
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 1:14:58 16144 歌川　由美 ｳﾀｶﾞﾜ ﾕﾐ 神奈川県 横浜市
2 1:15:24 10013 竹内　恵子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
3 1:16:54 10023 中原　久代 ﾅｶﾊﾗ ﾋｻﾖ 神奈川県 藤沢市
4 1:17:29 15163 福崎　恵子 ﾌｸｻﾞｷ ｹｲｺ ニッポンランナ 千葉県 四街道市
5 1:17:42 15959 福田　直美 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 大和市
6 1:18:29 15054 大門　由夏 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾕｶ 栃木県 下野市
7 1:19:46 15057 益田　はるみ ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾐ 神奈川県 大和市
8 1:20:34 16174 坂本　涼子 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ 神奈川県 横浜市
9 1:21:33 15418 山田　貴子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 味スタ 東京都 調布市

10 1:21:47 15080 鈴木　秀美 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ 横浜旭走友会 神奈川県 横浜市
11 1:22:26 16149 井上　淳子 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市
12 1:23:21 15149 角田　英子 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 東京都 渋谷区
13 1:23:33 15116 松本　由美子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ 千葉マスターズ 千葉県 我孫子市
14 1:23:53 15141 吉井　久美子 ﾖｼｲ ｸﾐｺ 東京都 大田区
15 1:25:02 15281 山口　美智子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 神奈川県庁 神奈川県 横須賀市
16 1:26:06 15135 速見　利津子 ﾊﾔﾐ ﾘﾂｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
17 1:26:09 15340 芦葉　賀代子 ｱｼﾊﾞ ｶﾖｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
18 1:27:37 15298 坂東　佳代子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ 神奈川県 横浜市
19 1:27:45 16203 鈴木　浩子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 東京都 町田市
20 1:28:24 15422 山田　英子 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｺ 神奈川県 鎌倉市
21 1:29:37 15194 末武　弘子 ｽｴﾀｹ ﾋﾛｺ 神奈川県 横浜市
22 1:30:20 15426 丸山　尚子 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻｺ 東京都 大田区
23 1:31:01 15476 丹野　由佳 ﾀﾝﾉ ﾕｶ 福島県 いわき市
24 1:31:59 15184 楠　瑠美子 ｸｽ ﾙﾐｺ 神奈川県 座間市
25 1:32:19 16208 狩俣　晴美 ｶﾘﾏﾀ ﾊﾙﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
26 1:32:42 10181 御子柴　知子 ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
27 1:32:59 15196 池田　きよみ ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾐ 静岡県 富士市
28 1:33:08 15366 金子　貴子 ｶﾈｺ ﾀｶｺ ＳＡＳラン友 神奈川県 横浜市
29 1:33:34 15483 西村　由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ 千葉県 船橋市
30 1:34:03 15242 佐藤　英子 ｻﾄｳ ｴｲｺ ＮＲＦ 奈良県 大和郡山市
31 1:34:15 16321 加藤　陽子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ ドミンゴ 千葉県 松戸市
32 1:34:45 15448 田村　裕子 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 相模原市
33 1:35:35 15621 棚田　早苗 ﾀﾅﾀﾞ ｻﾅｴ 神奈川県 鎌倉市
34 1:36:12 15143 飯田　範子 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 平塚市
35 1:36:19 15238 井出　三津子 ｲﾃﾞ ﾐﾂｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
36 1:36:39 15278 石井　淳子 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
37 1:37:02 15212 笠間　佐知子 ｶｻﾏ ｻﾁｺ 東京都 品川区
38 1:37:32 15371 刈込　英美 ｶﾘｺﾐ ﾋﾃﾞﾐ 神奈川県 横浜市
39 1:37:42 16116 奥田　多佳子 ｵｸﾀﾞ ﾀｶｺ 東京都 世田谷区
40 1:37:51 15458 岩澤　晶子 ｲﾜｻﾜ ｱｷｺ 横浜緑走友会 神奈川県 横浜市
41 1:38:38 15360 越川　順子 ｺｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 市川市
42 1:38:53 15666 小口　優子 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 小平市
43 1:40:00 16006 菅原　アヤ子 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔｺ 神奈川県 横浜市
44 1:40:25 10247 児島　富貴子 ｺｼﾞﾏ ﾌｷｺ 神奈川県 藤沢市
45 1:40:27 15888 山田　園子 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾉｺ 神奈川県 横浜市
46 1:40:49 15488 大濱　美智子 ｵｵﾊﾏ ﾐﾁｺ 鎌倉ＦＲＣ 神奈川県 鎌倉市
47 1:41:03 10198 小林　裕子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
48 1:41:05 16271 照沼　敏子 ﾃﾙﾇﾏ ﾄｼｺ 東京都 北区
49 1:41:09 15528 安江　秀子 ﾔｽｴ ﾋﾃﾞｺ 神奈川県 平塚市
50 1:41:29 15828 大島　祐子 ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 栃木県 栃木市
51 1:41:30 15056 矢後　寿恵 ﾔｺﾞ ﾋｻｴ 神奈川県 横浜市
52 1:41:59 15161 渡辺　和子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｺ ＳＡＳラン友 神奈川県 横浜市
53 1:42:14 10232 吉田　なおみ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 藤沢市
54 1:42:28 15497 中井　由貴子 ﾅｶｲ ﾕｷｺ 神奈川県 横浜市
55 1:42:33 15593 飛鳥井　雅子 ｱｽｶｲ ﾏｻｺ 東京都 町田市
56 1:42:40 15547 杉野　典子 ｽｷﾞﾉ ﾉﾘｺ 神奈川県 横須賀市
57 1:42:56 15617 郡　薫 ｺｵﾘ ｶｵﾙ 武蔵野世田谷 東京都 世田谷区
58 1:43:19 10404 押田　いづみ ｵｼﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ 神奈川県 藤沢市



59 1:44:12 10156 佐伯　泰子 ｻｴｷ ﾔｽｺ 神奈川県 藤沢市
60 1:44:24 10235 松本　裕子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ 神奈川県 藤沢市
61 1:44:32 15043 柳田　理恵 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｴ 神奈川県 海老名市
62 1:44:48 10092 辻　美穂 ﾂｼﾞ ﾐﾎ 神奈川県 藤沢市
63 1:44:58 15322 池田　ゆか ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 神奈川県 横浜市
64 1:44:59 15822 白石　恭子 ｼﾗｲｼ ｷｮｳｺ 神奈川県 伊勢原市
65 1:45:13 15478 西　淑美 ﾆｼ ﾖｼﾐ 兵庫県 宝塚市
66 1:45:15 15699 鳥井原　裕子 ﾄﾘｲﾊﾗ ﾕｳｺ 東京都 江東区
67 1:45:21 10090 入江　裕美 ｲﾘｴ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
68 1:45:32 16254 片野　美和子 ｶﾀﾉ ﾐﾜｺ アキランメイツ 神奈川県 綾瀬市
69 1:45:43 16310 百瀬　美恵子 ﾓﾓｾ ﾐｴｺ 埼玉県 加須市
70 1:46:21 16187 小林　朋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ びいばあず 埼玉県 三郷市
71 1:46:28 10076 加納　久美 ｶﾉｳ ﾋｻﾐ 神奈川県 藤沢市
72 1:46:28 15591 久野　恵子 ﾋｻﾉ ｹｲｺ かまくラン 神奈川県 鎌倉市
73 1:46:58 15787 山本　恭子 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ 埼玉県 幸手市
74 1:47:07 16168 吉田　敏美 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾐ 神奈川県 平塚市
75 1:47:18 16041 矢野　玲子 ﾔﾉ ﾚｲｺ 東京都 杉並区
76 1:47:25 15370 斎藤　かなえ ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
77 1:47:47 15568 多和田　里佳子 ﾀﾜﾀﾞ ﾘｶｺ 塚越薬局 神奈川県 川崎市
78 1:48:13 16260 岡本　恵子 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺ 神奈川県 川崎市
79 1:48:55 10174 青木　歌子 ｱｵｷ ｳﾀｺ 神奈川県 藤沢市
80 1:49:02 15655 笹島　奈保美 ｻｻｼﾞﾏ ﾅｵﾐ 神奈川県 横浜市
81 1:49:06 15451 朱宮　英美 ｼｭﾐﾔ ﾋﾃﾞﾐ 愛知県 名古屋市
82 1:49:16 16246 山路　陽子 ﾔﾏｼﾞ ﾖｳｺ 東京都 八王子市
83 1:49:21 10098 齊藤　恵子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 藤沢市
84 1:49:44 15213 奈良　淳子 ﾅﾗ ｼﾞｭﾝｺ 矢島ジャパン 東京都 世田谷区
85 1:50:14 15596 鷲見　尚美 ｽﾐ ﾅｵﾐ ランドルフィン 神奈川県 横浜市
86 1:50:18 10285 関本　恵美子 ｾｷﾓﾄ ｴﾐｺ 神奈川県 藤沢市
87 1:50:21 15933 竹谷　恭子 ﾀｹﾀﾆ ｷｮｳｺ 神奈川県 横浜市
88 1:50:25 10293 中村　順子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 藤沢市
89 1:51:00 16332 梅澤　敏子 ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼｺ 神奈川県 横浜市
90 1:51:26 16338 宮崎　容子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県 鎌倉市
91 1:51:58 16211 浅井　朱美 ｱｻｲ ｱｹﾐ 横浜緑走友会 神奈川県 川崎市
92 1:52:25 15839 髙山　和枝 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｴ グリム保育園 栃木県 下野市
93 1:52:31 15706 宮穂　良子 ﾐﾔﾎ ﾖｼｺ 神奈川県 平塚市
94 1:53:07 15532 木村　裕子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 神奈川県 横浜市
95 1:53:48 16047 大嶋　裕美 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾐ 神奈川県 横浜市
96 1:54:28 16087 小川　美恵 ｵｶﾞﾜ ﾐｴ 神奈川県 茅ヶ崎市
97 1:54:55 15571 チヤン　三夏 ﾁﾔﾝ ﾐｶ 神奈川県 鎌倉市
98 1:55:04 15424 栗原　多美子 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾐｺ なし 神奈川県 南足柄市
99 1:55:34 15009 清水　久美子 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ 神奈川県 川崎市

100 1:55:56 15953 杉木　昭子 ｽｷﾞｷ ｼｮｳｺ 神奈川県 横浜市
101 1:56:16 15531 平田　京子 ﾋﾗﾀ ｷｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
102 1:56:21 15970 田辺　美由紀 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 神奈川県 横浜市
103 1:56:49 15414 高田　小夜子 ﾀｶﾀﾞ ｻﾖｺ 神奈川県 横浜市
104 1:56:54 10460 田淵　恵美 ﾀﾌﾞﾁ ｴﾐ 神奈川県 藤沢市
105 1:57:38 15968 深瀬　正子 ﾌｶｾ ﾏｻｺ ＴＭＳＲ 神奈川県 川崎市
106 1:58:10 15635 蔡　雪瑩 ｻｲ ｾﾂｴ 東京都 江東区
107 1:58:12 15899 藤原　あけみ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｹﾐ 神奈川県 大和市
108 1:58:42 16359 佐藤　しのぶ ｻﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 長野県 長野市
109 1:59:27 10044 生澤　敦子 ｲｸｻﾜ ｱﾂｺ 神奈川県 藤沢市
110 1:59:30 15500 田部井　玲子 ﾀﾍﾞｲ ﾚｲｺ 神奈川県 横浜市
111 2:00:08 16096 荻原　和子 ｵｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
112 2:00:36 15562 室屋　節子 ﾑﾛﾔ ｾﾂｺ 岐阜県 高山市
113 2:01:00 10410 玉　浩子 ﾀﾏ ﾋﾛｺ ヒッポ 神奈川県 藤沢市
114 2:01:04 16089 富永　澄恵 ﾄﾐﾅｶﾞ ｽﾐｴ 東京都 杉並区
115 2:02:45 15881 荒木　宣子 ｱﾗｷ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市
116 2:03:23 16090 田野辺　映子 ﾀﾉﾍﾞ ｴｲｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
117 2:03:31 15588 古戸　則子 ﾌﾙﾄ ﾉﾘｺ 東京都 大田区



118 2:03:31 15691 下田　のり子 ｼﾓﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 世田谷区
119 2:05:39 15887 國武　洋子 ｸﾆﾀｹ ﾖｳｺ がんばるぞ 神奈川県 横浜市
120 2:07:09 15961 岩岡　恵子 ｲﾜｵｶ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市
121 2:07:53 16098 北島　光子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾂｺ 静岡県 熱海市
122 2:08:28 16222 神保　洋子 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 横浜市
123 2:09:38 10412 石井　千恵 ｲｼｲ ﾁｴ 藤沢病院 神奈川県 藤沢市
124 2:12:11 10344 大内　知子 ｵｵｳﾁ ﾄﾓｺ 神奈川県 藤沢市
125 2:12:16 15067 岩井　真理 ｲﾜｲ ﾏﾘ ＣＣＢＪＩ 神奈川県 横須賀市
126 2:12:42 15960 佐藤　クミコ ｻﾄｳ ｸﾐｺ かまくらん 神奈川県 横浜市
127 2:12:50 10288 尾仲　貴美 ｵﾅｶ ﾀｶﾐ 神奈川県 藤沢市
128 2:14:26 15362 吉田　由紀江 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｴ 神奈川県 横浜市
129 2:14:32 16066 橋本　千鳥 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾄﾞﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
130 2:15:43 15966 寺下　富士子 ﾃﾗｼﾀ ﾌｼﾞｺ 神奈川県 川崎市


