
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 0:57:51 16141 下田　翔子 ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳｺ 神奈川県 川崎市
2 1:02:29 16142 田邊　亮子 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ チーム山口穣 千葉県 柏市
3 1:03:12 15012 矢田　夕子 ﾔﾀﾞ ﾕｳｺ ＡＬＴＲＡ 東京都 多摩市
4 1:04:15 15008 清水　恵佳 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ クレープ会 神奈川県 厚木市
5 1:08:12 15024 秋山　恵美 ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 相模原市
6 1:08:29 15004 平野　恵里香 ﾋﾗﾉ ｴﾘｶ ラミリート 神奈川県 海老名市
7 1:08:55 15060 鈴木　彩夏 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 神奈川県 逗子市
8 1:09:29 15029 奥脇　早織 ｵｸﾜｷ ｻｵﾘ 神奈川県 大和市
9 1:10:32 16156 鈴木　留依 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千葉県 船橋市

10 1:10:38 16146 深澤　美奈 ﾌｶｻﾜ ﾐﾅ ＤＡＣ 神奈川県 大和市
11 1:11:15 15018 横川　美沙 ﾖｺｶﾜ ﾐｻ 神奈川県 川崎市
12 1:12:53 10036 ＫＯＮＮＯ　ＳＨＩＮＯＮ ｺﾝﾉ ｼﾉﾝ 神奈川県 藤沢市
13 1:14:52 15427 穴井　真祐子 ｱﾅｲ ﾏﾕｺ 神奈川県 相模原市
14 1:15:14 15028 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 神奈川県 横浜市
15 1:15:19 15063 米田　奈央 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵ 神奈川県 横浜市
16 1:15:28 10046 山下　美波 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ 神奈川県 藤沢市
17 1:15:38 10442 山腰　綾乃 ﾔﾏｺｼ ｱﾔﾉ 神奈川県 藤沢市
18 1:17:29 15147 植田　恭子 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ トゥマホーク 東京都 府中市
19 1:17:45 16148 大森　由香子 ｵｵﾓﾘ ﾕｶｺ 神奈川県 横浜市
20 1:17:49 10050 安江　麻衣子 ﾔｽｴ ﾏｲｺ 神奈川県 藤沢市
21 1:17:53 15129 松本　沙耶香 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ ＳＫＦＣ 東京都 大田区
22 1:18:16 15120 青島　ちか ｱｵｼﾏ ﾁｶ ＹＦＭＲＣ 神奈川県 横浜市
23 1:19:58 10119 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 神奈川県 藤沢市
24 1:20:08 15107 宗像　彩 ﾑﾅｶﾀ ｱﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
25 1:20:27 15121 浅井　久美子 ｱｻｲ ｸﾐｺ 神奈川県 横浜市
26 1:21:20 10094 中島　由紀子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷｺ 神奈川県 藤沢市
27 1:22:12 10416 西田　悠花 ﾆｼﾀﾞ ﾕｶ 神奈川県 藤沢市
28 1:22:26 10066 宮入　桃子 ﾐﾔｲﾘ ﾓﾓｺ 神奈川県 藤沢市
29 1:22:46 16164 笹館　菜月 ｻｻﾀﾞﾃ ﾅﾂｷ 神奈川県 川崎市
30 1:22:54 10037 齊藤　詩織 ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 神奈川県 藤沢市
31 1:23:45 15526 小宮　瑠奈 ｺﾐﾔ ﾙﾅ 東京都 品川区
32 1:24:03 15797 原田　美穂 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾎ 神奈川県 二宮町
33 1:24:35 15230 瀧川　亜希 ﾀｷｶﾞﾜ ｱｷ 東京都 練馬区
34 1:26:06 16157 桝富　志貴子 ﾏｽﾄﾐ ｼｷｺ 東京都 港区
35 1:26:39 15597 瓦　亜衣 ｶﾜﾗ ｱｲ 神奈川県 川崎市
36 1:26:40 15316 中島　千尋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 神奈川県 横浜市
37 1:27:04 15226 青池　爽 ｱｵｲｹ ｻﾔ 神奈川県 平塚市
38 1:27:06 15221 大木　実乃里 ｵｵｷ ﾐﾉﾘ 神奈川県 横浜市
39 1:27:28 15586 菅原　智香 ｽｶﾞﾊﾗ ﾁｶ 神奈川県 横浜市
40 1:27:39 15172 斉藤　知歩 ｻｲﾄｳ ﾁｶﾎ 神奈川県 平塚市
41 1:28:24 15269 荒井　妙子 ｱﾗｲ ﾀｴｺ 神奈川県 寒川町
42 1:28:31 15166 籏野　理絵 ﾊﾀﾉ ﾘｴ 神奈川県 川崎市
43 1:29:27 15327 上敷領　由紀子 ｶﾐｼｷﾘｮｳ ﾕｷｺ 神奈川県 横浜市
44 1:29:27 15831 渡辺　慶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
45 1:29:32 15642 文成　佑季 ﾌﾐﾅﾘ ﾕｳｷ 千葉県 習志野市
46 1:29:48 15582 尾崎　里紗 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 神奈川県 横浜市
47 1:30:02 15258 伊藤　万利子 ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 神奈川県 横浜市
48 1:30:06 16152 井上　優実 ｲﾉｳｴ ﾕﾐ 神奈川県 大和市
49 1:30:10 15229 青柳　沙織 ｱｵﾔｷﾞ ｻｵﾘ 着酒協会 神奈川県 平塚市
50 1:30:11 10077 矢ノ倉　翔子 ﾔﾉｸﾗ ｼｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
51 1:30:19 15244 寺崎　由佳 ﾃﾗｻｷ ﾕｶ 神奈川県 横須賀市
52 1:30:46 16024 小柳　恵美 ｺﾔﾅｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 大田区
53 1:30:59 15875 玉川　愛美 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
54 1:31:03 15485 洲崎　香菜 ｽｻﾞｷ ｶﾅ ファイテン 千葉県 船橋市
55 1:31:46 15295 芦名沢　育恵 ｱｼﾅｻﾞﾜ ｲｸｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
56 1:31:47 10126 今　宏美 ｺﾝ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
57 1:32:03 15169 池田　なつみ ｲｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ ＡＲＣ 千葉県 千葉市
58 1:32:05 15926 窪　真理子 ｸﾎﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 鎌倉市
59 1:32:18 15364 金子　春香 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 神奈川県 綾瀬市
60 1:32:20 16162 吉井　秀実 ﾖｼｲ ﾋﾃﾞﾐ 神奈川県 川崎市
61 1:32:21 15201 池田　理恵 ｲｹﾀﾞ ﾘｴ 静岡県 富士市
62 1:32:35 16199 酒本　真由子 ｻｹﾓﾄ ﾏﾕｺ シンガポール 東京都 港区
63 1:32:38 10263 文屋　七海 ﾌﾞﾝﾔ ﾅﾂﾐ 神奈川県 藤沢市
64 1:32:41 15026 山根　菜穂 ﾔﾏﾈ ﾅﾎ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 小田原市



65 1:32:41 10191 入江　陽子 ｲﾘｴ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
66 1:33:27 10340 河村　瑞紀 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾏｷ 神奈川県 藤沢市
67 1:33:29 10229 秦　加奈恵 ﾊﾀ ｶﾅｴ 神奈川県 藤沢市
68 1:33:47 15133 鹿島　摩耶 ｶｼﾏ ﾏﾔ 東京都 東村山市
69 1:33:53 15186 鈴木　美花 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 神奈川県 鎌倉市
70 1:33:55 10202 仲村　亜紀 ﾅｶﾑﾗ ｱｷ 神奈川県 藤沢市
71 1:34:29 15466 新妻　蘭 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾗﾝ 神奈川県 横浜市
72 1:34:31 15917 廣江　信子 ﾋﾛｴ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 鎌倉市
73 1:34:40 15162 古川　春香 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｶ 神奈川県 横浜市
74 1:34:46 15717 穂苅　紗希 ﾎｶﾘ ｻｷ 東京都 大田区
75 1:34:56 16025 平野　かずみ ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ 東京都 目黒区
76 1:34:57 16021 中本　知絵美 ﾅｶﾓﾄ ﾁｴﾐ 神奈川県 横浜市
77 1:35:06 16284 永谷　真希 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｷ 東京都 大田区
78 1:35:35 16266 小中　千絵 ｵﾅｶ ﾁｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
79 1:35:53 15441 瀬沼　江李佳 ｾﾇﾏ ｴﾘｶ 神奈川県 横浜市
80 1:36:38 10472 柴野　美代子 ｼﾊﾞﾉ ﾐﾖｺ 神奈川県 藤沢市
81 1:37:41 10309 小西　有美 ｺﾆｼ ﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
82 1:37:50 15583 白岩　麻美 ｼﾗｲﾜ ｱｻﾐ 千葉県 船橋市
83 1:38:01 10218 埜口　友海 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 神奈川県 藤沢市
84 1:38:02 15975 渡邊　愛美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾐ チームたかこ 神奈川県 茅ヶ崎市
85 1:38:09 15789 前田　文子 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ 神奈川県 平塚市
86 1:38:44 15805 吉田　麻衣 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 東京都 江東区
87 1:38:51 15945 上野　智世 ｳｴﾉ ﾁﾖ 東京都 北区
88 1:38:53 16117 石毛　咲子 ｲｼｹﾞ ｻｷｺ 神奈川県 横浜市
89 1:39:12 15317 藤井　有紀 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 東京都 世田谷区
90 1:39:56 10307 鷲塚　陽子 ﾜｼﾂﾞｶ ﾖｳｺ 神奈川県 藤沢市
91 1:40:00 15636 石黒　智子 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｺ 神奈川県 横浜市
92 1:40:36 15435 岡光　郁佳 ｵｶﾐﾂ ﾌﾐｶ 神奈川県 横浜市
93 1:40:55 16351 大友　千江 ｵｵﾄﾓ ﾁｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
94 1:41:10 15963 栗原　響 ｸﾘﾊﾗ ｷｮｳ ラバ 神奈川県 川崎市
95 1:41:15 10274 山田　真緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ 神奈川県 藤沢市
96 1:41:31 10300 三浦　美加子 ﾐｳﾗ ﾐｶｺ 神奈川県 藤沢市
97 1:42:12 10268 千葉　佳代 ﾁﾊﾞ ｶﾖ 神奈川県 藤沢市
98 1:42:33 16119 橋本　藍 ﾊｼﾓﾄ ｱｲ 神奈川県 横浜市
99 1:42:37 15125 ヒルトン　奈津希 ﾋﾙﾄﾝ ﾅﾂｷ 神奈川県 横浜市

100 1:42:44 15798 逸見　文子 ﾍﾝﾐ ｱﾔｺ 神奈川県 横浜市
101 1:42:47 16169 中村　浩子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 長野県 箕輪町
102 1:42:48 16286 岩下　恵美 ｲﾜｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 横浜市
103 1:42:56 15225 堀越　あゆみ ﾎﾘｺｼ ｱﾕﾐ 東京都 文京区
104 1:43:00 15619 山極　澄夏 ﾔﾏｷﾞﾜ ｽﾐｶ 神奈川県 鎌倉市
105 1:43:09 10396 広田　和 ﾋﾛﾀ ﾉﾄﾞｶ 神奈川県 藤沢市
106 1:43:21 15744 田島　奈緒子 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市
107 1:43:42 16221 近藤　尚子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市
108 1:43:44 16185 山田　知沙佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｻｶ 神奈川県 横浜市
109 1:43:47 10374 鈴木　志織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ カイギュウ 神奈川県 藤沢市
110 1:43:51 10130 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
111 1:44:01 10105 吉田　光 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 神奈川県 藤沢市
112 1:44:06 16231 陳　ブン ﾁﾝ ﾌﾞﾝ ＴＡＲＣ 神奈川県 横浜市
113 1:44:28 15040 宮本　愛 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲ 神奈川県 横浜市
114 1:44:35 16317 矢島　理恵 ﾔｼﾞﾏ ﾘｴ 埼玉県 さいたま市
115 1:44:58 16154 加藤　智美 ｶﾄｳ ｻﾄﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
116 1:44:59 16049 日高　まどか ﾋﾀﾞｶ ﾏﾄﾞｶ 神奈川県 厚木市
117 1:45:01 15214 吉田　恵子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ 埼玉県 さいたま市
118 1:45:26 10122 漆原　瑛子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｴｲｺ 神奈川県 藤沢市
119 1:45:37 15806 鈴木　愛依子 ｽｽﾞｷ ｱｲｺ 東京都 中央区
120 1:45:41 10356 鎌田　沙那恵 ｶﾏﾀﾞ ｻﾅｴ 神奈川県 藤沢市
121 1:45:55 10436 石井　みほ ｲｼｲ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
122 1:46:01 15566 吉川　里菜 ﾖｼｶﾜ ﾘﾅ 神奈川県 川崎市
123 1:46:25 10265 大島　綾華 ｵｵｼﾏ ｱﾔｶ 神奈川県 藤沢市
124 1:46:40 15584 鎌田　明菜 ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾅ アローズＳＣ 神奈川県 横浜市
125 1:46:51 10321 熊崎　尚子 ｸﾏｻﾞｷ ｼｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
126 1:46:51 15919 大原　愛 ｵｵﾊﾗ ｱｲ 神奈川県 横浜市
127 1:46:53 16139 有馬　由華 ｱﾘﾏ ﾕｶ 神奈川県 平塚市
128 1:46:56 15283 徳武　圭恵 ﾄｸﾀｹ ﾖｼｴ 神奈川県 座間市
129 1:46:57 16072 長嶺　かおり ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市



130 1:47:11 10087 菅野　志穂 ｽｶﾞﾉ ｼﾎ 神奈川県 藤沢市
131 1:47:22 16205 藤間　佳奈 ﾌｼﾞﾏ ｶﾅ 神奈川県 横浜市
132 1:47:38 10163 竹田　秋奈 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾅ トライベース 神奈川県 藤沢市
133 1:48:11 16009 高寺　優子 ﾀｶﾃﾞﾗ ﾕｳｺ ヒッポ 東京都 藤沢市
134 1:48:43 15469 加藤　知穂 ｶﾄｳ ﾁﾎ 神奈川県 大和市
135 1:48:45 15906 森　晴奈 ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 神奈川県 茅ヶ崎市
136 1:48:50 10230 齊木　翔美 ｻｲｷ ｼｮｳﾐ ＴＢ 神奈川県 藤沢市
137 1:48:57 16297 平本　由加理 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｶﾘ 神奈川県 平塚市
138 1:48:58 16064 栗田　由加 ｸﾘﾀ ﾕｶ 東京都 渋谷区
139 1:48:58 16384 鈴木　あゆみ ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 長野県 軽井沢町
140 1:48:59 15818 小山田　歩 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 福島県 白河市
141 1:49:03 10034 尾川　恵美 ｵｶﾞﾜ ｴﾐ 神奈川県 藤沢市
142 1:49:14 15561 藤原　絵里香 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘｶ 神奈川県 相模原市
143 1:49:26 15179 富塚　佑香子 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾕｶｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
144 1:49:47 15880 渡野部　京 ﾜﾀﾉﾍﾞ ｹｲ 北海道 厚沢部町
145 1:50:08 10187 中崎　夢乃 ﾅｶｻﾞｷ ﾕﾒﾉ チーム海牛 神奈川県 藤沢市
146 1:50:09 16167 大久保　育子 ｵｵｸﾎﾞ ｲｸｺ 広島県 広島市
147 1:50:09 15660 外山　由利子 ﾄﾔﾏ ﾕﾘｺ 東京都 町田市
148 1:50:26 15858 中島　まりな ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘﾅ 神奈川県 横浜市
149 1:50:28 10408 豊島　可奈子 ﾄﾖｼﾏ ｶﾅｺ 神奈川県 藤沢市
150 1:50:32 16110 宮内　麻里奈 ﾐﾔｳﾁ ﾏﾘﾅ 千葉県 船橋市
151 1:50:46 16113 鈴木　啓子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 東京都 葛飾区
152 1:50:53 16234 小塩　あかね ｺｼｵ ｱｶﾈ 食べ食べ委員会 神奈川県 相模原市
153 1:51:13 15374 草野　七恵 ｸｻﾉ ﾅﾅｴ ファイテン 神奈川県 横浜市
154 1:51:42 16095 清原　未鈴 ｷﾖﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 川崎市
155 1:51:45 16008 布施　友香梨 ﾌｾ ﾕｶﾘ 東京都 世田谷区
156 1:51:50 16190 齋藤　佳美 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐ 神奈川県 川崎市
157 1:51:56 10377 近田　絵梨奈 ｺﾝﾀﾞ ｴﾘﾅ 神奈川県 藤沢市
158 1:52:00 10371 五十嵐　志穂 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾎ 神奈川県 藤沢市
159 1:52:02 15913 加藤　ひかり ｶﾄｳ ﾋｶﾘ ＳＳＣ 神奈川県 横浜市
160 1:52:11 15524 森野　杏子 ﾓﾘﾉ ｷｮｳｺ ぴぃこんひあ 静岡県 掛川市
161 1:52:24 15199 小名　晶子 ｵﾅ ｱｷｺ 神奈川県 鎌倉市
162 1:52:27 15243 曽根　梓 ｿﾈ ｱｽﾞｻ ＲＲＣ 神奈川県 大和市
163 1:52:39 10294 京極　涼子 ｷｮｳｺﾞｸ ﾘｮｳｺ 神奈川県 藤沢市
164 1:52:39 15816 坂野　尚美 ｻｶﾉ ﾅｵﾐ 東京都 町田市
165 1:52:50 16298 三井　あゆみ ﾐﾂｲ ｱﾕﾐ 東京都 世田谷区
166 1:52:53 16280 菊池　愛里鈴 ｷｸﾁ ｱﾘｽ 東京都 東大和市
167 1:52:59 15955 黒沢　千春 ｸﾛｻﾜ ﾁﾊﾙ 神奈川県 横浜市
168 1:53:04 15795 羽地　ルミ子 ﾊﾈｼﾞ ﾙﾐｺ ＫＲＣ 神奈川県 横浜市
169 1:53:23 15548 畑中　恵菜 ﾊﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 神奈川県 座間市
170 1:53:26 16278 嶋﨑　怜 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川県 川崎市
171 1:53:28 15721 斉藤　梨恵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 神奈川県 横浜市
172 1:53:40 16129 大城　文 ｵｵｼﾛ ｱﾔ 神奈川県 横浜市
173 1:53:40 15778 大久保　朝美 ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾐ 神奈川県 横浜市
174 1:53:45 15232 清野　千矢 ｾｲﾉ ﾁﾔ すみっコぐらし 神奈川県 横浜市
175 1:53:46 16004 長岡　愛美 ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾅﾐ 神奈川県 川崎市
176 1:53:49 15711 大島　いずみ ｵｵｼﾏ ｲｽﾞﾐ 東京都 大田区
177 1:53:55 10376 竹内　さやか ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 神奈川県 藤沢市
178 1:54:03 15573 山本　帆那海 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾅﾐ 千葉県 船橋市
179 1:54:38 16026 杉山　知子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｺ 神奈川県 平塚市
180 1:54:39 16126 荒川　歌織 ｱﾗｶﾜ ｶｵﾘ 神奈川県 横浜市
181 1:55:03 16132 内藤　絵理 ﾅｲﾄｳ ｴﾘ クリック厚木 神奈川県 相模原市
182 1:55:17 16065 橋本　さおり ﾊｼﾓﾄ ｻｵﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
183 1:55:25 15948 太田　夢香 ｵｵﾀ ﾕﾒｶ 神奈川県 川崎市
184 1:55:27 10240 小室　公美 ｺﾑﾛ ｸﾐ 神奈川県 藤沢市
185 1:55:34 15011 瀧澤　梓 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 鎌楽会 神奈川県 川崎市
186 1:55:36 15119 長谷川　梓 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ 鎌楽会 神奈川県 葉山町
187 1:55:36 16296 増永　京子 ﾏｽﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
188 1:55:46 16058 澤井　香菜 ｻﾜｲ ｶﾅ 神奈川県 鎌倉市
189 1:55:51 10378 岩井　温子 ｲﾜｲ ｱﾂｺ 神奈川県 藤沢市
190 1:55:51 16339 山崎　衣里 ﾔﾏｻｷ ｴﾘ 神奈川県 小田原市
191 1:55:55 10221 池西　清佳 ｲｹﾆｼ ｻﾔｶ 神奈川県 藤沢市
192 1:55:57 16340 與古光　穂乃香 ﾖｺﾐﾂ ﾎﾉｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
193 1:56:03 10357 出雲路　華代子 ｲｽﾞﾓｼﾞ ｶﾖｺ 神奈川県 藤沢市
194 1:56:06 16360 井田　のどか ｲﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 神奈川県 綾瀬市



195 1:56:28 15994 高山　美緒 ﾀｶﾔﾏ ﾐｵ 栃木県 宇都宮市
196 1:56:33 16078 早川　祥子 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼｺ 東京都 足立区
197 1:56:39 15634 瀬戸　万里奈 ｾﾄ ﾏﾘﾅ 東京都 八王子市
198 1:57:39 15882 杉本　彩 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 神奈川県 横浜市
199 1:58:06 10271 片野　志穂美 ｶﾀﾉ ｼﾎﾐ 横浜丸中青果（株） 神奈川県 藤沢市
200 1:58:14 10434 伊藤　清佳 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 神奈川県 藤沢市
201 1:58:24 15672 林　知佳 ﾊﾔｼ ﾁｶ 神奈川県 川崎市
202 1:58:27 16101 太野垣　夏子 ﾀﾔｶﾞｷ ﾅﾂｺ 東京都 中野区
203 1:58:54 15912 Ｍａｒｉｔｅｓ　Ｋｅｌｌｙ ﾏﾘﾃｽ ｹﾘｰ ＳＳＣ 神奈川県 海老名市
204 1:59:08 10224 前川　恵子 ﾏｴｶﾜ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
205 1:59:13 16330 三浦　法子 ﾐｳﾗ ﾉﾘｺ 静岡県 静岡市
206 1:59:14 16331 嘉山　あかね ｶﾔﾏ ｱｶﾈ 神奈川県 鎌倉市
207 1:59:35 16120 可児　瑞稀 ｶﾆ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 大和市
208 1:59:37 16123 田村　萌 ﾀﾑﾗ ﾓｴ 東京都 文京区
209 1:59:51 10219 斉藤　美奈 ｻｲﾄｳ ﾐﾅ 神奈川県 藤沢市
210 2:00:38 10372 中山　沙耶佳 ﾅｶﾔﾏ ｻﾔｶ 神奈川県 藤沢市
211 2:00:40 15157 上田　悠紀子 ｳｴﾀﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 川崎市
212 2:00:46 15746 清原　公巳 ｷﾖﾊﾗ ｻﾄﾐ 鎌倉ぽつぽ 神奈川県 鎌倉市
213 2:00:50 15264 星　緑 ﾎｼ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 町田市
214 2:00:58 10428 堀口　ありさ ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾘｻ 神奈川県 藤沢市
215 2:01:47 10430 樺山　遊香 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾕｶ 神奈川県 藤沢市
216 2:01:49 10223 柿　茜 ｶｷ ｱｶﾈ 神奈川県 藤沢市
217 2:02:59 16150 姫野　美奈 ﾋﾒﾉ ﾐﾅ 東京都 品川区
218 2:03:00 16257 阿南　藍子 ｱﾅﾐ ｱｲｺ 神奈川県 鎌倉市
219 2:03:08 10277 佐藤　はる香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 神奈川県 藤沢市
220 2:04:06 16333 佐藤　侑里子 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 神奈川県 横浜市
221 2:04:24 15592 久野　智美 ﾋｻﾉ ﾄﾓﾐ 神奈川県 鎌倉市
222 2:04:28 15856 藤田　綾子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 神奈川県 相模原市
223 2:04:30 16375 阿久津　典子 ｱｸﾂ ﾉﾘｺ 東京都 北区
224 2:05:08 15656 林　聖子 ﾊﾔｼ ｼｮｳｺ 神奈川県 川崎市
225 2:06:50 16383 丸谷　智美 ﾏﾙﾀﾆ ﾄﾓﾐ 神奈川県 藤沢市
226 2:07:20 10402 早津　理沙 ﾊﾔﾂ ﾘｻ 神奈川県 藤沢市
227 2:07:41 16356 東海林　絵美 ｼｮｳｼﾞ ｴﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
228 2:08:39 15391 鈴木　教子 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 東京都 葛飾区
229 2:09:11 10429 山下　恵美 ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
230 2:09:11 10249 足立　若紗 ｱﾀﾞﾁ ﾜｶｻ 神奈川県 藤沢市
231 2:09:26 15670 高木　沙彩 ﾀｶｷﾞ ｻｱﾔ 神奈川県 川崎市
232 2:10:34 16079 北越　裕佳 ｷﾀｺｼ ﾕｶ 東京都 調布市
233 2:10:37 10448 小池　理紗 ｺｲｹ ﾘｻ 神奈川県 藤沢市
234 2:11:02 16385 中島　杏奈 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ こりー 東京都 港区
235 2:11:48 15676 奥山　理絵 ｵｸﾔﾏ ﾘｴ 東京都 台東区
236 2:15:42 10383 井上　あゆみ ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ 神奈川県 藤沢市
237 2:15:49 10319 尾崎　由貴 ｵｻﾞｷ ﾕｷ 神奈川県 藤沢市
238 2:17:30 10363 山岡　みか ﾔﾏｵｶ ﾐｶ 神奈川県 藤沢市


