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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 2437 新本 美智枝 ｼﾝﾓﾄ ﾐﾁｴ 取手市 茨城マスターズ 0:46:22
2 2426 杉本 由美子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾐｺ 利根町 エボーリュ 0:47:16
3 2409 深谷 芳子 ﾌｶﾔ ﾖｼｺ つくば市 0:47:30
4 2427 金子 久子 ｶﾈｺ ﾋｻｺ 埼玉県 サニエスリンク 0:48:17
5 2415 本城 幸子 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾁｺ 高萩市 0:49:15
6 2413 井上 身知子 ｲﾉｳｴ ﾐﾁｺ 坂東市 0:50:05
7 2417 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 千葉県 0:50:46
8 2435 冨永 美佐子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｻｺ 埼玉県 浦和駄馬０－０ 0:51:39
9 2410 入谷 寿美 ｲﾘﾀﾆ ｽﾐ 龍ｹ崎市 0:51:40

10 2412 吉村 光恵 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂｴ 東京都 0:53:11
11 2401 秋田 典子 ｱｷﾀ ﾉﾘｺ 牛久市 0:54:37
12 2431 河合 和子 ｶﾜｲ ｶｽﾞｺ 千葉県 ランニングシープ 0:54:53
13 2428 榎本 美子 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼｺ つくば市 ジルちゃん 0:54:56
14 2425 柴田 明子 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｺ 千葉県 イアリーラブ 0:55:01
15 2434 平野 紀英子 ﾋﾗﾉ ｷｴｺ 水戸市 水戸石川走友会 0:55:43
16 2414 坪野谷 智子 ﾂﾎﾞﾉﾔ ﾄﾓｺ 取手市 0:57:11
17 2432 沼田 久美子 ﾇﾏﾀ ｸﾐｺ 埼玉県 丘の上 0:58:02
18 2411 奥井 智子 ｵｸｲ ﾄﾓｺ 牛久市 0:58:04
19 2406 酒井 千代子 ｻｶｲ ﾁﾖｺ 龍ｹ崎市 0:59:49
20 2403 星野 幸子 ﾎｼﾉ ｻﾁｺ つくば市 1:00:44
21 2420 富所 恵美子 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ｴﾐｺ 千葉県 1:01:09
22 2433 倉澤 育子 ｸﾗｻﾜ ｲｸｺ 栃木県 今が旬鹿沼 1:01:49
23 2405 佐藤 仁子 ｻﾄｳ ｼﾞﾝｺ 東京都 1:02:44
24 2416 小池 さつき ｺｲｹ ｻﾂｷ 龍ｹ崎市 1:04:14
25 2402 助川 典子 ｽｹｶﾞﾜ ﾉﾘｺ つくば市 1:05:23
26 2422 鈴木 悦子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 牛久市 1:05:30
27 2423 佐々 純子 ｻｻ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:06:39
28 2404 高島 宏美 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:07:27
29 2408 星 ふよ子 ﾎｼ ﾌﾖｺ 東京都 1:08:47
30 2430 吉田 靖子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ 結城市 ヨシダ住宅工房 1:12:12
31 2419 小根澤 広美 ｵﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 牛久市 1:14:57
32 2438 金久保 圭子 ｶﾅｸﾎﾞ ｹｲｺ 東京都 ＢＢフレンド 1:17:10
33 2407 永野 百合子 ﾅｶﾞﾉ ﾕﾘｺ 牛久市 1:22:35
34 2429 長澤 伸子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾌﾞｺ 千葉県 バンバンクラブ 1:28:42
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