380 有附　玲子 ｱﾘﾂｸ ﾚｲｺ らめーる 神奈川県 茅ヶ崎市
217 1:40:03 10455 伊藤　郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ なし 神奈川県 藤沢市
218 1:40:03 10177 谷川　由紀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
219 1:40:08 15590 河西　智美 ｶﾜﾆｼ ｻﾄﾐ 京都府 京都市
220 1:40:24 15463 江口　佑子 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 世田谷区
221 1:40:27 16207 森田　悦子 ﾓﾘﾀ ｴﾂｺ 神奈川県 横浜市
222 1:40:28 10204 佐々木　美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ みらぞう 神奈川県 藤沢市
223 1:40:43 15146 荘田　裕子 ｿｳﾀﾞ ﾋﾛｺ ナイトラン 神奈川県 横浜市
224 1:40:46 15860 長谷　美和 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾐﾜ ルビコン 神奈川県 鎌倉市
225 1:40:47 10234 西村　麻理 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾘ 神奈川県 藤沢市
226 1:40:50 10254 原田　由美子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 藤沢市
227 1:40:50 16214 山崎　直美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 神奈川県 横須賀市
228 1:40:52 15659 稲垣　京子 ｲﾅｶﾞｷ ｷｮｳｺ 東京都 世田谷区
229 1:41:07 10295 木下　千賀美 ｷﾉｼﾀ ﾁｶﾐ 神奈川県 藤沢市
230 1:41:19 15559 野口　晴美 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ 神奈川県 川崎市
231 1:41:23 15674 野瀬　真由美 ﾉｾ ﾏﾕﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
232 1:41:24 15705 肥後　育美 ﾋｺﾞ ｲｸﾐ 神奈川県 大和市
233 1:41:27 15270 神山　有美子 ｶﾐﾔﾏ ﾕﾐｺ 神奈川県 小田原市
234 1:41:29 15252 藤井　敦子 ﾌｼﾞｲ ｱﾂｺ 損保ジャパン 神奈川県 横浜市
235 1:41:30 10332 奥田　美佳 ｵｸﾀﾞ ﾐｶ 神奈川県 藤沢市
236 1:41:36 16161 坂口　美奈子 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾅｺ 神奈川県 川崎市
237 1:41:39 15475 的場　恭子 ﾏﾄﾊﾞ ｷｮｳｺ 城東体協ＲＣ 栃木県 宇都宮市
238 1:41:42 15005 小林　志乃 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉ ケ・セラ・セラ 神奈川県 横浜市
239 1:41:50 16294 大西　博美 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾐ 神奈川県 伊勢原市
240 1:42:04 15625 廣川　美恵子 ﾋﾛｶﾜ ﾐｴｺ 神奈川県 横浜市
241 1:42:07 10138 松林　純子 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 藤沢市
242 1:42:08 15719 木村　美香 ｷﾑﾗ ﾐｶ おやじーズ 神奈川県 横浜市
243 1:42:10 10080 松野　優子 ﾏﾂﾉ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市



244 1:42:12 15627 中村　晴美 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾐ 神奈川県 綾瀬市
245 1:42:18 15447 森　佐奈江 ﾓﾘ ｻﾅｴ 神奈川県 横浜市
246 1:42:20 10292 石田　道子 ｲｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 藤沢市
247 1:42:21 16239 鈴木　香織 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 東京都 中央区
248 1:42:21 10333 今井　代里子 ｲﾏｲ ﾖﾘｺ 神奈川県 藤沢市
249 1:42:24 15554 鳥澤　祐子 ﾄﾘｻﾜ ﾕｳｺ 神奈川県 相模原市
250 1:42:27 16228 高沢　久美子 ﾀｶｻﾜ ｸﾐｺ 神奈川県 川崎市
251 1:42:37 15265 石橋　晶子 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷｺ ちーむわかみや 神奈川県 鎌倉市
252 1:42:40 15185 薬師神　美穂子 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾐﾎｺ Ｔ２６ 神奈川県 川崎市
253 1:42:48 15724 千吉良　純子 ﾁｷﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市
254 1:42:51 10165 小林　洋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 西高セブン 神奈川県 藤沢市
255 1:42:52 15094 馬場　文子 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔｺ 千葉県 習志野市
256 1:42:52 15334 日暮　摩理 ﾋｸﾞﾚ ﾏﾘ 神奈川県 川崎市
257 1:42:52 15333 齋藤　麻由実 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ サムズ・アップ 東京都 葛飾区
258 1:42:52 15821 吉田　あずさ ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 東京都 豊島区
259 1:43:01 15534 古宅　恵子 ﾌﾙﾀｸ ｹｲｺ 東京都 世田谷区
260 1:43:09 16313 森　居子 ﾓﾘ ｷﾖｺ 神奈川県 横浜市
261 1:43:10 10260 冨樫　裕子 ﾄｶﾞｼ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
262 1:43:10 15167 福島　陽子 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｺ 東京都 板橋区
263 1:43:16 15093 児玉　小百合 ｺﾀﾞﾏ ｻﾕﾘ 神奈川県 大和市
264 1:43:17 10153 山澤　真紀子 ﾔﾏｻﾜ ﾏｷｺ 神奈川県 藤沢市
265 1:43:27 15853 田部　真佐子 ﾀﾍﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 川崎市
266 1:43:29 15301 望月　尚美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵﾐ 神奈川県 大和市
267 1:43:32 16163 遊作　祥子 ﾕｳｻｸ ｼｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
268 1:43:38 15530 山口　曜子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 神奈川県 鎌倉市
269 1:43:39 15261 太中　直子 ﾌﾄﾅｶ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市
270 1:43:42 15452 上野　治子 ｳｴﾉ ﾊﾙｺ 東京都 荒川区
271 1:43:51 10151 山田　真木 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 神奈川県 藤沢市
272 1:43:56 15467 片桐　慶子 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
273 1:43:56 10172 吉田　久美子 ﾖｼﾀﾞ ｸﾐｺ 神奈川県 藤沢市
274 1:43:58 15567 岩崎　香菜 ｲﾜｻｷ ｶﾅ 神奈川県 葉山町
275 1:44:07 16268 高橋　喜代香 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｶ 神奈川県 横浜市
276 1:44:07 16256 渡辺　千左子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻｺ ランデポ 神奈川県 川崎市
277 1:44:10 10088 渋谷　典子 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｺ 神奈川県 藤沢市
278 1:44:11 16237 鈴木　玲子 ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ 東京都 渋谷区
279 1:44:12 15572 後藤　美智子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 神奈川県 寒川町
280 1:44:14 15007 岡田　博美 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 横浜市
281 1:44:15 16177 梅原　良子 ｳﾒﾊﾗ ﾘｮｳｺ 東京都 墨田区
282 1:44:15 10273 冨田　由美 ﾄﾐﾀ ﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
283 1:44:20 10067 鶴巻　浩子 ﾂﾙﾏｷ ﾋﾛｺ 鶴巻商店 神奈川県 藤沢市
284 1:44:31 10114 田中　昭子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
285 1:44:46 15550 雨宮　友子 ｱﾏﾐﾔ ﾄﾓｺ 神奈川県 横須賀市
286 1:44:49 15299 船橋　かほり ﾌﾅﾊﾞｼ ｶﾎﾘ 茨城県 古河市
287 1:44:49 15581 長谷川　玲子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲｺ 神奈川県 横浜市
288 1:44:50 10121 森　緑 ﾓﾘ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 藤沢市
289 1:44:57 15671 成瀬　陽子 ﾅﾙｾ ﾖｳｺ 宮城県 栗原市
290 1:44:57 16017 青木　尚子 ｱｵｷ ﾋｻｺ 神奈川県 横浜市
291 1:44:58 10212 澤野　美奈子 ｻﾜﾉ ﾐﾅｺ チャリ通辛口 神奈川県 藤沢市
292 1:45:03 10146 板鼻　真紀 ｲﾀﾊﾅ ﾏｷ 神奈川県 藤沢市
293 1:45:05 15286 川原　祐三子 ｶﾜﾊﾗ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市
294 1:45:06 15266 本間　佳子 ﾎﾝﾏ ﾖｼｺ 神奈川県 鎌倉市
295 1:45:21 15546 三浦　直子 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 神奈川県 川崎市
296 1:45:23 15527 大久保　友美子 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾐｺ 東京都 世田谷区
297 1:45:25 16236 臼井　千浪 ｳｽｲ ﾁﾅﾐ 神奈川県 海老名市
298 1:45:30 15873 篠田　深才 ｼﾉﾀﾞ ﾐｻｲ Ｔ２６ラン部 神奈川県 川崎市
299 1:45:31 10107 古屋　真佐子 ﾌﾙﾔ ﾏｻｺ ら・め～る 神奈川県 藤沢市
300 1:45:31 16040 山澤　純子 ﾔﾏｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
301 1:45:40 15574 横山　真紀 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷ 千葉県 松戸市
302 1:45:44 16233 佐山　由美子 ｻﾔﾏ ﾕﾐｺ ホノマラＲＣ 栃木県 栃木市
303 1:45:45 15388 佐藤　由美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市
304 1:45:53 10150 川合　洋子 ｶﾜｲ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市



305 1:46:01 15578 横田　尚子 ﾖｺﾀ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市
306 1:46:02 10347 梅本　良子 ｳﾒﾓﾄ ﾘｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
307 1:46:04 15755 中野　知子 ﾅｶﾉ ﾄﾓｺ 神奈川県 川崎市
308 1:46:08 16311 新倉　寛子 ﾆｲｸﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市
309 1:46:09 15215 曽根　聡子 ｿﾈ ｻﾄｺ 東京都 大田区
310 1:46:12 15523 三根　由紀子 ﾐﾈ ﾕｷｺ 神奈川県 逗子市
311 1:46:15 16262 菅野　麻貴 ｶﾝﾉ ﾏｷ 千葉県 浦安市
312 1:46:20 15611 藤田　晴美 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾐ 神奈川県 横浜市
313 1:46:20 15935 川上　美穂子 ｶﾜｶﾐ ﾐﾎｺ 神奈川県 横須賀市
314 1:46:22 15068 村田　優子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ ＴＯＫＫＩＩ 茨城県 古河市
315 1:46:25 15967 栗原　寿理 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾘ 栃木県 佐野市
316 1:46:30 16247 遠山　久恵 ﾄｵﾔﾏ ﾋｻｴ 神奈川県 横浜市
317 1:46:49 10210 小林　満美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐｺ しろがね 神奈川県 藤沢市
318 1:46:50 15095 井上　千春 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
319 1:46:52 16002 伊藤　恵美子 ｲﾄｳ ｴﾐｺ 神奈川県 伊勢原市
320 1:46:56 10157 石澤　亜紀野 ｲｼｻﾞﾜ ｱｷﾉ 神奈川県 藤沢市
321 1:46:58 16086 田中　扶佐恵 ﾀﾅｶ ﾌｻｴ ポレポレ 東京都 墨田区
322 1:47:00 15108 大島　由美子 ｵｵｼﾏ ﾕﾐｺ 東京都 豊島区
323 1:47:04 16320 矢代　英理子 ﾔｼﾛ ｴﾘｺ 東京都 東村山市
324 1:47:05 15538 中田　玲子 ﾅｶﾀﾞ ﾚｲｺ 東京都 世田谷区
325 1:47:12 16300 御後　奏子 ｺﾞｺﾞ ｶﾅｺ 神奈川県 横浜市
326 1:47:37 15228 中村　明子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 東京都 多摩市
327 1:47:49 10458 佐藤　朱美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 神奈川県 藤沢市
328 1:47:51 15616 甲斐　陽子 ｶｲ ﾖｳｺ 神奈川県 川崎市
329 1:47:51 15834 辛川　有紀 ｶﾗｶﾜ ﾕｷ 神奈川県 横浜市
330 1:47:55 15400 丸茂　清美 ﾏﾙﾓ ｷﾖﾐ 神奈川県 横浜市
331 1:48:05 15551 傳法谷　綾子 ﾃﾞﾝﾎﾟｳﾔ ｱﾔｺ 埼玉県 さいたま市
332 1:48:10 15647 小堀　美加 ｺﾎﾞﾘ ﾐｶ ｍｅｗｔｏｎｅ 神奈川県 大磯町
333 1:48:13 10329 浜　美幸 ﾊﾏ ﾐﾕｷ 神奈川県 藤沢市
334 1:48:13 10473 関　裕美子 ｾｷ ﾕﾐｺ 神奈川県 藤沢市
335 1:48:15 15826 工藤　貴子 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 東京都 江東区
336 1:48:17 16039 三浦　美樹子 ﾐｳﾗ ﾐｷｺ 東京都 大田区
337 1:48:21 10320 植田　裕子 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺ グリーン 神奈川県 藤沢市
338 1:48:21 15377 川辺　由香里 ｶﾜﾍﾞ ﾕｶﾘ 神奈川県 川崎市
339 1:48:29 15944 岩田　弘江 ｲﾜﾀ ﾋﾛｴ 神奈川県 横浜市
340 1:48:35 10096 佐藤　宣子 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 藤沢市
341 1:48:35 10327 大野　陽子 ｵｵﾉ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
342 1:48:37 15713 清水　真弓 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 横須賀市
343 1:48:47 15599 横井　亜希子 ﾖｺｲ ｱｷｺ 神奈川県 横浜市
344 1:48:49 15956 豊田　昭江 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷｴ 東京都 世田谷区
345 1:48:50 16108 笹嶋　順子 ｻｻｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 大田区
346 1:48:55 15312 加藤　幸恵 ｶﾄｰ ﾕｷｴ 神奈川県 座間市
347 1:48:59 16057 荒川　美幸 ｱﾗｶﾜ ﾐﾕｷ 神奈川県 大和市
348 1:49:03 15889 町野　利恵 ﾏﾁﾉ ﾘｴ 神奈川県 横浜市
349 1:49:05 10152 藤島　恵子 ﾌｼﾞｼﾏ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
350 1:49:15 15395 西脇　あす香 ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 神奈川県 横浜市
351 1:49:15 15192 冨坂　美智子 ﾄﾐｻｶ ﾐﾁｺ 神奈川県 三浦市
352 1:49:18 15525 青木　麻由美 ｱｵｷ ﾏﾕﾐ 台風倶楽部 神奈川県 茅ヶ崎市
353 1:49:31 15686 森　朱美 ﾓﾘ ｱｹﾐ 神奈川県 鎌倉市
354 1:49:41 15285 村山　順子 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市
355 1:49:43 16240 下谷　有希 ｼﾓﾀﾆ ﾕｷ 神奈川県 小田原市
356 1:49:46 10411 本間　友子 ﾎﾝﾏ ﾄﾓｺ Ｔｅａｍキョロ 神奈川県 藤沢市
357 1:49:47 15918 高橋　野乃美 ﾀｶﾊｼ ﾉﾉﾐ 埼玉県 三郷市
358 1:49:49 15198 齋　香織 ｻｲ ｶｵﾘ 群馬県 玉村町
359 1:49:54 15464 齋藤　祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 鎌学西湘麗親愚 神奈川県 茅ヶ崎市
360 1:49:55 15383 贄田　恭子 ﾆｴﾀﾞ ｷｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
361 1:49:55 15384 会田　弥生 ｱｲﾀﾞ ﾔﾖｲ 神奈川県 茅ヶ崎市
362 1:49:55 15381 篠田　美惠子 ｼﾉﾀﾞ ﾐｴｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
363 1:50:03 15501 宮本　真湖 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｺ 乾走会 静岡県 浜松市
364 1:50:14 15739 高柳　由実子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 鎌倉市
365 1:50:17 16070 比嘉　祐美子 ﾋｶﾞ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市



366 1:50:18 10253 宮原　久美 ﾐﾔﾊﾗ ｸﾐ 神奈川県 藤沢市
367 1:50:19 15801 関谷　一恵 ｾｷﾔ ｶｽﾞｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
368 1:50:19 16042 山本　徳子 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ 埼玉県 さいたま市
369 1:50:29 15943 森橋　真由美 ﾓﾘﾊｼ ﾏﾕﾐ 神奈川県 横浜市
370 1:50:32 15927 貝瀬　美由紀 ｶｲｾ ﾐﾕｷ 埼玉県 川口市
371 1:50:33 10068 河上　光 ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾙ 神奈川県 藤沢市
372 1:50:35 10158 柿沼　京子 ｶｷﾇﾏ ｷｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
373 1:50:45 15820 大谷　典子 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｺ 神奈川県 逗子市
374 1:50:58 16283 相馬　友子 ｿｳﾏ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
375 1:51:03 15701 丹下　みつる ﾀﾝｹﾞ ﾐﾂﾙ 東京都 町田市
376 1:51:07 15723 石川　智子 ｲｼｶﾜ ｻﾄｺ 神奈川県 横浜市
377 1:51:09 15951 坂本　麗子 ｻｶﾓﾄ ﾚｲｺ 新宿ハイホー 神奈川県 横浜市
378 1:51:10 10452 梅島　麻木 ｳﾒｼﾞﾏ ﾏｷ 神奈川県 藤沢市
379 1:51:30 10201 上田　しおみ ｳｴﾀﾞ ｼｵﾐ 神奈川県 藤沢市
380 1:51:31 16299 田中　慎子 ﾀﾅｶ ｼﾝｺ 神奈川県 横浜市
381 1:51:37 15338 佐々木　博美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 神奈川県 川崎市
382 1:51:42 10316 田邊　陽子 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
383 1:51:43 16255 稲村　明子 ｲﾅﾑﾗ ｱｷｺ 埼玉県 神川町
384 1:51:52 16111 山下　喜美子 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 神奈川県 厚木市
385 1:51:57 15675 吉澤　久美子 ﾖｼｻﾞﾜ ｸﾐｺ 神奈川県 横浜市
386 1:51:57 15771 井上　郷子 ｲﾉｳｴ ｷｮｳｺ 神奈川県 横浜市
387 1:52:13 15394 渕上　洋子 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾖｳｺ 東京都 大田区
388 1:52:25 15669 岡本　直美 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾐ 群馬県 前橋市
389 1:52:30 16382 土屋　文子 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｺ 神奈川県 鎌倉市
390 1:52:30 10301 加藤　亜希子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
391 1:52:41 15792 田澤　恵実子 ﾀｻﾞﾜ ｴﾐｺ 東京都 中野区
392 1:52:51 16018 外薗　三千代 ﾎｶｿﾞﾉ ﾐﾁﾖ 神奈川県 鎌倉市
393 1:53:01 16007 久次　奈美 ﾋｻﾂｸﾞ ﾅﾐ 神奈川県 鎌倉市
394 1:53:01 15847 赤間　恭子 ｱｶﾏ ｷｮｳｺ 神奈川県 平塚市
395 1:53:07 15900 金成　由美子 ｶﾈﾅﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 相模原市
396 1:53:08 16061 橅木　眞理子 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 横浜市
397 1:53:09 15558 荒井　弘子 ｱﾗｲ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市
398 1:53:09 16100 玉井　美保子 ﾀﾏｲ ﾐﾎｺ 神奈川県 横浜市
399 1:53:12 15272 辻　早苗 ﾂｼﾞ ｻﾅｴ 大分県 由布市
400 1:53:12 15638 菊池　修子 ｷｸﾁ ｼｭｳｺ 東京都 品川区
401 1:53:20 15386 下平　ケリンダ ｼﾓﾋﾗ ｹﾘﾝﾀﾞ 神奈川県 大和市
402 1:53:24 15324 藤原　知美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 墨田区
403 1:53:25 10334 片桐　薫 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｵﾙ 神奈川県 藤沢市
404 1:53:38 15697 眞保　弘子 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市
405 1:53:44 15907 村崎　千佳子 ﾑﾗｻｷ ﾁｶｺ チームぶたさる 神奈川県 鎌倉市
406 1:53:46 10287 安倍　未穂子 ｱﾍﾞ ﾐﾎｺ 神奈川県 藤沢市
407 1:53:46 16352 伊藤　みどり ｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 横浜市
408 1:54:01 15895 樋地　優香 ﾋﾁ ﾕｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
409 1:54:04 16326 松井　千恵 ﾏﾂｲ ﾁｴ 神奈川県 川崎市
410 1:54:10 15564 山寺　久美 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｸﾐ 神奈川県 横浜市
411 1:54:16 16031 尾高　奈美 ｵﾀﾞｶ ﾅﾐ 神奈川県 小田原市
412 1:54:36 10213 福崎　静子 ﾌｸｻﾞｷ ｼｽﾞｺ 神奈川県 藤沢市
413 1:54:37 15099 金子　真紀 ｶﾈｺ ﾏｷ ふれんどハウス 神奈川県 横浜市
414 1:54:39 10243 伊豆原　かおり ｲｽﾞﾊﾗ ｶｵﾘ 神奈川県 藤沢市
415 1:54:50 16019 早田　希和子 ｿｳﾀﾞ ｷﾜｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
416 1:54:52 10283 山本　ひろみ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
417 1:54:54 16259 前田　喜久美 ﾏｴﾀﾞ ｷｸﾐ 千葉県 松戸市
418 1:55:12 16376 松井　圭子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
419 1:55:17 10264 篠澤　洋子 ｼﾉｻﾜ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
420 1:55:20 10328 片貝　夕起 ｶﾀｶﾞｲ ﾕｳｷ パタレ 神奈川県 藤沢市
421 1:55:23 15924 岡田　真由美 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 横浜市
422 1:55:26 15796 竹内　美和 ﾀｹｳﾁ ﾐﾜ 神奈川県 鎌倉市
423 1:55:27 10143 高橋　由紀 ﾀｶﾊｼ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
424 1:55:28 15654 一瀬　今日子 ｲﾁﾉｾ ｷｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
425 1:55:35 15365 髙澤　由香 ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｶ 神奈川県 横浜市
426 1:55:36 10444 藤本　ルナ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾙﾅ 神奈川県 藤沢市



427 1:55:37 15925 岡庭　直美 ｵｶﾆﾜ ﾅｵﾐ 神奈川県 相模原市
428 1:55:42 15504 清水　克子 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｺ 埼玉県 さいたま市
429 1:55:44 10351 昼田　敦子 ﾋﾙﾀ ｱﾂｺ 神奈川県 藤沢市
430 1:55:45 15990 土屋　まゆみ ﾂﾁﾔ ﾏﾕﾐ 神奈川県 横浜市
431 1:55:54 15297 熊坂　真由美 ｸﾏｻｶ ﾏﾕﾐ 神奈川県 相模原市
432 1:55:56 15904 大園　こう ｵｵｿﾞﾉ ｺｳ レインボスイム 神奈川県 横浜市
433 1:55:57 10081 得田　美智留 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾁﾙ 神奈川県 藤沢市
434 1:56:02 15950 武田　秀美 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
435 1:56:06 10171 蛭田　佳世子 ﾋﾙﾀ ｶﾖｺ 神奈川県 藤沢市
436 1:56:14 15359 重田　環 ｼｹﾞﾀ ﾀﾏｷ 藤沢走ろう会 静岡県 御殿場市
437 1:56:16 10084 八神　明子 ﾔｶﾞﾐ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
438 1:56:19 15399 坂巻　恵子 ｻｶﾏｷ ｹｲｺ 東京都 江戸川区
439 1:56:19 15973 一瀬　あおい ｲﾁﾉｾ ｱｵｲ 神奈川県 川崎市
440 1:56:37 15481 桐山　美佐子 ｷﾘﾔﾏ ﾐｻｺ チームＴＫＢ 東京都 北区
441 1:56:37 15545 井上　祥子 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 東京都 練馬区
442 1:56:38 16183 桜井　志賀子 ｻｸﾗｲ ｼｶﾞｺ フリー 神奈川県 茅ヶ崎市
443 1:56:42 10278 山下　志緒 ﾔﾏｼﾀ ｼｵ 神奈川県 藤沢市
444 1:56:46 15079 涌波　道子 ﾜｸﾅﾐ ﾐﾁｺ 神奈川県 大和市
445 1:56:50 10019 本間　幸子 ﾎﾝﾏ ｻﾁｺ 神奈川県 藤沢市
446 1:56:55 16138 高橋　房子 ﾀｶﾊｼ ﾌｻｺ 神奈川県 大和市
447 1:56:57 10245 田中　佳子 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 神奈川県 藤沢市
448 1:56:57 15808 長谷川　美佐 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻ 神奈川県 寒川町
449 1:56:57 10180 山口　文子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｺ 神奈川県 藤沢市
450 1:57:15 15680 山本　裕子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市
451 1:57:18 16103 神保　奈緒美 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 小田原市
452 1:57:21 10338 鈴木　直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 神奈川県 藤沢市
453 1:57:24 15731 神蔵　裕子 ｶﾐｸﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 川崎市
454 1:57:28 16170 浜崎　由美 ﾊﾏｻﾞｷ ﾕﾐ 大阪府 大阪市
455 1:57:31 15203 館越　美幸 ﾀﾃｺｼ ﾐﾕｷ 神奈川県 横浜市
456 1:57:37 16134 加藤　かおり ｶﾄｳ ｶｵﾘ 神奈川県 厚木市
457 1:57:39 15560 尾高　恵美 ｵﾀﾞｶ ﾒｸﾞﾐ 東京都 文京区
458 1:57:39 15958 楠岡　雅子 ｸｽｵｶ ﾏｻｺ 神奈川県 平塚市
459 1:57:45 10335 広瀬　仁美 ﾋﾛｾ ﾋﾄﾐ 神奈川県 鎌倉市
460 1:57:52 15783 鈴木　祐子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
461 1:57:52 15915 菅野　美穂 ｶﾝﾉ ﾐﾎ 横浜ＤＯＴＳ 神奈川県 横浜市
462 1:57:57 10102 有賀　美智子 ｱﾘｶﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 藤沢市
463 1:58:02 15865 林　千佳子 ﾊﾔｼ ﾁｶｺ 神奈川県 平塚市
464 1:58:14 16076 赤井　直子 ｱｶｲ ﾅｵｺ 神奈川県 川崎市
465 1:58:28 10140 原　弘子 ﾊﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 藤沢市
466 1:58:29 15752 石崎　知枝美 ｲｼｻﾞｷ ﾁｴﾐ 東京都 大田区
467 1:58:29 15852 岡部　吏美 ｵｶﾍﾞ ｻﾄﾐ 神奈川県 平塚市
468 1:58:44 16274 須貝　ますみ ｽｶﾞｲ ﾏｽﾐ 神奈川県 海老名市
469 1:59:00 15979 柏　綾子 ｶｼﾜ ｱﾔｺ 埼玉県 狭山市
470 1:59:08 10379 小川　ゆみ ｵｶﾞﾜ ﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
471 1:59:25 16364 萩原　真由美 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾕﾐ 群馬県 渋川市
472 1:59:29 15937 岸村　美穂子 ｷｼﾑﾗ ﾐﾎｺ プチモモ 神奈川県 横浜市
473 1:59:45 15761 日景　歩 ﾋｶｹﾞ ｱﾕﾐ 神奈川県 横浜市
474 1:59:50 15905 小口　ひろみ ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 府中市
475 1:59:53 16189 新山　恵美 ﾆｲﾔﾏ ｴﾐ 神奈川県 横浜市
476 2:00:01 10315 川口　友子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
477 2:00:11 10336 広瀬　友美 ﾋﾛｾ ﾕﾐ 神奈川県 鎌倉市
478 2:00:18 15134 渡会　史 ﾜﾀﾗｲ ﾌﾐ 神奈川県 横浜市
479 2:00:21 10106 勝俣　万美子 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾐｺ ５ランナーズ 神奈川県 藤沢市
480 2:00:34 15450 石津　恵子 ｲｼﾂ ｹｲｺ 東京都 港区
481 2:00:36 10281 田中　あゆみ ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
482 2:00:54 10144 菅野　麻子 ｶﾝﾉ ｱｻｺ 神奈川県 藤沢市
483 2:01:38 15974 梅澤　あゆみ ｳﾒｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 神奈川県 逗子市
484 2:01:49 16043 川端　理絵子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｴｺ 神奈川県 鎌倉市
485 2:01:50 15980 小崎　貴子 ｺｻﾞｷ ﾀｶｺ ＵＦＴ 神奈川県 鎌倉市
486 2:02:14 10475 若林　めぐみ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
487 2:02:15 16028 増澤　希巳枝 ﾏｽｻﾞﾜ ｷﾐｴ 神奈川県 横浜市



488 2:02:22 16130 石井　淑子 ｲｼｲ ﾖｼｺ 神奈川県 横浜市
489 2:02:27 10415 三好　浩子 ﾐﾖｼ ﾋﾛｺ 神奈川県 藤沢市
490 2:02:33 10169 内野　真弓 ｳﾁﾉ ﾏﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
491 2:02:41 10346 清水　直美 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 藤沢市
492 2:02:52 15893 森田　いずみ ﾓﾘﾀ ｲｽﾞﾐ 神奈川トヨタ 神奈川県 横浜市
493 2:03:51 10339 松本　真喜子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷｺ 神奈川県 藤沢市
494 2:04:51 16346 小島　千春 ｺｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 神奈川県 横浜市
495 2:04:52 10401 高木　千登世 ﾀｶｷﾞ ﾁﾄｾ 神奈川県 藤沢市
496 2:04:53 15928 伊東　ひとみ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ ランジョグ 神奈川県 横浜市
497 2:04:58 16074 竹内　順子 ﾀｹｳﾁ ﾖﾘｺ 神奈川県 鎌倉市
498 2:05:21 15509 樋口　庸子 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
499 2:05:52 15645 レイバット　恵 ﾚｲﾊﾞｯﾄ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 川崎市
500 2:06:00 16106 小川　美佳 ｵｶﾞﾜ ﾐｶ 神奈川県 平塚市
501 2:06:32 16104 笹原　知恵子 ｻｻﾊﾗ ﾁｴｺ 神奈川県 厚木市
502 2:06:34 16102 高橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 相模原市
503 2:06:36 16292 小松　さおり ｺﾏﾂ ｻｵﾘ 山梨県 甲斐市
504 2:06:45 15358 内山　知子 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｺ 東京都 練馬区
505 2:07:31 16373 高木　広美 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 横浜市
506 2:07:43 16094 コバン　恵子 ｺﾊﾞﾝ ｹｲｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
507 2:08:41 10352 麓　敦子 ﾌﾓﾄ ｱﾂｺ 神奈川県 藤沢市
508 2:09:17 15315 尾身　昌子 ｵﾐ ﾏｻｺ 神奈川県 横浜市
509 2:10:09 10478 有賀　千浪 ｱﾙｶﾞ ﾁﾅﾐ 神奈川県 藤沢市
510 2:10:15 16121 柳　奈々江 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾅｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
511 2:10:24 10108 木村　たか子 ｷﾑﾗ ﾀｶｺ 神奈川県 藤沢市
512 2:10:45 15641 陶山　陽子 ｽﾔﾏ ﾖｳｺ ハマラン 神奈川県 横浜市
513 2:10:56 16022 松本　志保 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 神奈川県 座間市
514 2:11:15 10392 塩井　麻衣子 ｼｵｲ ﾏｲｺ 神奈川県 藤沢市
515 2:11:29 15997 藤原　みはる ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾊﾙ 神奈川県 平塚市
516 2:11:32 10252 佐藤　一枝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｴ 神奈川県 藤沢市
517 2:11:52 16091 吉川　薫 ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ 東京都 世田谷区
518 2:13:04 10312 止部　恵 ﾄﾒﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
519 2:13:12 16128 谷口　芳子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｺ こども園 奈良県 生駒市
520 2:13:34 15992 濱崎　廣美 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾐ 神奈川県 鎌倉市
521 2:14:14 15969 高橋　和代 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 平塚市
522 2:19:45 16379 高橋　洋美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 大和証券 神奈川県 鎌倉市
523 2:19:51 16030 高橋　裕子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
524 2:19:55 10398 河合　陽子 ｶﾜｲ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
525 2:20:00 10406 深澤　かおり ﾌｶｻﾜ ｶｵﾘ 神奈川県 藤沢市


