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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 2207 風見 節子 ｶｻﾞﾐ ｾﾂｺ 神奈川県 0:37:46
2 2205 篠原 真由美 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾕﾐ 東京都 0:42:10
3 2203 高橋 雅子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 東海村 0:42:22
4 2258 紺野 あゆ美 ｺﾝﾉ ｱﾕﾐ 牛久市 牛久走友会 0:44:23
5 2257 大沢 朋絵 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｴ 土浦市 牛久走友会 0:44:40
6 2255 押木 祐子 ｵｼｷ ﾕｳｺ 龍ｹ崎市 押木養鶏場 0:46:04
7 2249 原田 美恵 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｴ つくば市 0:46:22
8 2230 井上 由布子 ｲﾉｳｴ ﾕｳｺ 日立市 0:46:58
9 2201 落合 久世 ｵﾁｱｲ ﾋｻﾖ 牛久市 0:47:24

10 2235 吉岡 慈子 ﾖｼｵｶ ﾁｶｺ 龍ｹ崎市 0:47:48
11 2240 石川 典子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ 東京都 0:48:33
12 2254 高野 直美 ﾀｶﾉ ﾅｵﾐ つくばみらい市 ランハート 0:49:43
13 2208 金澤 幸子 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾁｺ 千葉県 0:49:56
14 2232 松村 直子 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｺ 古河市 0:51:25
15 2222 板倉 こず枝 ｲﾀｸﾗ ｺｽﾞｴ 取手市 0:51:54
16 2224 有田 めぐみ ｱﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 牛久市 0:51:57
17 2229 大谷 佳代 ｵｵﾀﾆ ｶﾖ つくば市 0:52:13
18 2241 坂井 摩子 ｻｶｲ ﾏｺ 千葉県 0:53:05
19 2234 後藤 比奈子 ｺﾞﾄｳ ﾋﾅｺ 牛久市 0:53:39
20 2251 佐藤 洋美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 神奈川県 0:54:32
21 2245 前田 真砂子 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｺ つくば市 0:54:34
22 2253 岡澤 美幸 ｵｶｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 牛久市 0:54:47
23 2204 辻 真弓 ﾂｼﾞ ﾏﾕﾐ 龍ｹ崎市 0:54:52
24 2231 岡田 和代 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 千葉県 0:55:13
25 2216 川島 千恵美 ｶﾜｼﾏ ﾁｴﾐ 龍ｹ崎市 0:56:19
26 2215 菅家 亜希子 ｶﾝｹ ｱｷｺ 牛久市 0:57:10
27 2211 鈴木 さとみ ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 土浦市 0:58:33
28 2218 岩井 貴代 ｲﾜｲ ﾀｶﾖ 阿見町 1:00:25
29 2209 山崎 可奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅ 牛久市 1:00:57
30 2210 神谷 準子 ｶﾐﾔ ﾉﾘｺ つくば市 1:03:30
31 2250 生田目 優子 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾕｳｺ つくば市 1:03:30
32 2256 南 愛 ﾐﾅﾐ ｱｲ 龍ｹ崎市 牛久愛和病院スポーツリラックス 1:03:47
33 2247 美弥 早川 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾔ 阿見町 1:04:37
34 2236 亀井 響子 ｶﾒｲ ｷｮｳｺ 取手市 1:04:56
35 2212 近藤 恵里子 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｺ 牛久市 1:06:05
36 2243 鈴木 統子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ つくば市 1:06:47
37 2226 布谷 尚美 ﾇﾉﾔ ﾅｵﾐ 牛久市 1:06:56
38 2223 須永 梓 ｽﾅｶﾞ ｱｽﾞｻ 龍ｹ崎市 1:09:38
39 2221 大橋 のり子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 東京都 1:09:55
40 2220 別所 香苗 ﾍﾞｯｼｮ ｶﾅｴ 千葉県 1:09:55
41 2252 居原 由季 ｲﾊﾗ ﾕｷ 龍ｹ崎市 1:11:41
42 2244 松本 聡子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｺ つくば市 1:15:38
43 2214 千代 優子 ｾﾝﾀﾞｲ ﾕｳｺ 土浦市 1:18:07
44 2202 杉内 正子 ｽｷﾞｳﾁ ﾏｻｺ つくば市 1:19:38
45 2227 坂齊 智子 ｻｶｻｲ ﾄﾓｺ 龍ｹ崎市 1:22:08
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