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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 2358 村山 かおり ﾑﾗﾔﾏ ｶｵﾘ 龍ｹ崎市 牛久走友会 0:41:20
2 2362 嶋田 朋子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ つくば市 ＳＴＲＩＤＥＳ 0:42:28
3 2357 古橋 留美 ﾌﾙﾊｼ ﾙﾐ 水戸市 水戸石川走友会 0:43:00
4 2321 高橋 明子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ つくば市 0:44:27
5 2351 於保 恭子 ｵﾎ ｷｮｳｺ 東京都 味スタランナーズクラブ 0:44:57
6 2303 大江 真紀子 ｵｵｴ ﾏｷｺ つくば市 0:45:05
7 2325 鈴木 恭子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 日立市 0:45:13
8 2352 佐藤 由美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 日立市 太田走友会 0:45:39
9 2356 清水 政代 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾖ 水戸市 水戸石川走友会 0:47:10

10 2335 小林 恵理子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｺ 土浦市 0:47:17
11 2308 五十嵐 真美 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾐ 土浦市 0:47:27
12 2333 稲石 里美 ｲﾅｲｼ ｻﾄﾐ 水戸市 0:47:58
13 2324 松尾 直子 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 日立市 0:48:00
14 2344 佐藤 重子 ｻﾄｳ ｼｹﾞｺ 龍ｹ崎市 0:48:20
15 2317 大島 智子 ｵｵｼﾏ ﾄﾓｺ 水戸市 0:48:22
16 2326 久野 玲子 ｸﾉ ﾚｲｺ 日立市 0:48:29
17 2361 山本 由美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ つくば市 ＳＴＲＩＤＥＳ 0:48:44
18 2360 鈴木 志織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 東京都 ＳＥＭＡＳ新松戸 0:49:58
19 2320 串間 なをみ ｸｼﾏ ﾅｦﾐ 埼玉県 0:50:09
20 2359 倉嶋 たけ代 ｸﾗｼﾏ ﾀｹﾖ 牛久市 牛久走友会 0:52:14
21 2345 羽下 麻利 ﾊｶﾞ ﾏﾘ 土浦市 お達者クラブ 0:52:25
22 2339 白鳥 美智子 ｼﾗﾄﾘ ﾐﾁｺ つくば市 0:53:20
23 2349 塙 晃子 ﾊﾅﾜ ｱｷｺ 笠間市 ぴょん太ＲＣ 0:53:53
24 2327 藤掛 美穂 ﾌｼﾞｶｹ ﾐﾎ 千葉県 0:54:43
25 2323 星野 香 ﾎｼﾉ ｶｵﾘ 土浦市 0:54:47
26 2301 新関 紀子 ﾆｲｾﾞｷ ﾉﾘｺ 阿見町 0:54:47
27 2302 鋤崎 秀子 ｽｷｻﾞｷ ﾋﾃﾞｺ 取手市 0:55:33
28 2329 大賀 智子 ｵｵｶﾞ ﾄﾓｺ つくば市 0:55:58
29 2312 坂井 清美 ｻｶｲ ｷﾖﾐ 稲敷市 0:56:21
30 2315 丹澤 良江 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼｴ 千葉県 0:56:31
31 2355 岩渕 博美 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾐ 石岡市 水戸ランナー塾 0:56:56
32 2314 広瀬 美樹 ﾋﾛｾ ﾐｷ 稲敷市 0:59:13
33 2336 堀 千秋 ﾎﾘ ﾁｱｷ 山形県 1:00:01
34 2332 江守 史子 ｴﾓﾘ ﾌﾐｺ つくば市 1:00:02
35 2316 渡邊 陽子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 土浦市 1:00:07
36 2338 稲川 祐美 ｲﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 土浦市 1:00:09
37 2342 吉村 公子 ﾖｼﾑﾗ ｷﾐｺ つくば市 1:01:00
38 2310 北郷 史枝 ﾎﾝｺﾞｳ ﾌﾐｴ 牛久市 1:01:16
39 2364 柳沢 文江 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾐｴ 土浦市 ｔｅａｍ県南病院 1:01:42
40 2307 木次谷 典子 ｷｼﾞﾔ ﾉﾘｺ 土浦市 1:03:41
41 2341 坂上 悦子 ｻｶｳｴ ｴﾂｺ 水戸市 1:03:51
42 2347 田村 章子 ﾀﾑﾗ ｱｷｺ 牛久市 つくばのそよ風 1:04:05
43 2319 佐藤 伏美 ｻﾄｳ ﾌｼﾐ 埼玉県 1:04:12
44 2363 大川 典子 ｵｵｶﾜ ﾉﾘｺ つくば市 ＳＴＲＩＤＥＳ 1:04:12
45 2305 飯泉 由美 ｲｲｽﾞﾐ ﾕﾐ つくばみらい市 1:04:12
46 2348 横谷 薫 ﾖｺﾀﾆ ｶｵﾙ つくば市 つくばランラボ 1:04:34
47 2304 齊藤 由紀子 ｻｲﾄｳ ﾕｷｺ 取手市 1:06:07
48 2328 大川 季栄 ｵｵｶﾜ ｷｴ 牛久市 1:07:13
49 2318 片野 純子 ｶﾀﾉ ｼﾞｭﾝｺ 龍ｹ崎市 1:09:16
50 2311 高橋 明美 ﾀｶﾊｼ ｱｹﾐ 牛久市 1:09:49
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51 2340 猪 良江 ｲﾉ ﾖｼｴ 土浦市 1:20:20
52 2331 丹治 美樹枝 ﾀﾝｼﾞ ﾐｷｴ 取手市 1:22:41
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