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1 ハーフ女子３９歳以下 4005 相川　友香 ｱｲｶﾜ ﾕｶ 1:23:02 江戸川区 武蔵ＪＡＰＡＮ 1 ハーフ女子
2 ハーフ女子３９歳以下 4004 松原　いづみ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾂﾞﾐ 1:23:34 中央区 アミノバイタル 2 ハーフ女子
3 ハーフ女子３９歳以下 4008 森江　美帆 ﾓﾘｴ ﾐﾎ 1:26:53 足立区 東京陸協 3 ハーフ女子
4 ハーフ女子３９歳以下 4258 秋元　あやか ｱｷﾓﾄ ｱﾔｶ 1:27:41 足立区 武蔵ＪＡＰＡＮ 4 ハーフ女子
5 ハーフ女子３９歳以下 4002 伊藤　夕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 1:28:07 埼玉県 武蔵ＵＭＣ 5 ハーフ女子
6 ハーフ女子３９歳以下 4417 元木　弘美 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾐ 1:28:49 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 7 ハーフ女子
7 ハーフ女子３９歳以下 4010 鈴木　りな ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 1:28:53 杉並区 チームヨッシー 8 ハーフ女子
8 ハーフ女子３９歳以下 4011 中村　光代 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾖ 1:29:56 足立区 ｅＡ東京 9 ハーフ女子
9 ハーフ女子３９歳以下 4006 遠藤　範子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 1:30:04 墨田区 ＷｉｎｄＲｕｎ 10 ハーフ女子
10 ハーフ女子３９歳以下 4038 腰原　可与 ｺｼﾊﾗ ｶﾖ 1:30:41 長野県 てぃっぷねす 13 ハーフ女子
11 ハーフ女子３９歳以下 4018 鈴木　亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 1:33:49 足立区 ふちえＲＣ 18 ハーフ女子
12 ハーフ女子３９歳以下 4023 安井　智恵子 ﾔｽｲ ﾁｴｺ 1:34:46 八王子市 20 ハーフ女子
13 ハーフ女子３９歳以下 4035 大水　真理 ｵｵﾐｽﾞ ﾏﾘ 1:36:25 神奈川県 チーム緑黄色 25 ハーフ女子
14 ハーフ女子３９歳以下 4028 土橋　美香子 ﾂﾁﾊｼ ﾐｶｺ 1:37:23 埼玉県 ＨＩＴ’Ｓ 28 ハーフ女子
15 ハーフ女子３９歳以下 4009 穂坂　麻子 ﾎｻｶ ｱｻｺ 1:38:43 東村山市 東京父島ＡＣ 31 ハーフ女子
16 ハーフ女子３９歳以下 4017 恩田　直美 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 1:39:10 神奈川県 32 ハーフ女子
17 ハーフ女子３９歳以下 4157 長沼　一葉 ﾅｶﾞﾇﾏ ｲﾁﾖｳ 1:40:17 江戸川区 武蔵ＪＡＰＡＮ 35 ハーフ女子
18 ハーフ女子３９歳以下 4025 喜多村　美代子 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾖｺ 1:41:04 墨田区 ニッポンランナ 36 ハーフ女子
19 ハーフ女子３９歳以下 4068 大川　理絵 ｵｵｶﾜ ﾘｴ 1:41:19 足立区 荒川日和☆ 37 ハーフ女子
20 ハーフ女子３９歳以下 4022 谷村　佳子 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｺ 1:42:12 埼玉県 39 ハーフ女子
21 ハーフ女子３９歳以下 4049 境　由理香 ｻｶｲ ﾕﾘｶ 1:42:39 埼玉県 チームＳＯＮＯ 41 ハーフ女子
22 ハーフ女子３９歳以下 4051 武藤　奈穂 ﾑﾄｳ ﾅｵ 1:42:44 杉並区 ｗｉｎｄｒｕｎ 42 ハーフ女子
23 ハーフ女子３９歳以下 4057 髙橋　明実 ﾀｶﾊｼ ｱｹﾐ 1:43:03 武蔵野市 ＹＲＣ 44 ハーフ女子
24 ハーフ女子３９歳以下 4032 飯岡　恵美 ｲｲｵｶ ｴﾐ 1:43:53 武蔵村山市 夢∞幻 45 ハーフ女子
25 ハーフ女子３９歳以下 4059 王丸　美紀 ｵｳﾏﾙ ﾐｷ 1:45:11 足立区 47 ハーフ女子
26 ハーフ女子３９歳以下 4048 西村　佳奈子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 1:45:25 東久留米市 48 ハーフ女子
27 ハーフ女子３９歳以下 4024 窪田　稔美 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾐ 1:47:07 渋谷区 日鍼ＲＣ 53 ハーフ女子
28 ハーフ女子３９歳以下 4026 長谷川　志保 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 1:47:16 千葉県 ウィング　ＡＣ 54 ハーフ女子
29 ハーフ女子３９歳以下 4056 藤掛　友実子 ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾐｺ 1:47:35 埼玉県 足立カメーズ 55 ハーフ女子
30 ハーフ女子３９歳以下 4064 中嶋　久美子 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾐｺ 1:47:44 世田谷区 56 ハーフ女子
31 ハーフ女子３９歳以下 4156 小林　花織 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 1:48:22 千葉県 ★★★★★ 57 ハーフ女子
32 ハーフ女子３９歳以下 4066 細山田　善美 ﾎｿﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾐ 1:48:26 神奈川県 ジュイール 58 ハーフ女子
33 ハーフ女子３９歳以下 4137 山本　真樹子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷｺ 1:49:13 千葉県 63 ハーフ女子
34 ハーフ女子３９歳以下 4171 櫛渕　恵美子 ｸｼﾌﾞﾁ ｴﾐｺ 1:49:18 新宿区 64 ハーフ女子
35 ハーフ女子３９歳以下 4065 中村　美奈子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 1:49:18 江戸川区 65 ハーフ女子
36 ハーフ女子３９歳以下 4077 安井　真樹子 ﾔｽｲ ﾏｷｺ 1:49:20 中野区 ＪＲＣ 66 ハーフ女子
37 ハーフ女子３９歳以下 4125 染谷　由香 ｿﾒﾔ ﾕｶ 1:49:34 千葉県 70 ハーフ女子
38 ハーフ女子３９歳以下 4154 沖田　直美 ｵｷﾀ ﾅｵﾐ 1:49:35 町田市 ジュイール 71 ハーフ女子
39 ハーフ女子３９歳以下 4180 田中　麻紀 ﾀﾅｶ ﾏｷ 1:50:12 中央区 75 ハーフ女子
40 ハーフ女子３９歳以下 4027 平野　一乃 ﾋﾗﾉ ｲﾁﾉ 1:50:19 新宿区 ＷｉｎｄＲｕｎ 76 ハーフ女子
41 ハーフ女子３９歳以下 4062 安達　由紀乃 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾉ 1:50:19 江東区 77 ハーフ女子
42 ハーフ女子３９歳以下 4031 冨永　里実 ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 1:50:36 足立区 東京陸協 80 ハーフ女子
43 ハーフ女子３９歳以下 4040 元柳　真美 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾏﾅﾐ 1:50:39 西東京市 どＭ倶楽部 81 ハーフ女子
44 ハーフ女子３９歳以下 4069 関根　今日子 ｾｷﾈ ｷｮｳｺ 1:50:43 埼玉県 ☆子 82 ハーフ女子
45 ハーフ女子３９歳以下 4037 三津山　悦子 ﾐﾂﾔﾏ ｴﾂｺ 1:50:47 日野市 帝人走友会 83 ハーフ女子
46 ハーフ女子３９歳以下 4081 佐藤　由実子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 1:51:03 江戸川区 浦安ランナーズ 85 ハーフ女子
47 ハーフ女子３９歳以下 4003 山﨑　牧 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 1:51:17 千代田区 86 ハーフ女子
48 ハーフ女子３９歳以下 4098 黒田　悠子 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｺ 1:51:23 西東京市 どＭ倶楽部 87 ハーフ女子
49 ハーフ女子３９歳以下 4042 佐藤　晴恵 ｻﾄｳ ﾊﾙｴ 1:51:47 千葉県 ライオンバード 90 ハーフ女子
50 ハーフ女子３９歳以下 4204 長名　優子 ｵｻﾅ ﾕｳｺ 1:51:53 調布市 91 ハーフ女子
51 ハーフ女子３９歳以下 4034 望月　弘美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾐ 1:52:14 中野区 93 ハーフ女子
52 ハーフ女子３９歳以下 4085 東　宏美 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾐ 1:53:12 神奈川県 山猫人 103 ハーフ女子
53 ハーフ女子３９歳以下 4063 深沼　文江 ﾌｶﾇﾏ ﾌﾐｴ 1:53:24 立川市 明楽笑友会 106 ハーフ女子
54 ハーフ女子３９歳以下 4152 福山　つゆき ﾌｸﾔﾏ ﾂﾕｷ 1:53:31 神奈川県 108 ハーフ女子
55 ハーフ女子３９歳以下 4307 尾口　優子 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:54:03 墨田区 112 ハーフ女子
56 ハーフ女子３９歳以下 4105 大神田　幸子 ｵｵｶﾝﾀﾞ ｻﾁｺ 1:54:04 葛飾区 江北陸上部ＯＢ 113 ハーフ女子
57 ハーフ女子３９歳以下 4227 鄭　守娟 ｼﾞｮﾝ ｽﾖﾝ 1:54:20 墨田区 115 ハーフ女子
58 ハーフ女子３９歳以下 4044 市橋　里菜 ｲﾁﾊｼ ﾘﾅ 1:54:29 神奈川県 116 ハーフ女子
59 ハーフ女子３９歳以下 4014 渡辺　樹里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾘ 1:54:31 千葉県 成城消防署 118 ハーフ女子
60 ハーフ女子３９歳以下 4045 川村　敦子 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂｺ 1:54:35 茨城県 レイナラン 120 ハーフ女子
61 ハーフ女子３９歳以下 4151 飯田　久美子 ｲｲﾀﾞ ｸﾐｺ 1:54:48 神奈川県 走れメガロス 123 ハーフ女子
62 ハーフ女子３９歳以下 4086 佐久間　聖名子 ｻｸﾏ ﾐﾅｺ 1:55:02 墨田区 126 ハーフ女子
63 ハーフ女子３９歳以下 4228 九島　美生 ｸｼﾏ ﾐｷ 1:55:07 足立区 帝京科学大学 127 ハーフ女子
64 ハーフ女子３９歳以下 4130 塩谷　美和子 ｼｵﾔ ﾐﾜｺ 1:55:59 千葉県 131 ハーフ女子
65 ハーフ女子３９歳以下 4072 塚本　公美恵 ﾂｶﾓﾄ ｸﾐｴ 1:56:16 目黒区 ホッパーズ 133 ハーフ女子
66 ハーフ女子３９歳以下 4095 水谷　優紀 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 1:56:40 大田区 135 ハーフ女子
67 ハーフ女子３９歳以下 4039 山口　英果 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｶ 1:56:45 墨田区 136 ハーフ女子
68 ハーフ女子３９歳以下 4117 大島　千恵子 ｵｵｼﾏ ﾁｴｺ 1:56:46 長野県 137 ハーフ女子
69 ハーフ女子３９歳以下 4070 矢部　美香 ﾔﾍﾞ ﾐｶ 1:56:48 埼玉県 139 ハーフ女子
70 ハーフ女子３９歳以下 4183 阿原　美里 ｱﾊﾗ ﾐｻﾄ 1:56:54 中野区 141 ハーフ女子
71 ハーフ女子３９歳以下 4109 岡田　めぐみ ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 1:56:59 神奈川県 143 ハーフ女子
72 ハーフ女子３９歳以下 4192 小柳　輝枝 ｺﾔﾅｷﾞ ﾃﾙｴ 1:57:01 千葉県 144 ハーフ女子
73 ハーフ女子３９歳以下 4074 高橋　友子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 1:57:03 品川区 145 ハーフ女子
74 ハーフ女子３９歳以下 4260 森　あいこ ﾓﾘ ｱｲｺ 1:57:11 大田区 147 ハーフ女子
75 ハーフ女子３９歳以下 4114 久木田　安奈 ｸｷﾀ ｱﾝﾅ 1:57:43 神奈川県 パリ日本人学校 150 ハーフ女子
76 ハーフ女子３９歳以下 4377 古畑　慧実 ﾌﾙﾊﾀ ｴﾐ 1:57:47 神奈川県 神奈川大学 151 ハーフ女子
77 ハーフ女子３９歳以下 4201 田原　緑 ﾀﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 1:57:55 茨城県 154 ハーフ女子
78 ハーフ女子３９歳以下 4135 小野寺　理恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 1:57:56 足立区 155 ハーフ女子
79 ハーフ女子３９歳以下 4419 山本　真美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 1:58:24 千葉県 159 ハーフ女子
80 ハーフ女子３９歳以下 4212 畠山　多恵子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｴｺ 1:58:28 世田谷区 ロードホッパー 161 ハーフ女子
81 ハーフ女子３９歳以下 4220 山本　亜矢子 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｺ 1:58:30 練馬区 162 ハーフ女子
82 ハーフ女子３９歳以下 4211 中川　由紀子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷｺ 1:58:48 千葉県 163 ハーフ女子
83 ハーフ女子３９歳以下 4219 国森　ひとみ ｸﾆﾓﾘ ﾋﾄﾐ 1:58:48 東大和市 164 ハーフ女子
84 ハーフ女子３９歳以下 4244 河合　真規子 ｶﾜｲ ﾏｷｺ 1:59:04 世田谷区 167 ハーフ女子
85 ハーフ女子３９歳以下 4132 久野　あや ﾋｻﾉ ｱﾔ 1:59:24 北区 ジュイール 170 ハーフ女子
86 ハーフ女子３９歳以下 4188 小池　千晶 ｺｲｹ ﾁｱｷ 2:00:04 埼玉県 越谷競走倶楽部 177 ハーフ女子
87 ハーフ女子３９歳以下 4163 町田　智美 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ 2:00:30 千葉県 ケセラセラ 179 ハーフ女子
88 ハーフ女子３９歳以下 4173 神山　麻恵 ｶﾐﾔﾏ ｱｻｴ 2:00:30 北区 180 ハーフ女子
89 ハーフ女子３９歳以下 4333 閑野　玲子 ｶﾝﾉ ﾚｲｺ 2:00:36 千葉県 181 ハーフ女子
90 ハーフ女子３９歳以下 4073 松浦　彩子 ﾏﾂｳﾗ ｱﾔｺ 2:00:44 神奈川県 183 ハーフ女子
91 ハーフ女子３９歳以下 4029 町田　千登勢 ﾏﾁﾀﾞ ﾁﾄｾ 2:00:48 荒川区 185 ハーフ女子
92 ハーフ女子３９歳以下 4110 橋本　幸子 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ 2:00:55 大田区 千日走会 186 ハーフ女子
93 ハーフ女子３９歳以下 4148 小堺　史美 ｺｻｶｲ ﾋﾄﾐ 2:01:04 江東区 187 ハーフ女子
94 ハーフ女子３９歳以下 4107 工藤　沙野香 ｸﾄﾞｳ ｻﾔｶ 2:01:08 葛飾区 188 ハーフ女子
95 ハーフ女子３９歳以下 4325 田中　ちほ ﾀﾅｶ ﾁﾎ 2:01:20 神奈川県 190 ハーフ女子
96 ハーフ女子３９歳以下 4093 酒巻　幸恵 ｻｶﾏｷ ﾕｷｴ 2:01:22 千葉県 191 ハーフ女子
97 ハーフ女子３９歳以下 4170 小林　亜樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷ 2:01:40 神奈川県 チーム女梅 194 ハーフ女子
98 ハーフ女子３９歳以下 4262 松本　美和 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾜ 2:01:43 江戸川区 195 ハーフ女子
99 ハーフ女子３９歳以下 4169 藤原　千恵 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴ 2:01:52 世田谷区 199 ハーフ女子
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100 ハーフ女子３９歳以下 4112 青柳　紀子 ｱｵﾔｷﾞ ﾉﾘｺ 2:01:59 足立区 チーム１６１０ 201 ハーフ女子
101 ハーフ女子３９歳以下 4053 西　由紀 ﾆｼ ﾕｷ 2:02:27 調布市 ＲＵＮＳＴＡＲ 205 ハーフ女子
102 ハーフ女子３９歳以下 4016 伊東　幸子 ｲﾄｳ ｻﾁｺ 2:02:29 千葉県 206 ハーフ女子
103 ハーフ女子３９歳以下 4122 真田　亜希子 ｻﾅﾀﾞ ｱｷｺ 2:02:38 足立区 207 ハーフ女子
104 ハーフ女子３９歳以下 4214 飯田　光 ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾙ 2:02:39 町田市 208 ハーフ女子
105 ハーフ女子３９歳以下 4158 我喜屋　育美 ｶﾞｷﾔ ｲｸﾐ 2:02:42 埼玉県 210 ハーフ女子
106 ハーフ女子３９歳以下 4092 義盛　文香 ﾖｼﾓﾘ ｱﾔｶ 2:02:51 西東京市 ちゃらんぽらん 211 ハーフ女子
107 ハーフ女子３９歳以下 4367 小長谷　理依 ｺﾅｶﾞﾔ ﾘｴ 2:02:55 大田区 213 ハーフ女子
108 ハーフ女子３９歳以下 4160 帆谷　美帆 ﾎﾀﾆ ﾐﾎ 2:03:27 渋谷区 221 ハーフ女子
109 ハーフ女子３９歳以下 4116 西田　望美 ﾆｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 2:03:37 多摩市 パリ日本人学校 223 ハーフ女子
110 ハーフ女子３９歳以下 4198 牧野　桂子 ﾏｷﾉ ｹｲｺ 2:03:42 江東区 224 ハーフ女子
111 ハーフ女子３９歳以下 4248 鈴木　瑞美 ｽｽﾞｷ ﾀﾏﾐ 2:03:52 立川市 ベルツリー 225 ハーフ女子
112 ハーフ女子３９歳以下 4348 田村　陽子 ﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 2:04:05 千葉県 あづま醫院走隊 227 ハーフ女子
113 ハーフ女子３９歳以下 4030 菅野　裕子 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｺ 2:04:21 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 231 ハーフ女子
114 ハーフ女子３９歳以下 4087 逸見　孝子 ﾍﾝﾐ ﾀｶｺ 2:04:25 中野区 233 ハーフ女子
115 ハーフ女子３９歳以下 4139 寺尾　実鈴 ﾃﾗｵ ﾐｽｽﾞ 2:04:26 世田谷区 ウィンドラン 234 ハーフ女子
116 ハーフ女子３９歳以下 4327 荒谷　幸絵 ｱﾗﾔ ﾕｷｴ 2:04:41 千葉県 ｗｉｎｄｒｕｎ 237 ハーフ女子
117 ハーフ女子３９歳以下 4088 林　友美 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾐ 2:05:08 千葉県 ランナーズ☆ 239 ハーフ女子
118 ハーフ女子３９歳以下 4226 小幡　秀美 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾐ 2:05:26 埼玉県 241 ハーフ女子
119 ハーフ女子３９歳以下 4355 桑田　かおり ｸﾜﾀ ｶｵﾘ 2:05:27 杉並区 242 ハーフ女子
120 ハーフ女子３９歳以下 4259 宮崎　はいみ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊｲﾐ 2:05:37 葛飾区 コリちゃん 243 ハーフ女子
121 ハーフ女子３９歳以下 4311 くどう　りょうこ ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｺ 2:05:52 新宿区 246 ハーフ女子
122 ハーフ女子３９歳以下 4142 清水　綾子 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ 2:05:55 東村山市 247 ハーフ女子
123 ハーフ女子３９歳以下 4239 佐原　摩尼 ｻﾊﾗ ﾏﾆ 2:06:02 千葉県 250 ハーフ女子
124 ハーフ女子３９歳以下 4001 長岡　智子 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｺ 2:06:16 埼玉県 走る人 253 ハーフ女子
125 ハーフ女子３９歳以下 4155 西野　雅子 ﾆｼﾉ ﾏｻｺ 2:06:47 埼玉県 ミニヨンズ 258 ハーフ女子
126 ハーフ女子３９歳以下 4328 服部　美弥子 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾔｺ 2:06:56 群馬県 260 ハーフ女子
127 ハーフ女子３９歳以下 4071 秋山　晶子 ｱｷﾔﾏ ｱｷｺ 2:07:15 八王子市 262 ハーフ女子
128 ハーフ女子３９歳以下 4340 南　香織 ﾐﾅﾐ ｶｵﾘ 2:07:28 大田区 264 ハーフ女子
129 ハーフ女子３９歳以下 4370 佐藤　菜穂子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 2:07:43 千葉県 268 ハーフ女子
130 ハーフ女子３９歳以下 4159 須藤　由佳 ｽﾄﾞｳ ﾕｶ 2:07:51 世田谷区 269 ハーフ女子
131 ハーフ女子３９歳以下 4276 小手川　麻紀 ｺﾃｶﾞﾜ ﾏｷ 2:07:55 足立区 270 ハーフ女子
132 ハーフ女子３９歳以下 11003 桜田　真理子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾘｺ 2:08:09 文京区 ＷＩＮＤＲＵＮ 274 ハーフ女子
133 ハーフ女子３９歳以下 4203 志田　絵里子 ｼﾀﾞ ｴﾘｺ 2:08:23 荒川区 279 ハーフ女子
134 ハーフ女子３９歳以下 4359 石川　靖子 ｲｼｶﾜ ﾔｽｺ 2:08:25 茨城県 280 ハーフ女子
135 ハーフ女子３９歳以下 4420 田島　千秋 ﾀｼﾞﾏ ﾁｱｷ 2:08:33 港区 281 ハーフ女子
136 ハーフ女子３９歳以下 4108 西村　亜佐子 ﾆｼﾑﾗ ｱｻｺ 2:08:35 葛飾区 282 ハーフ女子
137 ハーフ女子３９歳以下 4080 田中　陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 2:08:35 埼玉県 284 ハーフ女子
138 ハーフ女子３９歳以下 4123 新妻　美幸 ﾆｲﾂﾏ ﾐﾕｷ 2:08:43 葛飾区 287 ハーフ女子
139 ハーフ女子３９歳以下 4317 湯原　渚 ﾕﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 2:08:45 調布市 288 ハーフ女子
140 ハーフ女子３９歳以下 4113 袴田　啓子 ﾊｶﾏﾀﾞ ｹｲｺ 2:08:46 足立区 チーム１６１０ 289 ハーフ女子
141 ハーフ女子３９歳以下 4099 佐藤　理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ 2:08:51 岩手県 290 ハーフ女子
142 ハーフ女子３９歳以下 4294 小倉　由希 ｵｸﾞﾗ ﾕｷ 2:08:54 埼玉県 291 ハーフ女子
143 ハーフ女子３９歳以下 4129 藤村　ゆかり ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｶﾘ 2:08:57 神奈川県 292 ハーフ女子
144 ハーフ女子３９歳以下 4337 原嶋　里実 ﾊﾗｼﾏ ｻﾄﾐ 2:09:14 埼玉県 ホノマラ 293 ハーフ女子
145 ハーフ女子３９歳以下 4209 山本　美幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 2:09:22 世田谷区 294 ハーフ女子
146 ハーフ女子３９歳以下 4147 入江　美和子 ｲﾘｴ ﾐﾜｺ 2:09:27 埼玉県 295 ハーフ女子
147 ハーフ女子３９歳以下 4278 高橋　美香 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 2:09:34 江東区 296 ハーフ女子
148 ハーフ女子３９歳以下 4300 小岩　三恵子 ｺｲﾜ ﾐｴｺ 2:09:38 練馬区 297 ハーフ女子
149 ハーフ女子３９歳以下 4308 滝内　千春 ﾀｷｳﾁ ﾁﾊﾙ 2:09:49 世田谷区 299 ハーフ女子
150 ハーフ女子３９歳以下 4323 根本　淳子 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 2:09:58 北区 302 ハーフ女子
151 ハーフ女子３９歳以下 4233 堀井　稔恵 ﾎﾘｲ ﾄｼｴ 2:10:00 足立区 303 ハーフ女子
152 ハーフ女子３９歳以下 4207 守屋　香里 ﾓﾘﾔ ｶｵﾘ 2:10:05 足立区 307 ハーフ女子
153 ハーフ女子３９歳以下 4084 武智　有美 ﾀｹﾁ ﾄﾓﾐ 2:10:07 目黒区 ＫＫＲＣ 308 ハーフ女子
154 ハーフ女子３９歳以下 4241 與儀　順子 ﾖｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 2:10:08 埼玉県 309 ハーフ女子
155 ハーフ女子３９歳以下 4191 久米　麻実 ｸﾒ ｱｻﾐ 2:10:32 埼玉県 311 ハーフ女子
156 ハーフ女子３９歳以下 4269 松本　佳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｺ 2:10:37 練馬区 314 ハーフ女子
157 ハーフ女子３９歳以下 4115 清水　苑 ｼﾐｽﾞ ｿﾉ 2:10:59 多摩市 パリ日本人学校 317 ハーフ女子
158 ハーフ女子３９歳以下 4133 吉岡　美幸 ﾖｼｵｶ ﾐﾕｷ 2:11:03 足立区 デ部 318 ハーフ女子
159 ハーフ女子３９歳以下 4265 山崎　茜 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾈ 2:11:08 埼玉県 319 ハーフ女子
160 ハーフ女子３９歳以下 4185 沢木　美里 ｻﾜｷ ﾐｻﾄ 2:11:27 文京区 ミニヨン 322 ハーフ女子
161 ハーフ女子３９歳以下 4396 松田　穂波 ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾅﾐ 2:11:29 町田市 323 ハーフ女子
162 ハーフ女子３９歳以下 4310 大瀧　夕雅 ｵｵﾀｷ ﾕｳｶﾞ 2:11:31 埼玉県 325 ハーフ女子
163 ハーフ女子３９歳以下 4096 米山　沙絵子 ﾖﾈﾔﾏ ｻｴｺ 2:11:36 足立区 利根川楽走会 327 ハーフ女子
164 ハーフ女子３９歳以下 4274 吉野　美佐 ﾖｼﾉ ﾐｻ 2:11:45 練馬区 329 ハーフ女子
165 ハーフ女子３９歳以下 4264 榊原　千紗 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾁｻ 2:11:55 練馬区 331 ハーフ女子
166 ハーフ女子３９歳以下 4190 菊池　幸代 ｷｸﾁ ｻﾁﾖ 2:11:59 埼玉県 332 ハーフ女子
167 ハーフ女子３９歳以下 4019 後藤　春枝 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｴ 2:12:30 多摩市 336 ハーフ女子
168 ハーフ女子３９歳以下 4036 田中　公実子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ 2:12:30 調布市 337 ハーフ女子
169 ハーフ女子３９歳以下 4104 藤井　順子 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｺ 2:12:35 新宿区 339 ハーフ女子
170 ハーフ女子３９歳以下 4281 小境　久美子 ｺｻｶｲ ｸﾐｺ 2:12:38 足立区 340 ハーフ女子
171 ハーフ女子３９歳以下 4319 楢島　友子 ﾅﾗｼﾏ ﾄﾓｺ 2:12:39 杉並区 341 ハーフ女子
172 ハーフ女子３９歳以下 4223 田邉　あすか ﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 2:13:01 目黒区 344 ハーフ女子
173 ハーフ女子３９歳以下 4150 嶋田　雪絵 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷｴ 2:13:03 埼玉県 345 ハーフ女子
174 ハーフ女子３９歳以下 4257 松澤　恵美 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴﾐ 2:13:31 神奈川県 346 ハーフ女子
175 ハーフ女子３９歳以下 4299 川本　京佳 ｶﾜﾓﾄ ｷｮｳｶ 2:13:40 埼玉県 347 ハーフ女子
176 ハーフ女子３９歳以下 4237 ドリスコル　ソニア ﾄﾞﾘｽｺﾙ ｿﾆｱ 2:13:47 青森県 348 ハーフ女子
177 ハーフ女子３９歳以下 4350 小澤　あき子 ｵｻﾞﾜ ｱｷｺ 2:13:48 足立区 349 ハーフ女子
178 ハーフ女子３９歳以下 11001 川添　牧子 ｶﾜｿﾞｲ ﾏｷｺ 2:13:56 世田谷区 ＷｉｎｄＲｕｎ 351 ハーフ女子
179 ハーフ女子３９歳以下 4315 松本　由紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 2:14:19 荒川区 356 ハーフ女子
180 ハーフ女子３９歳以下 4162 林　典子 ﾊﾔｼ ﾉﾘｺ 2:14:28 千葉県 357 ハーフ女子
181 ハーフ女子３９歳以下 4181 遠藤　里穂 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 2:14:55 千葉県 359 ハーフ女子
182 ハーフ女子３９歳以下 4127 萩原　郁子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｸｺ 2:15:00 群馬県 ★加圧Ｅセブン 360 ハーフ女子
183 ハーフ女子３９歳以下 4296 八田　直子 ﾊｯﾀ ﾅｵｺ 2:15:06 神奈川県 島での名前は 361 ハーフ女子
184 ハーフ女子３９歳以下 4379 増野　香 ﾏｽﾉ ｶｵﾘ 2:15:17 墨田区 362 ハーフ女子
185 ハーフ女子３９歳以下 4354 土門　宏美 ﾄﾞﾓﾝ ﾋﾛﾐ 2:15:54 江戸川区 364 ハーフ女子
186 ハーフ女子３９歳以下 4316 香坂　理枝 ｺｳｻｶ ﾘｴ 2:15:57 墨田区 367 ハーフ女子
187 ハーフ女子３９歳以下 4164 北林　愛里 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 2:16:31 江東区 373 ハーフ女子
188 ハーフ女子３９歳以下 4143 尾上　のぞみ ｵﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 2:16:33 千葉県 375 ハーフ女子
189 ハーフ女子３９歳以下 4111 河原　寛子 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｺ 2:16:53 千葉県 376 ハーフ女子
190 ハーフ女子３９歳以下 4168 田中　小百合 ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ 2:17:01 新宿区 377 ハーフ女子
191 ハーフ女子３９歳以下 4266 横山　美弥子 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔｺ 2:17:03 千葉県 378 ハーフ女子
192 ハーフ女子３９歳以下 4393 小林　舞 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 2:17:04 豊島区 379 ハーフ女子
193 ハーフ女子３９歳以下 4121 渡部　奈津子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 2:17:11 神奈川県 ＥＭＵの会 380 ハーフ女子
194 ハーフ女子３９歳以下 4243 粟生　英理子 ｱｵｳ ｴﾘｺ 2:17:19 中央区 383 ハーフ女子
195 ハーフ女子３９歳以下 4172 新妻　さゆり ﾆｲﾂﾞﾏ ｻﾕﾘ 2:17:34 日野市 384 ハーフ女子
196 ハーフ女子３９歳以下 4055 荒木　真記子 ｱﾗｷ ﾏｷｺ 2:17:42 埼玉県 タケシ倶楽部 387 ハーフ女子
197 ハーフ女子３９歳以下 4255 杉村　まゆみ ｽｷﾞﾑﾗ ﾏﾕﾐ 2:18:01 埼玉県 ＡＶＲＣ◆埼玉 392 ハーフ女子
198 ハーフ女子３９歳以下 4213 富沢　麻紀子 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｷｺ 2:18:22 神奈川県 396 ハーフ女子
199 ハーフ女子３９歳以下 4206 渡辺　菜穂子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎｺ 2:18:23 埼玉県 397 ハーフ女子
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200 ハーフ女子３９歳以下 4322 三浦　禄 ﾐｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 2:18:27 沖縄県 398 ハーフ女子
201 ハーフ女子３９歳以下 4210 ギルマーティン　知 ｷﾞﾙﾏｰﾃｨﾝ ﾄﾓﾐ 2:18:33 小金井市 399 ハーフ女子
202 ハーフ女子３９歳以下 4140 小高　園子 ｺﾀｶ ｿﾉｺ 2:18:36 神奈川県 400 ハーフ女子
203 ハーフ女子３９歳以下 4058 富樫　有貴 ﾄｶﾞｼ ﾕｷ 2:18:41 千葉県 401 ハーフ女子
204 ハーフ女子３９歳以下 4349 星野　美緒 ﾎｼﾉ ﾐｵ 2:18:41 中野区 402 ハーフ女子
205 ハーフ女子３９歳以下 4240 矢部　恭子 ﾔﾍﾞ ｷｮｳｺ 2:18:47 台東区 403 ハーフ女子
206 ハーフ女子３９歳以下 4120 佐々木　史華 ｻｻｷ ﾌﾐｶ 2:18:52 練馬区 404 ハーフ女子
207 ハーフ女子３９歳以下 4375 富屋　美知代 ﾄﾐﾔ ﾐﾁﾖ 2:19:14 文京区 409 ハーフ女子
208 ハーフ女子３９歳以下 4361 澁木　麻樹 ｼﾌﾞｷ ﾏｷ 2:19:15 台東区 410 ハーフ女子
209 ハーフ女子３９歳以下 4103 黒須　明子 ｸﾛｽ ｱｷｺ 2:19:15 栃木県 クマの会 411 ハーフ女子
210 ハーフ女子３９歳以下 4305 富岡　千香子 ﾄﾐｵｶ ﾁｶｺ 2:19:17 埼玉県 412 ハーフ女子
211 ハーフ女子３９歳以下 4224 吉澤　美八 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾔ 2:19:21 墨田区 414 ハーフ女子
212 ハーフ女子３９歳以下 4216 角田　恵理 ｶｸﾀﾞ ｴﾘ 2:20:28 神奈川県 421 ハーフ女子
213 ハーフ女子３９歳以下 4346 鈴木　淳子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 2:20:44 葛飾区 423 ハーフ女子
214 ハーフ女子３９歳以下 4271 安田　千穂 ﾔｽﾀﾞ ﾁﾎ 2:20:47 埼玉県 424 ハーフ女子
215 ハーフ女子３９歳以下 4313 本間　敦子 ﾎﾝﾏ ｱﾂｺ 2:20:49 文京区 425 ハーフ女子
216 ハーフ女子３９歳以下 4318 塩見　明日菜 ｼｵﾐ ｱｽﾅ 2:21:06 渋谷区 427 ハーフ女子
217 ハーフ女子３９歳以下 4043 小林　路子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 2:21:35 荒川区 428 ハーフ女子
218 ハーフ女子３９歳以下 4149 福原　美佐 ﾌｸﾊﾗ ﾐｻ 2:21:48 西東京市 ちゃらんぽらん 430 ハーフ女子
219 ハーフ女子３９歳以下 4174 足立　あすか ｱﾀﾞﾁ ｱｽｶ 2:21:53 神奈川県 魚や一丁 432 ハーフ女子
220 ハーフ女子３９歳以下 4390 手塚　静枝 ﾃﾂﾞｶ ｼｽﾞｴ 2:21:58 神奈川県 433 ハーフ女子
221 ハーフ女子３９歳以下 4253 吉田　雅子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 2:22:33 八王子市 ジュイール 437 ハーフ女子
222 ハーフ女子３９歳以下 4082 吉田　楓 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 2:22:38 中央区 魚河岸ＲＣ 439 ハーフ女子
223 ハーフ女子３９歳以下 4392 森田　美友紀 ﾓﾘﾀ ﾐﾕｷ 2:22:43 茨城県 440 ハーフ女子
224 ハーフ女子３９歳以下 4083 佐藤　和美 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 2:22:52 練馬区 お芋っこＲＣ 441 ハーフ女子
225 ハーフ女子３９歳以下 4309 本間　純子 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｺ 2:22:59 大田区 443 ハーフ女子
226 ハーフ女子３９歳以下 4189 佐々木　とも子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 2:23:07 神奈川県 チーム女梅 444 ハーフ女子
227 ハーフ女子３９歳以下 4187 木谷　真紀 ｷﾀﾆ ﾏｷ 2:23:15 文京区 445 ハーフ女子
228 ハーフ女子３９歳以下 4128 浅沼　幸恵 ｱｻﾇﾏ ﾕｷｴ 2:23:18 東久留米市 447 ハーフ女子
229 ハーフ女子３９歳以下 4381 上田　麻子 ｳｴﾀﾞ ｱｻｺ 2:23:20 埼玉県 448 ハーフ女子
230 ハーフ女子３９歳以下 4061 白滝　綾 ｼﾗﾀｷ ｱﾔ 2:23:20 台東区 449 ハーフ女子
231 ハーフ女子３９歳以下 4041 伊藤　麻理沙 ｲﾄｳ ｱﾘｻ 2:23:32 千葉県 ウインドラン 451 ハーフ女子
232 ハーフ女子３９歳以下 4236 鈴木　ジェシカ ｽｽﾞｷ ｼﾞｪｼｶ 2:23:43 江戸川区 454 ハーフ女子
233 ハーフ女子３９歳以下 4297 今田　千鶴子 ｲﾏﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 2:24:15 茨城県 牛久走友会 456 ハーフ女子
234 ハーフ女子３９歳以下 4369 矢島　由紀子 ﾔｼﾞﾏ ﾕｷｺ 2:25:15 神奈川県 460 ハーフ女子
235 ハーフ女子３９歳以下 4404 和田　友布子 ﾜﾀﾞ ﾕｳｺ 2:25:20 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 461 ハーフ女子
236 ハーフ女子３９歳以下 4402 海老原　紀子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾉﾘｺ 2:26:02 千葉県 464 ハーフ女子
237 ハーフ女子３９歳以下 4341 市江　智恵子 ｲﾁｴ ﾁｴｺ 2:26:05 足立区 465 ハーフ女子
238 ハーフ女子３９歳以下 4089 武村　佳織 ﾀｹﾑﾗ ｶｵﾘ 2:26:09 板橋区 てんてこまい 466 ハーフ女子
239 ハーフ女子３９歳以下 4295 根本　有加里 ﾈﾓﾄ ﾕｶﾘ 2:26:12 多摩市 467 ハーフ女子
240 ハーフ女子３９歳以下 4052 元村　有希 ﾓﾄﾑﾗ ﾕｷ 2:26:15 千葉県 ＷｉｎｄＲｕｎ 468 ハーフ女子
241 ハーフ女子３９歳以下 4217 望月　麗子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｲｺ 2:26:28 神奈川県 470 ハーフ女子
242 ハーフ女子３９歳以下 4362 門脇　美乃里 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾉﾘ 2:26:33 足立区 471 ハーフ女子
243 ハーフ女子３９歳以下 4270 岡田　由美子 ｵｶﾀﾞ ﾕﾐｺ 2:26:44 文京区 475 ハーフ女子
244 ハーフ女子３９歳以下 4301 西村　久美子 ﾆｼﾑﾗ ｸﾐｺ 2:26:48 神奈川県 476 ハーフ女子
245 ハーフ女子３９歳以下 4166 小川　泰子 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｺ 2:27:09 豊島区 478 ハーフ女子
246 ハーフ女子３９歳以下 4153 小池　明子 ｺｲｹ ｱｷｺ 2:27:23 長野県 川上陸送 482 ハーフ女子
247 ハーフ女子３９歳以下 4075 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 2:27:47 千葉県 富ヶ谷ＷＳ 484 ハーフ女子
248 ハーフ女子３９歳以下 4324 平井　明子 ﾋﾗｲ ｱｷｺ 2:27:48 埼玉県 485 ハーフ女子
249 ハーフ女子３９歳以下 4391 三浦　智恵 ﾐｳﾗ ﾁｴ 2:28:18 足立区 489 ハーフ女子
250 ハーフ女子３９歳以下 4326 松野　愛 ﾏﾂﾉ ｱｲ 2:29:02 台東区 490 ハーフ女子
251 ハーフ女子３９歳以下 4273 宮島　紅美子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾐｺ 2:29:11 足立区 493 ハーフ女子
252 ハーフ女子３９歳以下 4254 斉藤　真由子 ｻｲﾄｳ ﾏﾕｺ 2:29:14 日の出町 494 ハーフ女子
253 ハーフ女子３９歳以下 4256 梶原　英美 ｶｼﾞﾊﾗ ｴﾐ 2:29:27 世田谷区 496 ハーフ女子
254 ハーフ女子３９歳以下 4399 内藤　梓 ﾅｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 2:29:35 町田市 498 ハーフ女子
255 ハーフ女子３９歳以下 4371 関　みはる ｾｷ ﾐﾊﾙ 2:29:37 足立区 499 ハーフ女子
256 ハーフ女子３９歳以下 4353 宮原　賀子 ﾐﾔﾊﾗ ﾉﾘｺ 2:30:25 八王子市 504 ハーフ女子
257 ハーフ女子３９歳以下 4161 柴山　はるか ｼﾊﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 2:30:35 北区 505 ハーフ女子
258 ハーフ女子３９歳以下 4118 関　麻衣 ｾｷ ﾏｲ 2:30:46 小金井市 508 ハーフ女子
259 ハーフ女子３９歳以下 4272 半澤　陽子 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾖｳｺ 2:31:32 埼玉県 509 ハーフ女子
260 ハーフ女子３９歳以下 4394 岩下　恵 ｲﾜｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 2:32:04 調布市 512 ハーフ女子
261 ハーフ女子３９歳以下 4202 佐藤　美妃 ｻﾄｳ ﾐｷ 2:32:17 小平市 アウルＪＣ 513 ハーフ女子
262 ハーフ女子３９歳以下 4358 卯月　久美子 ｳﾂﾞｷ ｸﾐｺ 2:32:35 目黒区 515 ハーフ女子
263 ハーフ女子３９歳以下 4145 鈴木　真樹子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 2:32:39 千葉県 516 ハーフ女子
264 ハーフ女子３９歳以下 4357 松田　貴子 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｺ 2:32:45 千葉県 517 ハーフ女子
265 ハーフ女子３９歳以下 4411 中野　あゆみ ﾅｶﾉ ｱﾕﾐ 2:32:45 千葉県 518 ハーフ女子
266 ハーフ女子３９歳以下 4205 尾野　由香里 ｵﾉ ﾕｶﾘ 2:32:50 埼玉県 ★★ＲＪＫ★★ 519 ハーフ女子
267 ハーフ女子３９歳以下 4312 嵐山　沙希子 ｱﾗｼﾔﾏ ｻｷｺ 2:32:52 文京区 520 ハーフ女子
268 ハーフ女子３９歳以下 4100 齋藤　みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 2:33:01 杉並区 楽ラン 521 ハーフ女子
269 ハーフ女子３９歳以下 4245 樋口　高子 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｺ 2:33:16 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 523 ハーフ女子
270 ハーフ女子３９歳以下 4097 倉持　康代 ｸﾗﾓﾁ ﾔｽﾖ 2:33:22 足立区 524 ハーフ女子
271 ハーフ女子３９歳以下 4225 勝田　敦子 ｶﾂﾀ ｱﾂｺ 2:34:14 千葉県 527 ハーフ女子
272 ハーフ女子３９歳以下 4416 近藤　敬子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 2:34:16 足立区 528 ハーフ女子
273 ハーフ女子３９歳以下 4408 縄田　恵子 ﾅﾜﾀ ｹｲｺ 2:34:22 板橋区 529 ハーフ女子
274 ハーフ女子３９歳以下 4398 佐竹　美枝 ｻﾀｹ ﾐｴ 2:34:43 江戸川区 532 ハーフ女子
275 ハーフ女子３９歳以下 4280 古川　幸美 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾐ 2:35:04 中野区 流星団 534 ハーフ女子
276 ハーフ女子３９歳以下 4400 今井　亜矢子 ｲﾏｲ ｱﾔｺ 2:35:18 千葉県 536 ハーフ女子
277 ハーフ女子３９歳以下 4286 並木　京子 ﾅﾐｷ ｷｮｳｺ 2:35:28 三鷹市 538 ハーフ女子
278 ハーフ女子３９歳以下 4395 持丸　奈都子 ﾓﾁﾏﾙ ﾅﾂｺ 2:35:44 神奈川県 539 ハーフ女子
279 ハーフ女子３９歳以下 4303 戸塚　智子 ﾄﾂｶ ｻﾄｺ 2:35:49 足立区 540 ハーフ女子
280 ハーフ女子３９歳以下 4267 今井　ゆう子 ｲﾏｲ ﾕｳｺ 2:35:58 神奈川県 チーム女梅 541 ハーフ女子
281 ハーフ女子３９歳以下 4407 有住　春花 ｱﾘｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 2:36:03 埼玉県 ＤＮＰ 542 ハーフ女子
282 ハーフ女子３９歳以下 4397 山口　貞子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾀﾞｺ 2:36:13 足立区 544 ハーフ女子
283 ハーフ女子３９歳以下 4331 西村　知 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ 2:36:15 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 546 ハーフ女子
284 ハーフ女子３９歳以下 4279 堀口　梨恵 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｴ 2:37:03 神奈川県 流星団 548 ハーフ女子
285 ハーフ女子３９歳以下 4263 井上　美景 ｲﾉｳｴ ﾐｶｹﾞ 2:37:13 足立区 549 ハーフ女子
286 ハーフ女子３９歳以下 4338 岩佐　映理 ｲﾜｻ ｴﾘ 2:37:24 目黒区 550 ハーフ女子
287 ハーフ女子３９歳以下 4365 小林　律子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾂｺ 2:37:40 福島県 552 ハーフ女子
288 ハーフ女子３９歳以下 4176 竹崎　奈有加 ﾀｹｻﾞｷ ﾅｳｶ 2:37:47 神奈川県 ＪＳＣＷ 553 ハーフ女子
289 ハーフ女子３９歳以下 4221 浅見　友理 ｱｻﾐ ﾕﾘ 2:37:53 新宿区 民子と政夫 555 ハーフ女子
290 ハーフ女子３９歳以下 4141 丸山　依子 ﾏﾙﾔﾏ ﾖﾘｺ 2:38:02 埼玉県 556 ハーフ女子
291 ハーフ女子３９歳以下 4343 苅部　良美 ｶﾘﾍﾞ ﾖｼﾐ 2:38:48 江東区 560 ハーフ女子
292 ハーフ女子３９歳以下 4218 望月　由子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｺ 2:38:52 神奈川県 561 ハーフ女子
293 ハーフ女子３９歳以下 4165 塩島　佐知子 ｼｵｼﾞﾏ ｻﾁｺ 2:38:56 練馬区 562 ハーフ女子
294 ハーフ女子３９歳以下 4167 高瀬　美穂 ﾀｶｾ ﾐﾎ 2:38:59 千葉県 富ヶ谷ＷＳ 563 ハーフ女子
295 ハーフ女子３９歳以下 4380 上原　ツカサ ｳｴﾊﾗ ﾂｶｻ 2:39:06 葛飾区 ウインドラン司 564 ハーフ女子
296 ハーフ女子３９歳以下 4284 和泉　亜耶 ｲｽﾞﾐ ｱﾔ 2:39:35 中央区 565 ハーフ女子
297 ハーフ女子３９歳以下 4234 山元　直美 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ 2:39:46 墨田区 568 ハーフ女子
298 ハーフ女子３９歳以下 4351 八町　彩子 ﾊｯﾁｮｳ ｱﾔｺ 2:39:49 墨田区 569 ハーフ女子
299 ハーフ女子３９歳以下 4293 西山　恵美 ﾆｼﾔﾏ ｴﾐ 2:40:03 茨城県 572 ハーフ女子
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300 ハーフ女子３９歳以下 4372 松山　紀久代 ﾏﾂﾔﾏ ｷｸﾖ 2:40:41 神奈川県 574 ハーフ女子
301 ハーフ女子３９歳以下 4261 小川　葉子 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ 2:41:27 千葉県 579 ハーフ女子
302 ハーフ女子３９歳以下 4179 坂本　三奈 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅ 2:41:34 埼玉県 ＪＣＳＷ 580 ハーフ女子
303 ハーフ女子３９歳以下 4178 穴沢　成香 ｱﾅｻﾞﾜ ｾｲｶ 2:41:34 清瀬市 ＪＣＳＷ 581 ハーフ女子
304 ハーフ女子３９歳以下 4356 篠田　裕子 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｺ 2:41:35 神奈川県 582 ハーフ女子
305 ハーフ女子３９歳以下 4403 山本　佳代 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ 2:41:58 世田谷区 585 ハーフ女子
306 ハーフ女子３９歳以下 4251 金光　由紀子 ｶﾅﾐﾂ ﾕｷｺ 2:42:16 千葉県 586 ハーフ女子
307 ハーフ女子３９歳以下 4374 本橋　麻弓 ﾓﾄﾊｼ ﾏﾕﾐ 2:42:21 足立区 587 ハーフ女子
308 ハーフ女子３９歳以下 4373 岩田　幸起 ｲﾜﾀ ｻｷ 2:44:02 世田谷区 592 ハーフ女子
309 ハーフ女子３９歳以下 4298 森田　陽子 ﾓﾘﾀ ﾖｳｺ 2:44:18 豊島区 594 ハーフ女子
310 ハーフ女子３９歳以下 4335 小泉　千帆 ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾎ 2:44:26 練馬区 595 ハーフ女子
311 ハーフ女子３９歳以下 4339 上野　玲奈 ｳｴﾉ ﾚｲﾅ 2:44:49 神奈川県 596 ハーフ女子
312 ハーフ女子３９歳以下 4282 松岡　愛美 ﾏﾂｵｶ ｱﾐ 2:46:05 中央区 598 ハーフ女子
313 ハーフ女子３９歳以下 4291 梅本　さやか ｳﾒﾓﾄ ｻﾔｶ 2:46:21 江戸川区 600 ハーフ女子
314 ハーフ女子３９歳以下 4289 四釜　由紀 ｼｶﾏ ﾕｷ 2:46:25 埼玉県 越谷しらこばと 601 ハーフ女子
315 ハーフ女子３９歳以下 4329 高橋　奈緒 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 2:47:16 台東区 602 ハーフ女子
316 ハーフ女子３９歳以下 4336 百武　絵里 ﾓﾓﾀｹ ｴﾘ 2:47:50 神奈川県 603 ハーフ女子
317 ハーフ女子３９歳以下 4384 菊入　映子 ｷｸｲﾘ ｴｲｺ 2:47:54 青梅市 605 ハーフ女子
318 ハーフ女子３９歳以下 4268 鮫島　真理子 ｻﾒｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 2:48:05 千葉県 Ｂチーム 606 ハーフ女子
319 ハーフ女子３９歳以下 4386 岡田　奈津代 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾖ 2:49:01 埼玉県 609 ハーフ女子
320 ハーフ女子３９歳以下 4306 茶山　恵子 ﾁｬﾔﾏ ｹｲｺ 2:49:15 江東区 611 ハーフ女子
321 ハーフ女子３９歳以下 4177 椎名　ともみ ｼｲﾅ ﾄﾓﾐ 2:49:20 清瀬市 ＪＳＣＷ 612 ハーフ女子
322 ハーフ女子３９歳以下 4186 中村　理恵 ﾅｶﾑﾗ ﾘｴ 2:49:26 品川区 613 ハーフ女子
323 ハーフ女子３９歳以下 4287 芦澤　明美 ｱｼｻﾞﾜ ｱｹﾐ 2:50:01 調布市 616 ハーフ女子
324 ハーフ女子３９歳以下 4376 杉崎　啓子 ｽｷﾞｻｷ ｹｲｺ 2:50:17 足立区 617 ハーフ女子
325 ハーフ女子３９歳以下 4277 田中　瑞希 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 2:50:37 大田区 619 ハーフ女子
326 ハーフ女子３９歳以下 4406 佐藤　禎子 ｻﾄｳ ﾃｲｺ 2:51:33 大田区 620 ハーフ女子
327 ハーフ女子３９歳以下 4199 祖母井　統子 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾄｳｺ 2:52:28 清瀬市 623 ハーフ女子
328 ハーフ女子３９歳以下 4347 日比野　靖子 ﾋﾋﾞﾉ ﾔｽｺ 2:52:38 足立区 624 ハーフ女子
329 ハーフ女子３９歳以下 4197 田中　直子 ﾀﾅｶ ﾅｵｺ 2:53:22 台東区 626 ハーフ女子
330 ハーフ女子３９歳以下 4208 川合　くみか ｶﾜｲ ｸﾐｶ 2:54:15 足立区 627 ハーフ女子
331 ハーフ女子３９歳以下 4288 大胡　亜希子 ﾀﾞｲｺﾞ ｱｷｺ 2:54:19 中央区 628 ハーフ女子
332 ハーフ女子３９歳以下 4330 佐藤　由美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 2:55:11 千葉県 630 ハーフ女子
333 ハーフ女子３９歳以下 4252 根本　明子 ﾈﾓﾄ ｱｷｺ 2:56:14 墨田区 632 ハーフ女子
334 ハーフ女子３９歳以下 4126 小西　正子 ｺﾆｼ ﾏｻｺ 2:56:14 墨田区 633 ハーフ女子
335 ハーフ女子３９歳以下 4194 新垣　さなえ ｱﾗｶｷ ｻﾅｴ 2:57:52 葛飾区 638 ハーフ女子
336 ハーフ女子３９歳以下 4134 小船　園望 ｺﾌﾞﾈ ｿﾉﾐ 2:58:28 神奈川県 ｆｕｎｒｕｎ 639 ハーフ女子
337 ハーフ女子３９歳以下 4410 平瀬　紀子 ﾋﾗｾ ﾉﾘｺ 2:58:40 千葉県 640 ハーフ女子
338 ハーフ女子３９歳以下 4352 田村　智美 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾐ 2:58:43 群馬県 ★加圧Ｅセブン 641 ハーフ女子
339 ハーフ女子３９歳以下 4368 渡辺　雅代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖ 2:58:53 江戸川区 643 ハーフ女子
340 ハーフ女子３９歳以下 4418 近藤　律子 ｺﾝﾄﾞｳ 2:59:45 文京区 645 ハーフ女子
341 ハーフ女子３９歳以下 4364 笹山　久美恵 ｻｻﾔﾏ ｸﾐｴ 3:00:11 神奈川県 646 ハーフ女子



種目順位 種目名 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所属クラブ 総合順位 総合種目名
1 ハーフ女子４０歳代 4502 横山　牧子 ﾖｺﾔﾏ ﾏｷｺ 1:28:11 板橋区 6 ハーフ女子
2 ハーフ女子４０歳代 4513 山澤　洋子 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾖｳｺ 1:30:20 茨城県 11 ハーフ女子
3 ハーフ女子４０歳代 4512 松浦　真由美 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕﾐ 1:30:39 埼玉県 白岡ＲＣ 12 ハーフ女子
4 ハーフ女子４０歳代 4506 長谷　好江 ﾊｾ ﾖｼｴ 1:30:55 千葉県 14 ハーフ女子
5 ハーフ女子４０歳代 4510 岩澤　聡子 ｲﾜｻﾜ ｻﾄｺ 1:31:42 神奈川県 ＴＭクラブ 15 ハーフ女子
6 ハーフ女子４０歳代 4503 都甲　邦子 ﾄｺｳ ｸﾆｺ 1:32:39 墨田区 16 ハーフ女子
7 ハーフ女子４０歳代 4504 岡本　幸子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 1:33:00 埼玉県 岡本歯科医院 17 ハーフ女子
8 ハーフ女子４０歳代 4515 谷　万理子 ﾀﾆ ﾏﾘｺ 1:35:23 荒川区 21 ハーフ女子
9 ハーフ女子４０歳代 4514 中村　正子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ 1:36:10 中央区 23 ハーフ女子
10 ハーフ女子４０歳代 4520 寺嶋　由香里 ﾃﾗｼﾏ ﾕｶﾘ 1:36:53 八王子市 26 ハーフ女子
11 ハーフ女子４０歳代 4505 鈴木　さおり ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ 1:37:07 品川区 27 ハーフ女子
12 ハーフ女子４０歳代 4507 豊島　真由美 ﾄﾖｼﾏ ﾏﾕﾐ 1:38:41 千葉県 30 ハーフ女子
13 ハーフ女子４０歳代 4521 垂井　淑栄 ﾀﾙｲ ﾄｼｴ 1:42:25 新宿区市 40 ハーフ女子
14 ハーフ女子４０歳代 4553 鈴木　昌代 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖ 1:42:48 墨田区 43 ハーフ女子
15 ハーフ女子４０歳代 4551 青井　洋子 ｱｵｲ ﾖｳｺ 1:46:06 江戸川区 49 ハーフ女子
16 ハーフ女子４０歳代 4555 多田　智恵美 ﾀﾀﾞ ﾁｴﾐ 1:46:19 埼玉県 50 ハーフ女子
17 ハーフ女子４０歳代 4511 長谷川　有美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 1:47:00 板橋区 51 ハーフ女子
18 ハーフ女子４０歳代 4523 秋間　はるみ ｱｷﾏ ﾊﾙﾐ 1:47:01 埼玉県 52 ハーフ女子
19 ハーフ女子４０歳代 4526 岡本　令子 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｺ 1:48:28 千葉県 59 ハーフ女子
20 ハーフ女子４０歳代 4578 入野　紀子 ｲﾘﾉ ﾉﾘｺ 1:48:28 千葉県 60 ハーフ女子
21 ハーフ女子４０歳代 4534 徳光　紀子 ﾄｸﾐﾂ ﾉﾘｺ 1:48:55 中央区 61 ハーフ女子
22 ハーフ女子４０歳代 4535 新井　惠子 ｱﾗｲ ｹｲｺ 1:49:27 北区 67 ハーフ女子
23 ハーフ女子４０歳代 4532 田村　直子 ﾀﾑﾗ ﾅｵｺ 1:49:28 荒川区 69 ハーフ女子
24 ハーフ女子４０歳代 4575 蔵野　敏江 ｸﾗﾉ ﾄｼｴ 1:49:53 世田谷区 チームコタック 73 ハーフ女子
25 ハーフ女子４０歳代 4518 七海　広子 ﾅﾅｳﾐ ﾋﾛｺ 1:49:57 世田谷区 チーム前田 74 ハーフ女子
26 ハーフ女子４０歳代 4556 伊藤　真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 1:50:22 千代田区 78 ハーフ女子
27 ハーフ女子４０歳代 4530 山崎　敦子 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｺ 1:50:30 北区 79 ハーフ女子
28 ハーフ女子４０歳代 4540 井上　綾子 ｲﾉｳｴ ｱﾔｺ 1:50:49 荒川区 ＫＲＣ 84 ハーフ女子
29 ハーフ女子４０歳代 4538 鷲田　ことじ ﾜｼﾀﾞ ｺﾄｼﾞ 1:51:29 府中市 88 ハーフ女子
30 ハーフ女子４０歳代 4564 冨島　ゆきこ ﾄﾐｼﾏ ﾕｷｺ 1:51:43 神奈川県 89 ハーフ女子
31 ハーフ女子４０歳代 4629 富永　佳子 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｺ 1:52:30 神奈川県 94 ハーフ女子
32 ハーフ女子４０歳代 4525 粟飯原　ゆり ｱｲﾊﾗ ﾕﾘ 1:52:31 神奈川県 95 ハーフ女子
33 ハーフ女子４０歳代 4545 安田　祐子 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｺ 1:52:55 足立区 チーム松田 97 ハーフ女子
34 ハーフ女子４０歳代 4567 松本　知子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｺ 1:52:57 練馬区 98 ハーフ女子
35 ハーフ女子４０歳代 4563 吉井　久美子 ﾖｼｲ ｸﾐｺ 1:53:01 大田区 99 ハーフ女子
36 ハーフ女子４０歳代 4552 佐々木　円 ｻｻｷ ﾏﾄﾞｶ 1:53:05 埼玉県 100 ハーフ女子
37 ハーフ女子４０歳代 4539 白井　真弓 ｼﾗｲ ﾏﾕﾐ 1:53:07 埼玉県 カープ！ 102 ハーフ女子
38 ハーフ女子４０歳代 4542 池田　恵子 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺ 1:53:22 神奈川県 105 ハーフ女子
39 ハーフ女子４０歳代 4517 山口　加代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ 1:53:29 神奈川県 横浜市陸協 107 ハーフ女子
40 ハーフ女子４０歳代 4541 伊藤　恭子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 1:53:39 大田区 110 ハーフ女子
41 ハーフ女子４０歳代 4636 小熊　美恵 ｵｸﾞﾏ ﾐｴ 1:54:12 千葉県 114 ハーフ女子
42 ハーフ女子４０歳代 4559 飯塚　淳子 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｺ 1:54:30 練馬区 117 ハーフ女子
43 ハーフ女子４０歳代 4594 小林　弘恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｴ 1:54:35 神奈川県 ＥＭＵの会 119 ハーフ女子
44 ハーフ女子４０歳代 4529 西村　久美子 ﾆｼﾑﾗ ｸﾐｺ 1:54:36 江東区 121 ハーフ女子
45 ハーフ女子４０歳代 4543 熊田　利英子 ｸﾏﾀﾞ ﾘｴｺ 1:54:55 中野区 マラソン完走Ｃ 124 ハーフ女子
46 ハーフ女子４０歳代 4565 鈴木　しおり ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 1:55:53 立川市 樂走組 130 ハーフ女子
47 ハーフ女子４０歳代 4662 大村　早苗 ｵｵﾑﾗ ｻﾅｴ 1:56:00 世田谷区 ポポロＡＣ 132 ハーフ女子
48 ハーフ女子４０歳代 4587 中野　由美子 ﾅｶﾉ ﾕﾐｺ 1:56:28 江東区 134 ハーフ女子
49 ハーフ女子４０歳代 4554 原　美奈 ﾊﾗ ﾐﾅ 1:56:46 神奈川県 138 ハーフ女子
50 ハーフ女子４０歳代 4573 松川　弥生 ﾏﾂｶﾜ ﾔﾖｲ 1:57:04 足立区 146 ハーフ女子
51 ハーフ女子４０歳代 4603 相沢　則子 ｱｲｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 1:57:33 西東京市 149 ハーフ女子
52 ハーフ女子４０歳代 4572 若林　賀津子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂｺ 1:57:50 調布市 ＷｉｎｄＲｕｎ 152 ハーフ女子
53 ハーフ女子４０歳代 4601 篠崎　三香 ｼﾉｻﾞｷ ﾐｶ 1:58:14 足立区 157 ハーフ女子
54 ハーフ女子４０歳代 4577 奥野　靖子 ｵｸﾉ ﾔｽｺ 1:58:20 千葉県 桜ランナーズ 158 ハーフ女子
55 ハーフ女子４０歳代 4610 小野　広美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 1:58:28 足立区 160 ハーフ女子
56 ハーフ女子４０歳代 4557 正岡　直子 ﾏｻｵｶ ﾅｵｺ 1:59:05 新宿区 168 ハーフ女子
57 ハーフ女子４０歳代 4671 渡邉　可菜子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 1:59:25 埼玉県 171 ハーフ女子
58 ハーフ女子４０歳代 4608 倉爪　陽子 ｸﾗﾂﾒ ﾖｳｺ 1:59:43 埼玉県 173 ハーフ女子
59 ハーフ女子４０歳代 4536 安斎　優美子 ｱﾝｻﾞｲ ﾕﾐｺ 1:59:45 東久留米市 174 ハーフ女子
60 ハーフ女子４０歳代 4568 加納　由美子 ｶﾉｳ ﾕﾐｺ 1:59:50 埼玉県 175 ハーフ女子
61 ハーフ女子４０歳代 4611 西倉　陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 2:00:37 埼玉県 182 ハーフ女子
62 ハーフ女子４０歳代 4631 野上　陸奥子 ﾉｶﾞﾐ ﾑﾂｺ 2:00:46 千葉県 184 ハーフ女子
63 ハーフ女子４０歳代 4546 神谷　薫 ｶﾐﾔ ｶｵﾙ 2:01:09 埼玉県 古千谷走友会 189 ハーフ女子
64 ハーフ女子４０歳代 4569 櫻井　直子 ｻｸﾗｲ ﾅｵｺ 2:01:29 江戸川区 さくらプリンズ 193 ハーフ女子
65 ハーフ女子４０歳代 4651 村上　美生 ﾑﾗｶﾐ ﾐｵ 2:01:43 中央区 196 ハーフ女子
66 ハーフ女子４０歳代 4560 小川　恵子 ｵｶﾞﾜ ｹｲｺ 2:01:44 墨田区 197 ハーフ女子
67 ハーフ女子４０歳代 4524 福山　千栄子 ﾌｸﾔﾏ ﾁｴｺ 2:01:49 江戸川区 198 ハーフ女子
68 ハーフ女子４０歳代 4619 神田　典子 ｶﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ 2:02:00 千葉県 燃やすゼ！脂肪 202 ハーフ女子
69 ハーフ女子４０歳代 4508 葛西　雅恵 ｶｻｲ ﾏｻｴ 2:02:20 千代田区 てんてこまい 203 ハーフ女子
70 ハーフ女子４０歳代 4593 久本　智子 ﾋｻﾓﾄ ﾄﾓｺ 2:02:22 大田区 204 ハーフ女子
71 ハーフ女子４０歳代 4627 石井　葉子 ｲｼｲ ﾖｳｺ 2:02:54 千葉県 勝手に完走協会 212 ハーフ女子
72 ハーフ女子４０歳代 4547 根本　左希子 ﾈﾓﾄ ｻｷｺ 2:02:59 埼玉県 214 ハーフ女子
73 ハーフ女子４０歳代 4613 小畠　裕子 ｺﾊﾞﾀｹ ﾕｳｺ 2:03:14 豊島区 ｔｗｉａｅｒｏ 216 ハーフ女子
74 ハーフ女子４０歳代 4616 泉田　百合 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾕﾘ 2:03:18 神奈川県 217 ハーフ女子
75 ハーフ女子４０歳代 4653 中村　香織 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 2:03:21 埼玉県 218 ハーフ女子
76 ハーフ女子４０歳代 4602 斉藤　陽子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ 2:03:22 神奈川県 219 ハーフ女子
77 ハーフ女子４０歳代 4642 永野　敦子 ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｺ 2:03:25 足立区 足立カメーズ 220 ハーフ女子
78 ハーフ女子４０歳代 4700 井上　裕子 ｲﾉｳｴ ﾕｳｺ 2:03:36 新宿区 222 ハーフ女子
79 ハーフ女子４０歳代 4570 齋藤　美貴 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 2:04:02 新宿区 226 ハーフ女子
80 ハーフ女子４０歳代 4647 遠藤　和美 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 2:04:06 足立区 228 ハーフ女子
81 ハーフ女子４０歳代 11002 池田　亜樹 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 2:04:21 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 232 ハーフ女子
82 ハーフ女子４０歳代 4562 栗城　明子 ｸﾘｷ ｱｷｺ 2:04:41 武蔵野市 236 ハーフ女子
83 ハーフ女子４０歳代 4590 小林　由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 2:05:09 埼玉県 240 ハーフ女子
84 ハーフ女子４０歳代 4607 松原　ひとみ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾄﾐ 2:05:45 千葉県 244 ハーフ女子
85 ハーフ女子４０歳代 4638 全　銀姫 ｾﾞﾝ ｷﾞﾝﾋ 2:05:57 荒川区 248 ハーフ女子
86 ハーフ女子４０歳代 4537 名取　博子 ﾅﾄﾘ ﾋﾛｺ 2:06:11 江戸川区 251 ハーフ女子
87 ハーフ女子４０歳代 4617 田中　真紀 ﾀﾅｶ ﾏｷ 2:06:13 町田市 252 ハーフ女子
88 ハーフ女子４０歳代 4584 後藤　貴江 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｴ 2:06:23 千葉県 グレシステム 255 ハーフ女子
89 ハーフ女子４０歳代 4686 及川　秀子 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 2:06:34 江東区 257 ハーフ女子
90 ハーフ女子４０歳代 4628 別府　美和 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾐﾜ 2:07:05 世田谷区 261 ハーフ女子
91 ハーフ女子４０歳代 4550 城田　邦江 ｼﾛﾀ ｸﾆｴ 2:07:36 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 265 ハーフ女子
92 ハーフ女子４０歳代 4633 高橋　千里 ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 2:07:40 豊島区 266 ハーフ女子
93 ハーフ女子４０歳代 4600 大竹　教子 ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ 2:07:42 北区 267 ハーフ女子
94 ハーフ女子４０歳代 4548 村上　富栄 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾐｴ 2:07:57 新宿区 272 ハーフ女子
95 ハーフ女子４０歳代 4626 岩田　淳子 ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝｺ 2:08:05 世田谷区 勝手に完走協会 273 ハーフ女子
96 ハーフ女子４０歳代 4599 上條　澄枝 ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐｴ 2:08:16 調布市 深大走友会 277 ハーフ女子
97 ハーフ女子４０歳代 4596 小島　明美 ｺｼﾞﾏ ｱｹﾐ 2:08:20 江東区 ケセラセラ 278 ハーフ女子
98 ハーフ女子４０歳代 4585 オオイ　紀枝 ｵｵｲ ﾉﾘｴ 2:08:35 足立区 Ｗフィールズ 283 ハーフ女子
99 ハーフ女子４０歳代 4652 王丸　由紀 ｵｳﾏﾙ ﾕｷ 2:08:35 足立区 285 ハーフ女子



種目順位 種目名 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所属クラブ 総合順位 総合種目名
100 ハーフ女子４０歳代 4533 谷辺　千尋 ﾀﾆﾍﾞ ﾁﾋﾛ 2:08:41 大田区 286 ハーフ女子
101 ハーフ女子４０歳代 4598 浜田　礼子 ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲｺ 2:09:52 中央区 チームびり 300 ハーフ女子
102 ハーフ女子４０歳代 4694 橋本　美紀子 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷｺ 2:09:55 足立区 301 ハーフ女子
103 ハーフ女子４０歳代 4566 冨居　涼子 ﾌｺﾞｳ ﾘｮｳｺ 2:10:04 文京区 305 ハーフ女子
104 ハーフ女子４０歳代 4688 林　あゆみ ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 2:10:04 足立区 チリタイ 306 ハーフ女子
105 ハーフ女子４０歳代 4618 河村　由美子 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾐｺ 2:10:10 新宿区 310 ハーフ女子
106 ハーフ女子４０歳代 4519 小林　香奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 2:10:32 港区 312 ハーフ女子
107 ハーフ女子４０歳代 4620 梅村　朝子 ｳﾒﾑﾗ ﾄﾓｺ 2:10:33 足立区 313 ハーフ女子
108 ハーフ女子４０歳代 4689 畝本　直美 ｳﾈﾓﾄ ﾅｵﾐ 2:10:40 中央区 315 ハーフ女子
109 ハーフ女子４０歳代 4580 三橋　千恵 ﾐﾂﾊｼ ﾁｴ 2:10:55 埼玉県 316 ハーフ女子
110 ハーフ女子４０歳代 4693 山田　佳子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ 2:11:29 中央区 324 ハーフ女子
111 ハーフ女子４０歳代 4665 宮田　和子 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｺ 2:11:32 墨田区 てんてこまい 326 ハーフ女子
112 ハーフ女子４０歳代 4581 竹林　洋子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 2:11:42 埼玉県 328 ハーフ女子
113 ハーフ女子４０歳代 4589 奥田　祐実子 ｵｸﾀﾞ ﾕﾐｺ 2:11:50 新宿区 330 ハーフ女子
114 ハーフ女子４０歳代 4646 牧野　静枝 ﾏｷﾉ ｼｽﾞｴ 2:12:23 江東区 ダックリングス 335 ハーフ女子
115 ハーフ女子４０歳代 4624 金子　智恵子 ｶﾈｺ ﾁｴｺ 2:12:32 新宿区 マラおたーず 338 ハーフ女子
116 ハーフ女子４０歳代 4660 中野　浩美 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾐ 2:12:52 埼玉県 342 ハーフ女子
117 ハーフ女子４０歳代 4639 新保　友美 ｼﾝﾎﾞ ﾄﾓﾐ 2:12:53 足立区 343 ハーフ女子
118 ハーフ女子４０歳代 4649 梶原　聡子 ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾄｺ 2:13:53 北区 350 ハーフ女子
119 ハーフ女子４０歳代 4549 棟方　幸子 ﾑﾅｶﾀ ｻﾁｺ 2:13:58 青森県 青森ＵＭＣ 353 ハーフ女子
120 ハーフ女子４０歳代 4630 久保　富士子 ｸﾎﾞ ﾌｼﾞｺ 2:14:13 足立区 355 ハーフ女子
121 ハーフ女子４０歳代 4675 末武　園美 ｽｴﾀｹ ｿﾉﾐ 2:15:32 神奈川県 ★ガス橋ＡＣ★ 363 ハーフ女子
122 ハーフ女子４０歳代 4711 二階堂　弥生 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾔﾖｲ 2:15:55 墨田区 365 ハーフ女子
123 ハーフ女子４０歳代 4701 吉田　美樹 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 2:15:55 足立区 366 ハーフ女子
124 ハーフ女子４０歳代 4709 皆葉　かな子 ﾐﾅﾊﾞ ｶﾅｺ 2:16:17 足立区 369 ハーフ女子
125 ハーフ女子４０歳代 4673 阿部　直子 ｱﾍﾞ ﾅｵｺ 2:16:24 神奈川県 370 ハーフ女子
126 ハーフ女子４０歳代 4615 平松　佐知子 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾁｺ 2:17:19 埼玉県 382 ハーフ女子
127 ハーフ女子４０歳代 4640 青木　裕子 ｱｵｷ ﾕｳｺ 2:17:40 神奈川県 386 ハーフ女子
128 ハーフ女子４０歳代 4574 山崎　智子 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｺ 2:17:43 千葉県 浦安ランナーズ 388 ハーフ女子
129 ハーフ女子４０歳代 4650 鈴木　充美 ｽｽﾞｷ ｲﾂﾐ 2:17:59 千葉県 389 ハーフ女子
130 ハーフ女子４０歳代 4661 木村　ひろ子 ｷﾑﾗ ﾋﾛｺ 2:18:00 埼玉県 390 ハーフ女子
131 ハーフ女子４０歳代 4680 仲田　祥子 ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 2:18:00 神奈川県 391 ハーフ女子
132 ハーフ女子４０歳代 4683 野口　幸枝 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｴ 2:18:13 千葉県 394 ハーフ女子
133 ハーフ女子４０歳代 4621 茅野　祥子 ｶﾔﾉ ｼｮｳｺ 2:18:19 世田谷区 395 ハーフ女子
134 ハーフ女子４０歳代 4645 枝廣　淳子 ｴﾀﾞﾋﾛ ｼﾞｭﾝｺ 2:18:59 神奈川県 406 ハーフ女子
135 ハーフ女子４０歳代 4706 高柳　りさ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｻ 2:19:18 神奈川県 413 ハーフ女子
136 ハーフ女子４０歳代 4712 浅野　敦美 ｱｻﾉ ｱﾂﾐ 2:19:28 足立区 足立団塊ＲＣ 416 ハーフ女子
137 ハーフ女子４０歳代 4697 横山　真智子 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾁｺ 2:19:49 埼玉県 418 ハーフ女子
138 ハーフ女子４０歳代 4634 秋浦　良子 ｱｷｳﾗ ﾘｮｳｺ 2:20:24 埼玉県 420 ハーフ女子
139 ハーフ女子４０歳代 4658 正木　宏枝 ﾏｻｷ ﾋﾛｴ 2:20:58 文京区 426 ハーフ女子
140 ハーフ女子４０歳代 4654 寺田　陽子 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｳｺ 2:21:37 新宿区 民子と政夫 429 ハーフ女子
141 ハーフ女子４０歳代 4635 奥山　淑江 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｴ 2:21:52 北区 431 ハーフ女子
142 ハーフ女子４０歳代 4561 渡部　久美子 ﾜﾀﾍﾞ ｸﾐｺ 2:22:31 神奈川県 436 ハーフ女子
143 ハーフ女子４０歳代 4592 熊谷　幸子 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾁｺ 2:22:57 江東区 442 ハーフ女子
144 ハーフ女子４０歳代 4663 今奈良　由紀子 ｲﾏﾅﾗ ﾕｷｺ 2:23:23 大田区 450 ハーフ女子
145 ハーフ女子４０歳代 4644 泉　美幸 ｲｽﾞﾐ ﾐﾕｷ 2:23:33 千葉県 ★ＴＥＡＭポチ 452 ハーフ女子
146 ハーフ女子４０歳代 4704 吉田　孝子 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｺ 2:23:39 足立区 453 ハーフ女子
147 ハーフ女子４０歳代 4674 高橋　和子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 2:24:36 茨城県 457 ハーフ女子
148 ハーフ女子４０歳代 4682 郷田　紀子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾉﾘｺ 2:24:45 埼玉県 458 ハーフ女子
149 ハーフ女子４０歳代 4622 神崎　裕子 ｶﾝｻﾞｷ ﾕｳｺ 2:26:16 江東区 タイマーズ 469 ハーフ女子
150 ハーフ女子４０歳代 4614 山田　克子 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂｺ 2:26:42 三鷹市 欽ちゃん走り 472 ハーフ女子
151 ハーフ女子４０歳代 4710 今井　真文 ｲﾏｲ ﾏﾌﾐ 2:26:43 江東区 474 ハーフ女子
152 ハーフ女子４０歳代 4656 小川　綾子 ｵｶﾞﾜ ｱﾔｺ 2:27:37 墨田区 483 ハーフ女子
153 ハーフ女子４０歳代 4668 伊藤　晶子 ｲﾄｳ ｼｮｳｺ 2:27:59 杉並区 486 ハーフ女子
154 ハーフ女子４０歳代 4702 浜崎　元子 ﾊﾏｻｷ ﾓﾄｺ 2:28:09 足立区 488 ハーフ女子
155 ハーフ女子４０歳代 4586 松田　聖子 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺ 2:29:03 世田谷区 491 ハーフ女子
156 ハーフ女子４０歳代 4707 中山　紀子 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘｺ 2:29:23 足立区 495 ハーフ女子
157 ハーフ女子４０歳代 4672 枝野　真紀 ｴﾀﾞﾉ ﾏｷ 2:29:30 千葉県 497 ハーフ女子
158 ハーフ女子４０歳代 4667 疋田　博美 ﾋｷﾀ ﾋﾛﾐ 2:30:40 墨田区 ＲＵＮ．ＳＤＳ 507 ハーフ女子
159 ハーフ女子４０歳代 4670 馬場　範枝 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｴ 2:31:35 足立区 510 ハーフ女子
160 ハーフ女子４０歳代 4698 城森　園子 ｼﾞｮｳﾓﾘ ｿﾉｺ 2:32:02 文京区 511 ハーフ女子
161 ハーフ女子４０歳代 4643 茂倉　玉美 ｼｹﾞｸﾗ ﾀﾏﾐ 2:33:10 葛飾区 ＮＲＣ 522 ハーフ女子
162 ハーフ女子４０歳代 4677 中束　としえ ﾅｶﾂｶ ﾄｼｴ 2:33:39 葛飾区 525 ハーフ女子
163 ハーフ女子４０歳代 4684 日高　かおり ﾋﾀﾞｶ ｶｵﾘ 2:33:45 神奈川県 526 ハーフ女子
164 ハーフ女子４０歳代 4623 萩尾　めぐみ ﾊｷﾞｵ ﾒｸﾞﾐ 2:34:22 埼玉県 ラフラフＲＣ 530 ハーフ女子
165 ハーフ女子４０歳代 4641 鶴見　由紀 ﾂﾙﾐ ﾕｷ 2:34:55 足立区 533 ハーフ女子
166 ハーフ女子４０歳代 4605 須郷　馨 ｽｺﾞｳ ｶｵﾘ 2:35:06 栃木県 535 ハーフ女子
167 ハーフ女子４０歳代 4669 小野　真弓 ｵﾉ ﾏﾕﾐ 2:36:15 神奈川県 545 ハーフ女子
168 ハーフ女子４０歳代 4657 大西　恵美 ｵｵﾆｼ ｴﾐ 2:36:44 埼玉県 547 ハーフ女子
169 ハーフ女子４０歳代 4685 三浦　知子 ﾐｳﾗ ﾄﾓｺ 2:37:32 大田区 551 ハーフ女子
170 ハーフ女子４０歳代 4696 永田　澄代 ﾅｶﾞﾀ ｽﾐﾖ 2:37:47 神奈川県 淵野辺走ルネ会 554 ハーフ女子
171 ハーフ女子４０歳代 4681 佐藤　三枝 ｻﾄｳ ﾐｴ 2:38:40 足立区 557 ハーフ女子
172 ハーフ女子４０歳代 4695 井上　玲子 ｲﾉｳｴ ﾚｲｺ 2:38:41 千葉県 558 ハーフ女子
173 ハーフ女子４０歳代 4687 町田　広子 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ 2:39:42 新潟県 566 ハーフ女子
174 ハーフ女子４０歳代 4625 八板　加奈江 ﾔｲﾀ ｶﾅｴ 2:39:46 神奈川県 淵野辺走ルネ会 567 ハーフ女子
175 ハーフ女子４０歳代 4676 宮本　桐生 ﾐﾔﾓﾄ ｷﾘｵ 2:40:03 千葉県 ＭＯＭＯＮＧＡ 571 ハーフ女子
176 ハーフ女子４０歳代 4664 笹沼　弥生 ｻｻﾇﾏ ﾔﾖｲ 2:40:54 神奈川県 575 ハーフ女子
177 ハーフ女子４０歳代 4582 高橋　美保 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 2:46:19 千葉県 599 ハーフ女子
178 ハーフ女子４０歳代 4713 澤田　操 ｻﾜﾀﾞ ﾐｻｵ 2:49:34 足立区 足立団塊ＲＣ 615 ハーフ女子
179 ハーフ女子４０歳代 4692 佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 2:50:28 埼玉県 618 ハーフ女子
180 ハーフ女子４０歳代 4637 坂本　優子 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｺ 2:52:04 北区 622 ハーフ女子
181 ハーフ女子４０歳代 4703 鈴木　敬子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 2:52:51 大田区 625 ハーフ女子
182 ハーフ女子４０歳代 4595 徳本　奈美 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾐ 2:54:35 埼玉県 629 ハーフ女子
183 ハーフ女子４０歳代 4690 加藤　和美 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ 2:55:40 神奈川県 631 ハーフ女子
184 ハーフ女子４０歳代 4705 青木　英子 ｱｵｷ ｴｲｺ 2:56:19 埼玉県 634 ハーフ女子
185 ハーフ女子４０歳代 4583 清老　光子 ｾｲﾛｳ ﾐﾂｺ 2:56:29 足立区 635 ハーフ女子
186 ハーフ女子４０歳代 4655 吉本　敦子 ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｺ 2:56:46 目黒区 636 ハーフ女子
187 ハーフ女子４０歳代 4579 富田　優子 ﾄﾐﾀ ﾕｳｺ 2:58:48 千葉県 てんてこまいＢ 642 ハーフ女子
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1 ハーフ女子５０歳代 4803 松井　一葉 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ 1:34:14 神奈川県 Ｍ＠平塚 19 ハーフ女子
2 ハーフ女子５０歳代 4808 海老澤　敦子 ｴﾋﾞｻﾜ ｱﾂｺ 1:36:06 世田谷区 22 ハーフ女子
3 ハーフ女子５０歳代 4802 小池　裕子 ｺｲｹ ﾋﾛｺ 1:36:23 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭＢ 24 ハーフ女子
4 ハーフ女子５０歳代 4813 石黒　美由紀 ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾕｷ 1:37:40 小平市 どＭちゃＲＵＮ 29 ハーフ女子
5 ハーフ女子５０歳代 4804 落合　さえ子 ｵﾁｱｲ ｻｴｺ 1:39:31 小平市 33 ハーフ女子
6 ハーフ女子５０歳代 4806 武者　俊子 ﾑｼｬ ﾄｼｺ 1:40:17 神奈川県 東京体育館ＲＣ 34 ハーフ女子
7 ハーフ女子５０歳代 4807 平松　かおり ﾋﾗﾏﾂ ｶｵﾘ 1:41:27 神奈川県 コナ・ウインド 38 ハーフ女子
8 ハーフ女子５０歳代 4809 高坂　裕子 ﾀｶｻｶ ﾋﾛｺ 1:44:39 足立区 46 ハーフ女子
9 ハーフ女子５０歳代 4827 今村　祥子 ｲﾏﾑﾗ ｻﾁｺ 1:49:27 新宿区 68 ハーフ女子
10 ハーフ女子５０歳代 4810 杉渕　明子 ｽｷﾞﾌﾞﾁ ｱｷｺ 1:49:50 千葉県 チームＢＵＤＳ 72 ハーフ女子
11 ハーフ女子５０歳代 4816 稲葉　美佐枝 ｲﾅﾊﾞ ﾐｻｴ 1:52:12 神奈川県 横浜中央走友会 92 ハーフ女子
12 ハーフ女子５０歳代 4801 古賀　多美子 ｺｶﾞ ﾀﾐｺ 1:52:39 神奈川県 96 ハーフ女子
13 ハーフ女子５０歳代 4825 久保田　桂子 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｺ 1:53:07 足立区 足立カメーズ 101 ハーフ女子
14 ハーフ女子５０歳代 4815 梶塚　由佳 ｶｼﾞﾂｶ ﾕｶ 1:53:15 中央区 ゆかとじゅん♪ 104 ハーフ女子
15 ハーフ女子５０歳代 4835 遠藤　えみ子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐｺ 1:53:32 目黒区 109 ハーフ女子
16 ハーフ女子５０歳代 4828 菅野　邦子 ｶﾝﾉ ｸﾆｺ 1:54:01 埼玉県 ラフラフランク 111 ハーフ女子
17 ハーフ女子５０歳代 4823 佐々木　美幸 ｻｻｷ ﾐﾕｷ 1:54:37 神奈川県 ＳＤＲＣ 122 ハーフ女子
18 ハーフ女子５０歳代 4812 渡辺　浩子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 1:55:33 神奈川県 128 ハーフ女子
19 ハーフ女子５０歳代 4853 石田尾　直子 ｲｼﾀﾞｵ ﾅｵｺ 1:56:49 葛飾区 140 ハーフ女子
20 ハーフ女子５０歳代 4822 土田　あづさ ﾂﾁﾀﾞ ｱﾂﾞｻ 1:57:54 三鷹市 三鷹マミーズ 153 ハーフ女子
21 ハーフ女子５０歳代 4838 小山　浩美 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ 1:58:10 練馬区 156 ハーフ女子
22 ハーフ女子５０歳代 4820 内藤　恭子 ﾅｲﾄｳ ｷｮｳｺ 1:58:53 神奈川県 ＮＨＯランナズ 165 ハーフ女子
23 ハーフ女子５０歳代 4905 竹田　まゆみ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 1:58:57 埼玉県 166 ハーフ女子
24 ハーフ女子５０歳代 4811 岡田　綾子 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｺ 1:59:21 埼玉県 169 ハーフ女子
25 ハーフ女子５０歳代 4844 金子　秀子 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｺ 1:59:35 練馬区 どＭ倶楽部 172 ハーフ女子
26 ハーフ女子５０歳代 4824 金子　いち子 ｶﾈｺ ｲﾁｺ 1:59:57 荒川区 足立カメーズ 176 ハーフ女子
27 ハーフ女子５０歳代 4832 大木　奈津子 ｵｵｷ ﾅﾂｺ 2:01:23 千葉県 明走会 192 ハーフ女子
28 ハーフ女子５０歳代 4850 佐藤　裕子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ 2:02:40 墨田区 209 ハーフ女子
29 ハーフ女子５０歳代 4862 山岡　悦子 ﾔﾏｵｶ ｴﾂｺ 2:04:20 江戸川区 欽ちゃん走り 229 ハーフ女子
30 ハーフ女子５０歳代 4845 山崎　ひろみ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 2:04:20 足立区 230 ハーフ女子
31 ハーフ女子５０歳代 4817 野上　惠子 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ 2:04:37 兵庫県 235 ハーフ女子
32 ハーフ女子５０歳代 4842 今中　惠子 ｲﾏﾅｶ ｹｲｺ 2:04:48 滋賀県 ＴＥＡＭ力興 238 ハーフ女子
33 ハーフ女子５０歳代 4821 岡島　良子 ｵｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 2:05:47 荒川区 245 ハーフ女子
34 ハーフ女子５０歳代 4868 多和田　里佳子 ﾀﾜﾀﾞ ﾘｶｺ 2:05:58 神奈川県 249 ハーフ女子
35 ハーフ女子５０歳代 4901 小林　正子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 2:06:21 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 254 ハーフ女子
36 ハーフ女子５０歳代 4863 佐藤　滋野 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾉ 2:06:54 神奈川県 259 ハーフ女子
37 ハーフ女子５０歳代 4836 鈴木　裕美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 2:08:12 神奈川県 275 ハーフ女子
38 ハーフ女子５０歳代 4841 加藤　佳子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 2:08:15 埼玉県 276 ハーフ女子
39 ハーフ女子５０歳代 4904 水沼　洋子 ﾐｽﾞﾇﾏ 2:10:02 神奈川県 304 ハーフ女子
40 ハーフ女子５０歳代 4831 小谷野　幸理子 ｺﾔﾉ ﾕﾘｺ 2:11:09 埼玉県 南浦和走友会 320 ハーフ女子
41 ハーフ女子５０歳代 4861 岩田　文子 ｲﾜﾀ ﾌﾐｺ 2:11:27 神奈川県 マイペース 321 ハーフ女子
42 ハーフ女子５０歳代 4903 内海　和子 ｳﾂﾐ 2:12:00 江東区 333 ハーフ女子
43 ハーフ女子５０歳代 4856 田口　カオル ﾀｸﾞﾁ ｶｵﾙ 2:12:21 埼玉県 334 ハーフ女子
44 ハーフ女子５０歳代 4834 朝倉　玲子 ｱｻｸﾗ ﾚｲｺ 2:13:56 神奈川県 352 ハーフ女子
45 ハーフ女子５０歳代 4826 歌川　さとみ ｳﾀｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 2:14:09 足立区 354 ハーフ女子
46 ハーフ女子５０歳代 4848 高橋　由美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 2:14:49 新潟県 358 ハーフ女子
47 ハーフ女子５０歳代 4867 阿部　施子 ｱﾍﾞ ｾﾂｺ 2:16:16 千葉県 ＧＯ元気走 368 ハーフ女子
48 ハーフ女子５０歳代 4854 井上　佳代子 ｲﾉｳｴ ｶﾖｺ 2:16:25 豊島区 371 ハーフ女子
49 ハーフ女子５０歳代 4857 天貝　八千代 ｱﾏｶﾞｲ ﾀﾁﾖ 2:16:25 千葉県 372 ハーフ女子
50 ハーフ女子５０歳代 4840 繁田　典子 ｼｹﾞﾀ ﾉﾘｺ 2:16:32 板橋区 374 ハーフ女子
51 ハーフ女子５０歳代 4833 古屋　茂子 ﾌﾙﾔ ｼｹﾞｺ 2:17:18 渋谷区 381 ハーフ女子
52 ハーフ女子５０歳代 4860 淺野　広美 ｱｻﾉ ﾋﾛﾐ 2:18:56 中野区 405 ハーフ女子
53 ハーフ女子５０歳代 4870 松本　麻里 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘ 2:19:01 中野区 407 ハーフ女子
54 ハーフ女子５０歳代 4852 山田　まゆみ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 2:19:06 埼玉県 408 ハーフ女子
55 ハーフ女子５０歳代 4837 松本　智恵子 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｴｺ 2:20:41 足立区 422 ハーフ女子
56 ハーフ女子５０歳代 4851 宗方　紀子 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾘｺ 2:22:22 神奈川県 435 ハーフ女子
57 ハーフ女子５０歳代 4873 柴田　美香子 ｼﾊﾞﾀ ﾐｶｺ 2:22:35 三鷹市 ハートフルＲＣ 438 ハーフ女子
58 ハーフ女子５０歳代 4865 三野　幾子 ﾐﾉ ｲｸｺ 2:23:17 足立区 ふちえＲＣ 446 ハーフ女子
59 ハーフ女子５０歳代 4906 伊藤　美恵子 ｲﾄｳ 2:24:05 足立区 ハートフルＲＣ 455 ハーフ女子
60 ハーフ女子５０歳代 4886 中久保　峰子 ﾅｶｸﾎﾞ ﾐﾈｺ 2:25:45 品川区 463 ハーフ女子
61 ハーフ女子５０歳代 4869 宮川　厚子 ﾐﾔｶﾜ ｱﾂｺ 2:26:43 埼玉県 473 ハーフ女子
62 ハーフ女子５０歳代 4878 阿部　すみえ ｱﾍﾞ ｽﾐｴ 2:27:11 埼玉県 479 ハーフ女子
63 ハーフ女子５０歳代 4818 矢作　和美 ﾔｻｸ ｶｽﾞﾐ 2:27:22 埼玉県 480 ハーフ女子
64 ハーフ女子５０歳代 4855 南　佳緒里 ﾐﾅﾐ ｶｵﾘ 2:27:22 神奈川県 淵野辺走ルネ会 481 ハーフ女子
65 ハーフ女子５０歳代 4847 田口　喜久江 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 2:28:00 足立区 487 ハーフ女子
66 ハーフ女子５０歳代 4849 森　純子 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ 2:30:02 埼玉県 500 ハーフ女子
67 ハーフ女子５０歳代 4884 森本　由美子 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐｺ 2:30:22 足立区 502 ハーフ女子
68 ハーフ女子５０歳代 4880 池上　聡子 ｲｹｳｴ ﾄﾓｺ 2:30:24 千葉県 503 ハーフ女子
69 ハーフ女子５０歳代 4893 吉田　真弓 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 2:30:37 中央区 ラン研究会 506 ハーフ女子
70 ハーフ女子５０歳代 4872 小林　裕美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 2:35:19 群馬県 ★加圧Ｅセブン 537 ハーフ女子
71 ハーフ女子５０歳代 4881 松崎　幸子 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾁｺ 2:38:43 茨城県 559 ハーフ女子
72 ハーフ女子５０歳代 4859 高田　葉子 ﾀｶﾀ ﾖｳｺ 2:39:56 文京区 チームメロス 570 ハーフ女子
73 ハーフ女子５０歳代 4894 渡辺　洋子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 2:40:57 西東京市 576 ハーフ女子
74 ハーフ女子５０歳代 4897 村中　延子 ﾑﾗﾅｶ ﾉﾌﾞｺ 2:41:19 神奈川県 577 ハーフ女子
75 ハーフ女子５０歳代 4871 中村　初枝 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂｴ 2:41:19 埼玉県 わらび走友会 578 ハーフ女子
76 ハーフ女子５０歳代 4883 佐々木　信子 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｺ 2:41:41 神奈川県 583 ハーフ女子
77 ハーフ女子５０歳代 4874 小畑　壽子 ｺﾊﾞﾀ ﾋｻｺ 2:41:49 足立区 584 ハーフ女子
78 ハーフ女子５０歳代 4858 河野　敏子 ｺｳﾉ ﾄｼｺ 2:42:22 葛飾区 588 ハーフ女子
79 ハーフ女子５０歳代 4898 新妻　裕子 ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｺ 2:43:50 神奈川県 590 ハーフ女子
80 ハーフ女子５０歳代 4888 古庄　みや子 ﾌﾙｼｮｳ ﾐﾔｺ 2:43:58 足立区 591 ハーフ女子
81 ハーフ女子５０歳代 4877 村山　純子 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 2:44:14 江東区 593 ハーフ女子
82 ハーフ女子５０歳代 4890 對間　眞弓 ﾀｲﾏ ﾏﾕﾐ 2:45:04 千葉県 タイマーズ 597 ハーフ女子
83 ハーフ女子５０歳代 4866 矢崎　登美子 ﾔｻﾞｷ ﾄﾐｺ 2:47:53 足立区 604 ハーフ女子
84 ハーフ女子５０歳代 4876 小石　明子 ｺｲｼ ｱｷｺ 2:48:05 葛飾区 607 ハーフ女子
85 ハーフ女子５０歳代 4895 緑川　まちこ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾏﾁｺ 2:48:30 品川区 608 ハーフ女子
86 ハーフ女子５０歳代 4891 近藤　万利 ｺﾝﾄﾞｳ 2:49:07 足立区 ハートフル 610 ハーフ女子
87 ハーフ女子５０歳代 4902 髙木　博子 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｺ 2:49:29 足立区 足立団塊ＲＣ 614 ハーフ女子
88 ハーフ女子５０歳代 4899 増田　真理子 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾘｺ 2:52:00 足立区 ハートフルＲＣ 621 ハーフ女子
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1 ハーフ女子６０歳代 5001 広沢　玲子 ﾋﾛｻﾜ 1:48:57 武蔵村山市 武蔵村山市陸協 62 ハーフ女子
2 ハーフ女子６０歳代 5002 金山　佐司子 ｶﾈﾔﾏ ｻｼﾞｺ 1:54:58 茨城県 125 ハーフ女子
3 ハーフ女子６０歳代 5008 東　桃子 ｱｽﾞﾏ ﾓﾓｺ 1:55:44 神奈川県 山猫人 129 ハーフ女子
4 ハーフ女子６０歳代 5005 梅沢　純子 ｳﾒｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 1:56:55 静岡県 142 ハーフ女子
5 ハーフ女子６０歳代 5011 前田　妙子 ﾏｴﾀﾞ ﾀｴｺ 1:57:26 神奈川県 148 ハーフ女子
6 ハーフ女子６０歳代 5007 加藤　たつ江 ｶﾄｳ ﾀﾂｴ 2:00:10 神奈川県 厚木走笑クラブ 178 ハーフ女子
7 ハーフ女子６０歳代 5014 星　ふよ子 ﾎｼ ﾌﾖｺ 2:01:58 葛飾区 200 ハーフ女子
8 ハーフ女子６０歳代 5004 都築　知美子 ﾂﾂﾞｷ ﾁﾐｺ 2:03:12 荒川区 215 ハーフ女子
9 ハーフ女子６０歳代 5003 加藤　裕子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ 2:06:32 茨城県 256 ハーフ女子
10 ハーフ女子６０歳代 5015 岡田　ハツエ ｵｶﾀﾞ ﾊﾂｴ 2:07:18 千葉県 塚田ｊ＆ｓ 263 ハーフ女子
11 ハーフ女子６０歳代 5010 荒井　敏子 ｱﾗｲ ﾄｼｺ 2:09:38 足立区 298 ハーフ女子
12 ハーフ女子６０歳代 5017 岡部　悦子 ｵｶﾍﾞ ｴﾂｺ 2:17:35 江東区 385 ハーフ女子
13 ハーフ女子６０歳代 5013 豆村　静江 ﾏﾒﾑﾗ ｼｽﾞｴ 2:18:02 港区 393 ハーフ女子
14 ハーフ女子６０歳代 5012 中田　貴和子 ﾅｶﾀ ｷﾜｺ 2:19:26 千葉県 415 ハーフ女子
15 ハーフ女子６０歳代 5029 福澤　チヨ子 ﾌｸｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 2:19:39 足立区 ななかまど 417 ハーフ女子
16 ハーフ女子６０歳代 5023 村越　成子 ﾑﾗｺｼ ｼｹﾞｺ 2:22:18 足立区 434 ハーフ女子
17 ハーフ女子６０歳代 5016 工藤　容子 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｺ 2:25:02 墨田区 459 ハーフ女子
18 ハーフ女子６０歳代 5025 計良　梢 ｹｲﾗ ｺｽﾞｴ 2:25:22 埼玉県 ＲＬランクラブ 462 ハーフ女子
19 ハーフ女子６０歳代 5021 今井　良子 ｲﾏｲ ﾘｮｳｺ 2:26:52 品川区 477 ハーフ女子
20 ハーフ女子６０歳代 5024 土屋　宏子 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｺ 2:29:04 港区 492 ハーフ女子
21 ハーフ女子６０歳代 5028 仁平　節子 ﾆﾀﾞｲﾗ ｾﾂｺ 2:30:18 足立区 ハートフルＲＣ 501 ハーフ女子
22 ハーフ女子６０歳代 5018 保坂　冨久子 ﾎｻｶ ﾌｸｺ 2:32:28 稲城市 514 ハーフ女子
23 ハーフ女子６０歳代 5022 秋葉　美佐子 ｱｷﾊﾞ ﾐｻｺ 2:34:23 千葉県 531 ハーフ女子
24 ハーフ女子６０歳代 5020 後藤　隆子 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｺ 2:36:05 板橋区 543 ハーフ女子
25 ハーフ女子６０歳代 5030 伊藤　和子 ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ 2:40:20 足立区 足立団塊ＲＣ 573 ハーフ女子
26 ハーフ女子６０歳代 5019 青木　珠子 ｱｵｷ ﾀﾏｺ 2:42:38 千葉県 589 ハーフ女子
27 ハーフ女子６０歳代 5009 岩田　浩子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 2:57:00 秋田県 秋田県走友会 637 ハーフ女子
28 ハーフ女子６０歳代 5026 香川　純子 ｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 2:59:25 埼玉県 ＲＬランクラブ 644 ハーフ女子
29 ハーフ女子６０歳代 5027 杉山　滝子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｷｺ 3:00:17 足立区 足立カメーズ 647 ハーフ女子
1 ハーフ女子７０歳以上 5101 大野　正子 ｵｵﾉ ﾏｻｺ 2:07:56 足立区 足立カメーズ 271 ハーフ女子
2 ハーフ女子７０歳以上 5103 飯田　徳子 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 2:19:57 埼玉県 419 ハーフ女子


