
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 0:58:46 15002 好士　理恵子 ｺｳｼ ﾘｴｺ えもと塾 東京都 杉並区
2 1:03:58 15006 須藤　智美 ｽﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 厚木基地上曹会 神奈川県 海老名市
3 1:06:49 15041 中瀬　由香 ﾅｶｾ ﾕｶ 神奈川県 横浜市
4 1:08:42 15017 菅森　慶子 ｽｶﾞﾓﾘ ｹｲｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
5 1:12:00 15035 北村　美穂 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾎ 神奈川県 横浜市
6 1:12:30 10005 藤田　智子 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｺ エッサホイサ 神奈川県 藤沢市
7 1:13:31 15055 和田　佳代子 ﾜﾀﾞ ｶﾖｺ 神奈川県 平塚市
8 1:13:45 10010 岡田　しのぶ ｵｶﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
9 1:14:02 15061 紀平　真知子 ｷﾋﾗ ﾏﾁｺ 神奈川県 横浜市

10 1:14:13 15123 青木　妙子 ｱｵｷ ﾀｴｺ 境川ランナーズ 神奈川県 寒川町
11 1:14:23 15087 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 神奈川県 相模原市
12 1:14:32 10043 堰合　一愛 ｾｷｱｲ ｶﾂﾞｴ 神奈川県 藤沢市
13 1:14:34 15049 戸田　瑞恵 ﾄﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 東京都 世田谷区
14 1:15:34 16145 大橋　麗子 ｵｵﾊｼ ﾚｲｺ 神奈川県 川崎市
15 1:15:50 15036 増本　梢江 ﾏｽﾓﾄ ｺｽﾞｴ 東京都 港区
16 1:16:01 15062 羅久井　志穂 ﾗｸｲ ｼﾎ 藤原商会 神奈川県 大和市
17 1:16:03 10040 佐藤　由希子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 神奈川県 藤沢市
18 1:16:14 15409 近田　静香 ｺﾝﾀﾞ ｼｽﾞｶ 埼玉県 川口市
19 1:16:45 10049 古田　真子 ﾌﾙﾀ ｱﾂｺ 神奈川県 藤沢市
20 1:18:10 15064 三谷　麻美 ﾐﾀﾆ ｱｻﾐ 神奈川県 横浜市
21 1:18:38 15044 清水　陽子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 湘南ランクラブ 神奈川県 茅ヶ崎市
22 1:18:54 15039 村松　静香 ﾑﾗﾏﾂ ｼｽﾞｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
23 1:20:01 10024 堀田　明子 ﾎｯﾀ ｱｷｺ エッサホイサ 神奈川県 藤沢市
24 1:20:15 15423 山本　和奈子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 東京都 杉並区
25 1:20:26 15142 石川　久美子 ｲｼｶﾜ ｸﾐｺ ＳＬＤＲＣ 神奈川県 大和市
26 1:20:28 10051 池田　里恵 ｲｹﾀﾞ ﾘｴ 神奈川県 藤沢市
27 1:20:48 10070 中山　純子 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 藤沢市
28 1:21:31 15332 平野　貴美子 ﾋﾗﾉ ｷﾐｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
29 1:21:44 10027 臼井　敬子 ｳｽｲ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
30 1:21:56 15268 松浦　梨紗 ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 神奈川県 綾瀬市
31 1:22:08 15032 野中　さやか ﾉﾅｶ ｻﾔｶ 東京都 港区
32 1:22:11 15304 木村　靖子 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 神奈川県 横浜市
33 1:22:37 15104 山崎　潤子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 さいたま市
34 1:22:43 10030 印藤　奈美 ｲﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 神奈川県 藤沢市
35 1:22:54 15122 横山　彩 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔ 神奈川県 伊勢原市
36 1:22:59 15189 石川　真紀 ｲｼｶﾜ ﾏｷ 東京都 葛飾区
37 1:23:05 10438 稲毛　紗耶香 ｲﾅｹﾞ ｻﾔｶ カウンセラー 神奈川県 藤沢市
38 1:23:19 15053 師岡　優子 ﾓﾛｵｶ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
39 1:23:29 10020 富田　香菜子 ﾄﾐﾀﾞ ｶﾅｺ チームほろ酔い 神奈川県 藤沢市
40 1:23:54 15173 濱田　雅子 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｺ 神奈川県 鎌倉市
41 1:24:12 16181 朝倉　恭子 ｱｻｸﾗ ｷｮｳｺ 神奈川県 二宮町
42 1:24:20 10025 根本　はる菜 ﾈﾓﾄ ﾊﾙﾅ 宝製菓株式会社 神奈川県 藤沢市
43 1:24:33 10053 榮　美奈 ｻｶｴ ﾐﾅ 神奈川県 藤沢市
44 1:24:56 15246 米山　友美 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾐ カナリハ 神奈川県 厚木市
45 1:25:06 15355 田中　奈穂子 ﾀﾅｶ ﾅﾎｺ 東京都 中野区
46 1:25:21 15110 鈴木　容子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県 横浜市
47 1:25:48 15124 山口　亜希子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 神奈川県 平塚市
48 1:25:54 15442 伊東　啓 ｲﾄｳ ｹｲ 埼玉県 さいたま市
49 1:26:32 16046 牧田　あや子 ﾏｷﾀ ｱﾔｺ 神奈川県 鎌倉市
50 1:26:36 16252 伊藤　りえ子 ｲﾄｳ ﾘｴｺ 神奈川県 鎌倉市
51 1:26:41 15138 湯浅　佳子 ﾕｱｻ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
52 1:26:44 15884 田中　さよ ﾀﾅｶ ｻﾖ 果汁工房果琳 神奈川県 茅ヶ崎市
53 1:27:14 15174 小早川　幸子 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｻﾁｺ 埼玉県 朝霞市
54 1:27:18 15411 森　浩子 ﾓﾘ ﾋﾛｺ 東京都 大田区
55 1:27:20 16306 最上　暁子 ﾓｶﾞﾐ ｱｷｺ 神奈川県 鎌倉市
56 1:27:26 10003 鈴木　奈穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 神奈川県 藤沢市
57 1:27:48 10118 小笠原　友紀子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｷｺ 神奈川県 藤沢市
58 1:28:03 15492 市毛　麗 ｲﾁｹﾞ ｳﾗﾗ 神奈川県 鎌倉市
59 1:28:28 15612 佐原　美子 ｻﾊﾗ ﾖｼｺ 旭広告社 神奈川県 海老名市
60 1:28:36 16188 加藤　綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 神奈川県 伊勢原市
61 1:28:48 15344 松尾　佳世子 ﾏﾂｵ ｶﾖｺ 神奈川県 座間市
62 1:29:00 15127 滝島　早苗 ﾀｷｼﾏ ｻﾅｴ 神奈川県 海老名市
63 1:29:00 10074 阿部　淳子 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 藤沢市
64 1:29:02 15398 鈴木　真紀子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 神奈川県 鎌倉市
65 1:29:27 16194 松井　かおり ﾏﾂｲ ｶｵﾘ 東京都 杉並区
66 1:29:43 15089 山下　文子 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔｺ 神奈川県 鎌倉市



67 1:29:57 15516 菅井　真由美 ｽｶﾞｲ ﾏﾕﾐ 神奈川県 相模原市
68 1:30:04 15871 阿部　真美 ｱﾍﾞ ﾏﾐ 神奈川県 逗子市
69 1:30:13 15544 寺沢　奈々 ﾃﾗｻﾜ ﾅﾅ 神奈川県 横浜市
70 1:30:21 10029 後藤　麻里奈 ｺﾞﾄｳ ﾏﾘﾅ エッサホイサ 神奈川県 藤沢市
71 1:30:21 10028 中野　美和 ﾅｶﾉ ﾐﾜ エッサホイサ 神奈川県 藤沢市
72 1:30:30 10269 南辻　朋恵 ﾐﾅﾐﾂｼﾞ ﾄﾓｴ 神奈川県 藤沢市
73 1:30:31 15886 山田　麻由子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｺ 神奈川県 横浜市
74 1:30:35 10123 緒方　奈津子 ｵｶﾞﾀ ﾅﾂｺ 神奈川県 藤沢市
75 1:30:37 10033 興梠　千夏 ｺｳﾛｷ ﾁﾅﾂ 神奈川県 藤沢市
76 1:30:55 16337 高橋　美保子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 神奈川県 大和市
77 1:30:57 15176 山崎　泉 ﾔﾏｻｷ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 相模原市
78 1:31:01 15552 島田　涼子 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 神奈川県 相模原市
79 1:31:02 15851 小川　真紀 ｵｶﾞﾜ ﾏｷ 神奈川県 横浜市
80 1:31:16 15096 芝田　志保 ｼﾊﾞﾀ ｼﾎ オンダーズ 神奈川県 横浜市
81 1:31:17 10137 山下　寛子 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ ランジョグ 神奈川県 藤沢市
82 1:31:19 16303 内山　和佳子 ｳﾁﾔﾏ ﾜｶｺ 神奈川県 川崎市
83 1:31:22 10179 山口　俊恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｴ ランクラブ 神奈川県 藤沢市
84 1:31:30 15195 若松　みずき ﾜｶﾏﾂ ﾐｽﾞｷ みずきＬＯ 神奈川県 川崎市
85 1:31:31 10203 飛田　桂子 ﾄﾋﾞﾀ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
86 1:31:32 15305 須賀　由紀子 ｽｶﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 川崎市
87 1:31:37 16085 高橋　桂子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
88 1:31:39 15506 山端　とし江 ﾔﾏﾊﾀ ﾄｼｴ 埼玉県 越谷市
89 1:31:47 15075 芦田　恵 ｱｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 鎌倉市
90 1:32:07 15200 平本　理恵 ﾋﾗﾓﾄ ﾘｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
91 1:32:10 15570 宮本　綾香 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｶ 神奈川県 厚木市
92 1:32:19 16302 小池　裕子 ｺｲｹ ﾕｳｺ 茨城県 つくば市
93 1:32:31 10154 鈴木　初美 ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾐ 神奈川県 藤沢市
94 1:32:31 15164 出田　紀子 ｲﾃﾞﾀ ﾉﾘｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
95 1:32:36 16184 野木森　敦子 ﾉｷﾞﾓﾘ ｱﾂｺ 神奈川県 横浜市
96 1:32:46 16245 佐藤　洋美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 神奈川県 相模原市
97 1:32:50 15220 井川　美穂子 ｲｶﾞﾜ ﾐﾎｺ 神奈川県 相模原市
98 1:32:57 10453 大島　陽子 ｵｵｼﾏ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
99 1:33:06 10215 古峰　裕子 ｺﾐﾈ ﾋﾛｺ 神奈川県 藤沢市

100 1:33:19 15330 小西　美香 ｺﾆｼ ﾐｶ 神奈川県 横浜市
101 1:33:25 15784 松田　智香 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｶ 神奈川県 横浜市
102 1:33:28 15042 外崎　香澄 ﾄﾉｻｷ ｶｽﾐ 東京都 港区
103 1:33:32 15373 斉藤　倫代 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾖ 神奈川県 横浜市
104 1:33:32 15743 近藤　幸 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 神奈川県 鎌倉市
105 1:33:36 10129 佐藤　千晴 ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ サイパン 神奈川県 藤沢市
106 1:33:40 10200 李　ルォメイ ﾘ ﾙｫﾒｲ 神奈川県 藤沢市
107 1:33:40 10128 小沼　梨香 ｺﾇﾏ ﾘｶ 神奈川県 藤沢市
108 1:33:41 15687 片岡　由貴子 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ 神奈川県 鎌倉市
109 1:33:57 10055 小川　由紀 ｵｶﾞﾜ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
110 1:34:09 15437 佐古　賀子 ｻｺ ﾖｼｺ 大阪府 大阪市
111 1:34:17 15493 安雙　里美 ｱｿｳ ｻﾄﾐ 神奈川県 川崎市
112 1:34:19 16193 齊藤　真由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 神奈川県 平塚市
113 1:34:28 15521 小池　三保子 ｺｲｹ ﾐﾎｺ 東京都 大田区
114 1:34:31 16001 雨宮　美沙子 ｱﾒﾐﾔ ﾐｻｺ 東京都 文京区
115 1:34:35 15403 吉田　実幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 東京都 品川区
116 1:34:36 16235 佐藤　あゆみ ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 神奈川県 綾瀬市
117 1:34:42 15603 南　麻衣子 ﾐﾅﾐ ﾏｲｺ 神奈川県 横浜市
118 1:34:45 15310 横溝　尚子 ﾖｺﾐｿﾞ ﾅｵｺ 埼玉県 川口市
119 1:34:54 15416 土井　あづさ ﾄﾞｲ ｱﾂﾞｻ 神奈川県 鎌倉市
120 1:35:00 16196 池田　志津 ｲｹﾀﾞ ｼﾂﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
121 1:35:10 10007 片山　美香 ｶﾀﾔﾏ ﾐｶ カタヤマケ 神奈川県 藤沢市
122 1:35:21 10032 南　綾子 ﾐﾅﾐ ｱﾔｺ 神奈川県 藤沢市
123 1:35:28 16201 飯塚　千春 ｲｲﾂﾞｶ ﾁﾊﾙ 神奈川県 横浜市
124 1:35:39 10311 平野　美佳 ﾋﾗﾉ ﾐｶ 神奈川県 藤沢市
125 1:35:42 16055 井澤　奈月 ｲｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 東京都 新宿区
126 1:35:42 16023 鈴木　文子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 神奈川県 海老名市
127 1:35:42 15512 中山　育 ﾅｶﾔﾏ ｲｸ コタハナ 神奈川県 川崎市
128 1:35:45 15378 服部　佐紀子 ﾊｯﾄﾘ ｻｷｺ 東京都 西東京市
129 1:35:53 15190 川口　智美 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 神奈川県 横浜市
130 1:36:10 16151 小林　愛子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 神奈川県 横浜市
131 1:36:23 15989 掛川　恵子 ｶｹｶﾞﾜ ｹｲｺ 神奈川県 鎌倉市
132 1:36:27 15178 高橋　由美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 神奈川県 綾瀬市
133 1:36:30 15760 前田　麻子 ﾏｴﾀﾞ ｱｻｺ 神奈川県 大和市



134 1:36:35 15273 國分　映恵 ｺｸﾌﾞ ﾃﾙｴ 東京都 江東区
135 1:36:42 10104 東　弘子 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｺ 神奈川県 藤沢市
136 1:36:48 15375 日向　章子 ﾋｭｳｶﾞ ｼｮｳｺ ブーメラン１８ 東京都 台東区
137 1:36:50 15052 猪股　典子 ｲﾉﾏﾀ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
138 1:36:59 15704 内田　摩衣子 ｳﾁﾀﾞ ﾏｲｺ 神奈川県 横浜市
139 1:37:04 15262 隅田　友加里 ｽﾐﾀ ﾕｶﾘ 東京都 世田谷区
140 1:37:22 15832 浅野　由紀子 ｱｻﾉ ﾕｷｺ 神奈川県 横浜市
141 1:37:38 15726 木村　昌子 ｷﾑﾗ ﾏｻｺ 神奈川県 鎌倉市
142 1:37:47 15728 酢谷　純子 ｽﾀﾞﾆ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 川崎市
143 1:37:49 15431 工藤　和恵 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｴ 東京都 港区
144 1:37:49 10182 桂　由貴 ｶﾂﾗ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
145 1:37:57 10075 土橋　宏美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
146 1:38:01 15965 渋谷　香織 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 神奈川県 相模原市
147 1:38:02 10145 城崎　美保 ｼﾞｮｳｻﾞｷ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
148 1:38:08 15216 神保　書子 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾌﾐｺ 神奈川県 横浜市
149 1:38:10 10041 松尾　万紀子 ﾏﾂｵ ﾏｷｺ 神奈川県 藤沢市
150 1:38:11 15219 宮橋　由佳 ﾐﾔﾊｼ ﾕｶ 東京都 狛江市
151 1:38:25 16204 宮下　真理子 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾘｺ 神奈川県 平塚市
152 1:38:26 15786 土田　恵美子 ﾂﾁﾀﾞ ｴﾐｺ 神奈川県 横浜市
153 1:38:31 10227 伊藤　玲子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ 神奈川県 藤沢市
154 1:38:37 10449 菅原　清香 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 神奈川県 藤沢市
155 1:38:42 15465 小嶋　淳子 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 町田市
156 1:38:46 10188 田邉　直子 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｺ のんでらーず 神奈川県 藤沢市
157 1:38:48 10451 菅田　智子 ｽｶﾞﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
158 1:38:55 15369 黒澤　美由紀 ｸﾛｻﾜ ﾐﾕｷ アンフィニＲＴ 神奈川県 茅ヶ崎市
159 1:38:59 15288 伊藤　友佳 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 東京都 府中市
160 1:39:00 15537 池田　舞 ｲｹﾀﾞ ﾏｲ 東京都 東大和市
161 1:39:04 15862 水間　玲子 ﾐｽﾞﾏ ﾚｲｺ 神奈川県 川崎市
162 1:39:13 15100 藤池　香澄 ﾌｼﾞｲｹ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
163 1:39:13 10467 山崎　偉智子 ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾁｺ 神奈川県 藤沢市
164 1:39:13 15708 宇山　貴子 ｳﾔﾏ ﾀｶｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
165 1:39:19 10206 早川　梓 ﾊﾔｶﾜ ｱｽﾞｻ 神奈川県 藤沢市
166 1:39:30 15494 近岡　裕子 ﾁｶｵｶ ﾕｳｺ 神奈川県 大和市
167 1:39:31 15387 原田　英里 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾘ 神奈川県 川崎市
168 1:39:32 15413 村上　由香里 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶﾘ 東京都 町田市
169 1:39:38 10141 石川　奈緒子 ｲｼｶﾜ ﾅｵｺ 湘南ランクラブ 神奈川県 藤沢市
170 1:39:40 15105 カーン　容子 ｶｰﾝ ﾖｳｺ 東京都 中央区
171 1:39:59 15151 井口　香苗 ｲｸﾞﾁ ｶﾅｴ 神奈川県 横浜市
172 1:40:05 16291 小松　美香 ｺﾏﾂ ﾐｶ 山梨県 甲斐市
173 1:40:11 15650 川元　梓 ｶﾜﾓﾄ ｱﾂﾞｻ 千葉県 船橋市
174 1:40:18 16212 佐藤　まき ｻﾄｳ ﾏｷ 神奈川県 横浜市
175 1:40:26 15601 細川　ひろみ ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾐ 千葉県 市川市
176 1:40:34 15417 松田　愛子 ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｺ 神奈川県 横浜市
177 1:40:36 16287 大山　佳代 ｵｵﾔﾏ ｶﾖ 神奈川県 相模原市
178 1:40:38 16357 工藤　真美 ｸﾄﾞｳ ﾏﾐ 神奈川県 横浜市
179 1:40:40 15662 平井　麻里子 ﾋﾗｲ ﾏﾘｺ 東京都 武蔵野市
180 1:40:41 15217 森山　ひろみ ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県 座間市
181 1:40:42 15735 定永　早苗 ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｻﾅｴ 風に吹かれて 神奈川県 葉山町
182 1:40:47 15716 小西　智美 ｺﾆｼ ﾄﾓﾐ 神奈川県 川崎市
183 1:40:50 15410 佐々木　優子 ｻｻｷ ﾕｳｺ ちーむわかみや 神奈川県 鎌倉市
184 1:40:53 15337 関　智子 ｾｷ ﾄﾓｺ 神奈川県 横浜市
185 1:40:55 10193 大原　照恵 ｵｵﾊﾗ ﾃﾙｴ 神奈川県 藤沢市
186 1:41:07 10038 吉田　麻里 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘ 神奈川県 藤沢市
187 1:41:09 15339 横山　結布子 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾌｺ 青森県 青森市
188 1:41:16 15785 松村　志保 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾎ 神奈川県 横浜市
189 1:41:24 10454 安田　未央 ﾔｽﾀﾞ ﾐｵ 神奈川県 藤沢市
190 1:41:25 10079 見原　美穂 ﾐﾊﾗ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
191 1:41:27 10302 蔵品　真紀子 ｸﾗｼﾅ ﾏｷｺ 神奈川県 藤沢市
192 1:41:28 10257 井上　恵美 ｲﾉｳｴ ｴﾐ 神奈川県 藤沢市
193 1:41:28 10251 関　優子 ｾｷ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
194 1:41:29 10099 柳田　礼子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾚｲｺ 神奈川県 藤沢市
195 1:41:32 10095 衛藤　美麗 ｴﾄｳ ﾐﾚｲ 神奈川県 藤沢市
196 1:41:35 16301 佐々木　葉子 ｻｻｷ ﾖｳｺ 千葉県 松戸市
197 1:41:46 15842 馬渕　美砂子 ﾏﾌﾞﾁ ﾐｻｺ 神奈川県 川崎市
198 1:41:47 10100 寺出　理絵 ﾃﾗﾃﾞ ﾘｴ 神奈川県 藤沢市
199 1:41:49 16249 若鍋　由希子 ﾜｶﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 株式会社あおば 神奈川県 茅ヶ崎市
200 1:42:02 15939 石丸　ゆかり ｲｼﾏﾙ ﾕｶﾘ 北海道 函館市



201 1:42:08 15727 戸田　栄里 ﾄﾀﾞ ｴﾘ 東京都 世田谷区
202 1:42:19 15651 角田　亜樹 ﾂﾉﾀﾞ ｱｷ 神奈川県 横浜市
203 1:42:19 10120 田渕　裕美 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
204 1:42:24 16198 樋口　佳代 ﾋｸﾞﾁ ｶﾖ 神奈川県 横浜市
205 1:42:29 16248 山本　麻希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷ 東京都 多摩市
206 1:42:35 15415 田代　のぞみ ﾀｼﾛ ﾉｿﾞﾐ 東京都 武蔵野市
207 1:42:44 15845 宮下　芳恵 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｴ 神奈川県 横浜市
208 1:42:56 15770 姫野　陽子 ﾋﾒﾉ ﾖｳｺ 千葉県 市川市
209 1:43:06 15236 岩渕　麻佳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｻｶ 亀トラ 新潟県 新潟市
210 1:43:12 10178 清谷　千鶴 ｷﾖﾀﾆ ﾁﾂﾞ なし 神奈川県 藤沢市
211 1:43:23 15565 田口　佐和子 ﾀｸﾞﾁ ｻﾜｺ 神奈川県 大和市
212 1:43:23 15555 丹野　美有紀 ﾀﾝﾉ ﾐﾕｷ 走多朗 神奈川県 海老名市
213 1:43:23 15688 泉　百合 ｲｽﾞﾐ ﾕﾘ 神奈川県 大磯町
214 1:43:31 10310 伊賀　加容子 ｲｶﾞ ｶﾖｺ 神奈川県 藤沢市
215 1:43:34 10330 山川　絵里子 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘｺ 神奈川県 藤沢市
216 1:43:36 15613 渡邉　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 東京都 練馬区
217 1:43:38 16178 桜田　律子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘﾂｺ ＴＡＲＣ東京 神奈川県 横浜市
218 1:43:41 15848 高岡　万由美 ﾀｶｵｶ ﾏﾕﾐ 千葉県 習志野市
219 1:43:46 15762 木原　由美 ｷﾊﾗ ﾕﾐ 神奈川県 横浜市
220 1:43:48 10233 豊田　美幸 ﾄﾖﾀ ﾐﾕｷ むぎーず 神奈川県 藤沢市
221 1:43:51 15815 木谷　かおる ｷﾔ ｶｵﾙ 東京都 世田谷区
222 1:44:02 10446 冨田　梓 ﾄﾐﾀ ｱｽﾞｻ 神奈川県 藤沢市
223 1:44:04 15794 金子　絵美 ｶﾈｺ ｴﾐ 神奈川県 横浜市
224 1:44:07 15870 山田　みどり ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 横浜市
225 1:44:07 16232 立川　千晴 ﾀﾁｶﾜ ﾁﾊﾙ 神奈川県 横浜市
226 1:44:21 16329 園田　利江子 ｿﾉﾀﾞ ﾘｴｺ 山梨県 富士吉田市
227 1:44:23 15520 緒方　理絵 ｵｶﾞﾀ ﾘｴ 神奈川県 伊勢原市
228 1:44:24 10159 安田　愛 ﾔｽﾀﾞ ｱｲ 神奈川県 藤沢市
229 1:44:26 15646 相馬　麻記子 ｿｳﾏ ﾏｷｺ 神奈川県 横浜市
230 1:44:33 10242 牧野　ちあき ﾏｷﾉ ﾁｱｷ 神奈川県 藤沢市
231 1:44:35 15407 遠藤　裕子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
232 1:44:40 15241 渡邉　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 神奈川県 横浜市
233 1:44:49 15239 三田　敦子 ﾐﾀ ｱﾂｺ 茨城県 古河市
234 1:44:53 15508 山同　葉子 ｻﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 東京都 練馬区
235 1:44:54 16324 太刀川　幸枝 ﾀﾁｶﾜ ｻﾁｴ 神奈川県 横浜市
236 1:44:54 16323 長満　貴子 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾀｶｺ 東京都 世田谷区
237 1:44:58 10134 大平　あけみ ｵｵﾋﾗ ｱｹﾐ 神奈川県 藤沢市
238 1:45:05 15576 谷口　優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ ランニングデポ 神奈川県 横浜市
239 1:45:06 15499 坂本　久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ ランニングデポ 神奈川県 海老名市
240 1:45:14 15306 中村　香代子 ﾅｶﾑﾗ ｶﾖｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
241 1:45:16 10289 田中　伸江 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｴ 神奈川県 藤沢市
242 1:45:17 10426 田中　律子 ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ 神奈川県 藤沢市
243 1:45:22 15696 村瀬　享子 ﾑﾗｾ ｷｮｳｺ 東京都 中野区
244 1:45:30 15148 高橋　パリンヤコン ﾀｶﾊｼ ﾊﾟﾘﾝﾔｺﾝ 神奈川県 大和市
245 1:45:38 15629 前田　めぐみ ﾏｴﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 中野区
246 1:45:41 16265 大杉　由佳 ｵｵｽｷﾞ ﾕｶ 神奈川県 横浜市
247 1:45:51 15390 座間　美穂子 ｻﾞﾏ ﾐﾎｺ チーム梓 神奈川県 横浜市
248 1:45:53 15983 柴田　結花 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 神奈川県 葉山町
249 1:45:54 10479 石井　みわ ｲｼｲ ﾐﾜ 神奈川県 藤沢市
250 1:46:10 10116 小笠原　恵美子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾐｺ チガジョグ 神奈川県 藤沢市
251 1:46:18 10387 松山　美香子 ﾏﾂﾔﾏ ﾐｶｺ 神奈川県 藤沢市
252 1:46:24 15923 佐藤　麗子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 神奈川県 厚木市
253 1:46:36 15846 川上　美穂 ｶﾜｶﾐ ﾐﾎ 神奈川県 横浜市
254 1:46:37 15749 福岡　まり子 ﾌｸｵｶ ﾏﾘｺ マノエマノ 神奈川県 横須賀市
255 1:46:38 16220 廣田　奈々美 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 神奈川県 小田原市
256 1:46:38 16365 坂倉　洋子 ｻｶｸﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 川崎市
257 1:46:47 16377 内田　亜美 ｳﾁﾀﾞ ｱﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
258 1:46:47 16345 田中　美樹 ﾀﾅｶ ﾐｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
259 1:46:50 15510 畠中　絵璃 ﾊﾀﾅｶ ｴﾘ 千葉県 柏市
260 1:47:01 15694 利根川　智恵 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾁｴ 神奈川県 横浜市
261 1:47:02 10272 片山　敏子 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼｺ 神奈川県 藤沢市
262 1:47:14 15543 逸見　知美 ﾍﾝﾐ ﾄﾓﾐ ＴＲチームＹ 東京都 世田谷区
263 1:47:14 15628 白阪　あずさ ｼﾗｻｶ ｱｽﾞｻ 神奈川県 茅ヶ崎市
264 1:47:18 10432 稲田　洋子エリザ ｲﾅﾀﾞ ﾖｳｺｴﾘｻﾞ 神奈川県 藤沢市
265 1:47:18 10117 中島　三枝 ﾅｶｼﾏ ﾐｴ 神奈川県 藤沢市
266 1:47:28 15563 谷　査恵子 ﾀﾆ ｻｴｺ 神奈川県 相模原市
267 1:47:35 16354 市川　ひろこ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市



268 1:47:46 10139 渥美　友理子 ｱﾂﾐ ﾕﾘｺ 神奈川県 藤沢市
269 1:48:05 15859 岡本　美智子 ｵｶﾓﾄ ﾐﾁｺ 神奈川県 横浜市
270 1:48:07 15245 永瀬　明日香 ﾅｶﾞｾ ｱｽｶ 神奈川県 横浜市
271 1:48:23 15767 今村　真由 ｲﾏﾑﾗ ﾏﾕ チームたかこ 神奈川県 鎌倉市
272 1:48:27 15812 石川　美香 ｲｼｶﾜ ﾐｶ 神奈川県 南足柄市
273 1:48:35 10164 新津　真美 ﾆｲﾂ ﾏﾐ 神奈川県 藤沢市
274 1:48:40 15001 内藤　直美 ﾅｲﾄｳ ﾅｵﾐ 東京都 渋谷区
275 1:48:48 15692 佐藤　真澄 ｻﾄｳ ﾏｽﾐ 神奈川県 横浜市
276 1:48:57 15903 吉岡　加代子 ﾖｼｵｶ ｶﾖｺ ランフェスタ 神奈川県 横浜市
277 1:49:34 15368 村松　里香 ﾑﾗﾏﾂ ｻﾄｶ 東京都 大田区
278 1:49:38 16210 川崎　紀子 ｶﾜｻｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
279 1:49:43 10217 齊藤　由香 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 神奈川県 藤沢市
280 1:49:45 15404 小川　知子 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 神奈川県 大磯町
281 1:49:51 15505 森田　晶子 ﾓﾘﾀ ｱｷｺ 東京都 目黒区
282 1:49:59 16381 ウィンズレード　メリリン ｳｨﾝｽﾞﾚｰﾄﾞ ﾒﾘﾘﾝ 神奈川県 横浜市
283 1:50:01 15877 平井　悦子 ﾋﾗｲ ｴﾂｺ 神奈川県 横浜市
284 1:50:02 10459 山口　明子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
285 1:50:05 15833 廣瀬　祐里子 ﾋﾛｾ ﾕﾘｺ 神奈川県 座間市
286 1:50:09 15661 畠山　由美子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市
287 1:50:17 10216 鈴木　理加 ｽｽﾞｷ ﾘｶ 神奈川県 藤沢市
288 1:50:18 10147 原　多加恵 ﾊﾗ ﾀｶｴ 神奈川県 藤沢市
289 1:50:19 16084 溝口　智子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 東京都 狛江市
290 1:50:22 10380 冨田　峰子 ﾄﾐﾀ ﾐﾈｺ 神奈川県 藤沢市
291 1:50:26 10124 渡邉　未佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｺ 神奈川県 藤沢市
292 1:50:31 16277 星川　みどり ﾎｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ アイネス 神奈川県 横浜市
293 1:50:32 16155 佐口　清美 ｻｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 神奈川県 厚木市
294 1:50:35 16054 大嶋　ふゆ子 ｵｵｼﾏ ﾌﾕｺ 栃木県 宇都宮市
295 1:50:41 10078 西山　有美 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
296 1:50:47 16322 村田　陽子 ﾑﾗﾀ ﾖｳｺ 神奈川県 横須賀市
297 1:50:52 15637 内田　あすか ｳﾁﾀﾞ ｱｽｶ 神奈川県 横浜市
298 1:50:53 15626 寺地　友美 ﾃﾗﾁ ﾄﾓﾐ 神奈川県 横浜市
299 1:51:04 15841 岩波　世津子 ｲﾜﾅﾐ ｾﾂｺ チーム１８７３ 東京都 杉並区
300 1:51:06 15396 福寺　明乃 ﾌｸﾃﾞﾗ ｱｷﾉ 神奈川県 横浜市
301 1:51:07 15406 森　晃子 ﾓﾘ ｱｷｺ ドットコム 神奈川県 横浜市
302 1:51:07 15577 清水　梓 ｼﾐｽﾞ ｱｽﾞｻ ドットコム 東京都 港区
303 1:51:08 15668 渡辺　郁代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸﾖ 東京都 多摩市
304 1:51:09 15824 遠藤　美和子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾜｺ 東京都 墨田区
305 1:51:14 10091 つる巻シャルダ　みゆき ﾂﾙﾏｷｼｬﾙﾀﾞ ﾐﾕｷ 神奈川県 藤沢市
306 1:51:25 10313 小宮　美保 ｺﾐﾔ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
307 1:51:38 16180 石渡　丈子 ｲｼﾜﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 葉山町
308 1:51:39 10424 藪下　由美子 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾕﾐｺ 神奈川県 藤沢市
309 1:51:48 15175 松本　悦子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾂｺ 神奈川県 鎌倉市
310 1:51:53 16052 青木　絵里 ｱｵｷ ｴﾘ 神奈川県 小田原市
311 1:52:00 16109 徳元　雅美 ﾄｸﾓﾄ ﾏｻﾐ 神奈川県 鎌倉市
312 1:52:01 15977 矢島　裕紀 ﾔｼﾞﾏ ﾕｷ 神奈川県 横浜市
313 1:52:03 15274 寺田　登基子 ﾃﾗﾀﾞ ﾄｷｺ 神奈川県 葉山町
314 1:52:05 15473 国本　真理 ｸﾆﾓﾄ ﾏﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
315 1:52:15 16251 白根　桃子 ｼﾗﾈ ﾓﾓｺ 神奈川県 横浜市
316 1:52:17 15780 土屋　有美 ﾂﾁﾔ ﾕﾐ 亀トラ 新潟県 新潟市
317 1:52:31 16229 牧島　美玲 ﾏｷｼﾏ ﾐﾚｲ 東京都 小金井市
318 1:52:34 16182 美根　幸子 ﾐﾈ ｻﾁｺ 東京都 北区
319 1:52:37 16082 細部　美貴 ﾎｿﾍﾞ ﾐｷ 東京都 目黒区
320 1:52:39 10256 佐藤　陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
321 1:52:56 15522 川島　智恵子 ｶﾜｼﾏ ﾁｴｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
322 1:53:03 16349 荒木　かおり ｱﾗｷ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市
323 1:53:06 15234 大村　真理子 ｵｵﾑﾗ ﾏﾘｺ 東京都 町田市
324 1:53:07 10131 野地　美帆 ﾉﾁﾞ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
325 1:53:07 15318 東出　郁子 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｲｸｺ 神奈川県 横浜市
326 1:53:12 15350 八百谷　悠紀 ﾔｵﾀﾆ ﾕｷ 神奈川県 横浜市
327 1:53:17 15931 宇田川　紀子 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 埼玉県 さいたま市
328 1:53:27 16353 嵐田　実木子 ｱﾗｼﾀﾞ ﾐｷｺ 神奈川県 川崎市
329 1:53:28 15954 髙橋　裕美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 神奈川県 小田原市
330 1:53:32 15663 堀内　純 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市
331 1:53:43 15682 大草　由加 ｵｵｸｻ ﾕｶ 東京都 新宿区
332 1:53:45 16093 高橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 海外日系人協会 神奈川県 横浜市
333 1:53:51 15914 石井　理恵 ｲｼｲ ﾘｴ 神奈川県 鎌倉市
334 1:54:20 15930 松本　美加 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｶ 神奈川県 茅ヶ崎市



335 1:54:34 10384 中島　美知 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁ 神奈川県 藤沢市
336 1:54:35 15462 永田　夕子 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺ 神奈川県 鎌倉市
337 1:54:53 16032 村川　美奈子 ﾑﾗｶﾜ ﾐﾅｺ 神奈川県 川崎市
338 1:54:55 15307 黒井　尚子 ｸﾛｲ ﾅｵｺ 東京都 町田市
339 1:55:09 15667 杉本　昌子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｺ 東京都 世田谷区
340 1:55:14 15790 山田　祐子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
341 1:55:30 10015 阿部　睦美 ｱﾍﾞ ﾑﾂﾐ 神奈川県 藤沢市
342 1:55:31 15045 清水　真由美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 横浜市
343 1:55:35 15296 加藤　由美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 神奈川県 横浜市
344 1:55:36 15658 明前　信子 ﾐｮｳｾﾞﾝ ﾉﾌﾞｺ 鎌楽会 神奈川県 横浜市
345 1:55:37 10214 大迫　由希子 ｵｵｻｺ ﾕｷｺ 辻堂友の会 神奈川県 藤沢市
346 1:55:54 10280 児玉　玲子 ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｺ 神奈川県 藤沢市
347 1:55:55 16273 ウォード　悦子 ｳｫｰﾄﾞ ｴﾂｺ 神奈川県 逗子市
348 1:55:57 15976 森垣　紀子 ﾓﾘｶﾞｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 川崎市
349 1:56:01 16367 川原　有紀 ｶﾜﾊﾗ ﾕｷ 神奈川県 横浜市
350 1:56:10 15934 竹内　順子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 台東区
351 1:56:17 10101 宮井　和子 ﾐﾔｲ ｶｽﾞｺ 神奈川県 藤沢市
352 1:56:26 10082 駒形　麻里 ｺﾏｶﾞﾀ ﾏﾘ こまこま亭 神奈川県 藤沢市
353 1:56:28 10284 岩佐　秋子 ｲﾜｻ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
354 1:56:37 15289 片桐　有美子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市
355 1:56:45 15902 加藤　由起 ｶﾄｳ ﾕｷ 神奈川県 大和市
356 1:56:48 15985 山本　有紀恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｴ 神奈川県 平塚市
357 1:57:18 15810 渡邉　由紀子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ ハロー 神奈川県 川崎市
358 1:57:26 15331 鈴木　瑞穂 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ 神奈川県 平塚市
359 1:57:28 16063 阿部　志乃 ｱﾍﾞ ｼﾉ 神奈川県 川崎市
360 1:57:29 16314 五十嵐　香織 ｲｶﾞﾗｼ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市
361 1:57:29 16315 鈴木　悠 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京都 杉並区
362 1:57:32 15313 筒井　恵美子 ﾂﾂｲ ｴﾐｺ 東京都 杉並区
363 1:57:43 15768 安田　有来 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷ 東京都 練馬区
364 1:57:43 10474 大江山　紀子 ｵｵｴﾔﾏ ﾉﾘｺ 神奈川県 藤沢市
365 1:57:50 10262 伊東　ちえ子 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 神奈川県 藤沢市
366 1:57:56 15993 井上　由佳子 ｲﾉｳｴ ﾕｶｺ 東京都 大田区
367 1:57:59 15539 岩田　望美 ｲﾜﾀ ﾉｿﾞﾐ 東京都 港区
368 1:58:26 16053 上池　智恵 ｶﾐｲｹ ﾁｴ 神奈川県 横浜市
369 1:58:29 16075 守屋　恵 ﾓﾘﾔ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 横浜市
370 1:58:35 16118 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 神奈川県 大和市
371 1:58:42 16045 三井　奈穂子 ﾐﾂｲ ﾅｵｺ 神奈川県 平塚市
372 1:58:49 15260 須田　貴子 ｽﾀﾞ ﾀｶｺ 神奈川県 平塚市
373 1:59:00 16124 山本　彩恭子 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｺ 神奈川県 川崎市
374 1:59:01 16060 高橋　順子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市
375 1:59:01 15844 鈴木　菜穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市
376 1:59:11 15074 上野　心咲 ｳｴﾉ ﾐｻｷ 千葉県 浦安市
377 1:59:13 15256 神戸　美沙 ｶﾝﾍﾞ ﾐｻ ＴＥＡＭ宗喜 神奈川県 横浜市
378 1:59:15 16035 関根　百子 ｾｷﾈ ﾓﾓｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
379 1:59:29 15803 林　香織 ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 千葉ＭＯＭＯ 千葉県 横芝光町
380 1:59:29 15964 清水　真弓 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾐ 千葉ＭＯＭＯ 静岡県 浜松市
381 1:59:31 15684 石川　清美 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ 東京都 町田市
382 1:59:36 10337 荒木　万里子 ｱﾗｷ ﾏﾘｺ 神奈川県 藤沢市
383 1:59:50 10443 堀田　雅子 ﾎｯﾀ ﾏｻｺ 神奈川県 藤沢市
384 1:59:57 16281 清水　美歩 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 埼玉県 さいたま市
385 2:00:33 10394 平出　美穂 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
386 2:00:34 15401 佐々木　麻衣 ｻｻｷ ﾏｲ 神奈川県 伊勢原市
387 2:00:36 10282 高橋　美恵 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ 神奈川県 藤沢市
388 2:00:39 16276 内田　詠奈 ｳﾁﾀﾞ ｴﾅ 東京都 目黒区
389 2:00:59 10382 後藤　紀子 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 藤沢市
390 2:01:12 10373 岡田　寿子 ｵｶﾀﾞ ﾋｻｺ 神奈川県 藤沢市
391 2:01:14 15263 齋藤　真紀子 ｻｲﾄｳ ﾏｷｺ 神奈川県 川崎市
392 2:01:17 16197 知久　亜佐美 ﾁｸ ｱｻﾐ 神奈川県 横浜市
393 2:01:36 15988 西島　こづえ ﾆｼｼﾞﾏ ｺﾂﾞｴ 神奈川県 横浜市
394 2:02:00 15472 内藤　雅美 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾐ 神奈川県 二宮町
395 2:02:13 15838 亀岡　陽子 ｶﾒｵｶ ﾖｳｺ 神奈川県 秦野市
396 2:02:16 10349 佐々木　直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 神奈川県 藤沢市
397 2:02:20 10359 鈴木　千佳 ｽｽﾞｷ ﾁｶ 神奈川県 藤沢市
398 2:02:35 15643 早川　泰子 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲｺ 神奈川県 横浜市
399 2:02:35 16112 山本　智 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓ 神奈川県 横浜市
400 2:03:13 15514 星山　真理子 ﾎｼﾔﾏ ﾏﾘｺ 宮城県 多賀城市
401 2:03:28 15224 細野　鮎美 ﾎｿﾉ ｱﾕﾐ 神奈川県 横浜市



402 2:04:21 10261 土屋　理恵 ﾂﾁﾔ ﾘｴ 神奈川県 藤沢市
403 2:04:41 15292 大橋　しほ花 ｵｵﾊｼ ｼﾎｶ 東京都 大田区
404 2:05:23 15788 松田　美保 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾎ 神奈川県 大和市
405 2:05:28 10369 豊嶋　恵 ﾄﾖｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
406 2:05:29 15287 横山　直子 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｺ 東京都 世田谷区
407 2:05:30 15813 徳永　かおる ﾄｸﾅｶﾞ ｶｵﾙ 神奈川県 横浜市
408 2:05:42 16264 鈴木　彩和子 ｽｽﾞｷ ｻﾜｺ 神奈川県 相模原市
409 2:05:51 15644 澤根　祥美 ｻﾜﾈ ﾖｼﾐ 神奈川県 横浜市
410 2:06:13 16378 林　美貴子 ﾊﾔｼ ﾐｷｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
411 2:06:15 16372 佐藤　なつき ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 東京都 豊島区
412 2:06:40 10299 薄井　美穂子 ｳｽｲ ﾐﾎｺ 神奈川県 藤沢市
413 2:06:52 15804 滝本　友理 ﾀｷﾓﾄ ﾕﾘ 神奈川県 鎌倉市
414 2:07:28 16140 池田　彩子 ｲｹﾀﾞ ｱﾔｺ 神奈川県 横浜市
415 2:07:32 10259 阿部　友紀 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
416 2:07:35 10317 濱倉　結花 ﾊﾏｸﾗ ﾕｶﾘ 神奈川県 藤沢市
417 2:07:41 16034 大野　輝子 ｵｵﾉ ﾃﾙｺ 神奈川県 川崎市
418 2:08:16 15747 大関　里香 ｵｵｾﾞｷ ﾘｶ 神奈川県 綾瀬市
419 2:08:23 10445 木村　友子 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
420 2:08:34 16099 横手　三紗 ﾖｺﾃ ﾐｻ 神奈川県 川崎市
421 2:08:39 10464 三輪　美由紀 ﾐﾜ ﾐﾕｷ 神奈川県 藤沢市
422 2:08:54 15952 菊地　君枝 ｷｸﾁ ｷﾐｴ 神奈川県 伊勢原市
423 2:08:59 10431 垣原　麻衣子 ｶｷﾊﾗ ﾏｲｺ 神奈川県 藤沢市
424 2:09:41 15763 沢井　若葉 ｻﾜｲ ﾜｶﾊﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
425 2:10:12 15609 山田　美奈子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 神奈川県 横浜市
426 2:10:53 15971 山崎　智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 神奈川県 横浜市
427 2:13:12 10279 青山　亜紀子 ｱｵﾔﾏ ｱｷｺ 神奈川県 藤沢市
428 2:13:34 10039 高井　和美 ﾀｶｲ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
429 2:14:25 16334 中村　智美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 練馬区
430 2:15:28 10291 三島　直子 ﾐｼﾏ ﾅｵｺ 神奈川県 藤沢市
431 2:15:31 10480 小林　めぐみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
432 2:17:38 16080 腰野　惠子 ｺｼﾉ ｹｲｺ 栃木県 佐野市
433 2:18:44 16081 清家　彩子 ｾｲｹ ｱﾔｺ ＩＩＤクラブ 神奈川県 鎌倉市
434 2:19:08 16048 上原　和恵 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｴ ＩＩＤクラブ 東京都 杉並区
435 2:19:24 16125 下山　一恵 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞｴ 東京都 府中市
436 2:19:54 16020 中村　晃子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 東京都 三鷹市
437 2:21:21 10433 乗越　絢子 ﾉﾘｺｼ ｱﾔｺ 神奈川県 藤沢市


