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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 4352 朝倉 万里子 ｱｻｸﾗ ﾏﾘｺ 笠間市 東京海上日動 0:19:21
2 4313 佐々木 麻里 ｻｻｷ ﾏﾘ 東京都 0:19:39
3 4332 藤井 めぐみ ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 牛久市 0:19:53
4 4342 黒澤 晴美 ｸﾛｻﾜ ﾊﾙﾐ 日立市 0:21:01
5 4318 佐藤 智子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 水戸市 0:21:09
6 4326 飯田 まり ｲｲﾀﾞ ﾏﾘ 千葉県 0:22:15
7 4314 常森 留理子 ﾂﾈﾓﾘ ﾙﾘｺ 牛久市 0:24:26
8 4335 大沼 昌美 ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾐ つくば市 0:24:57
9 4330 酒井 恵子 ｻｶｲ ｹｲｺ 牛久市 0:25:38

10 4302 大石 みゆき ｵｵｲｼ ﾐﾕｷ 埼玉県 0:25:59
11 4348 赤羽 佳祥子 ｱｶﾊﾈ ｶﾖｺ つくば市 チームはねまる 0:26:57
12 4344 向井 なつえ ﾑｶｲ ﾅﾂｴ 千葉県 おぶちゃん 0:27:18
13 4310 蓮尾 聖恵 ﾊｽｵ ｷﾖｴ 牛久市 0:27:35
14 4303 糸賀 理恵 ｲﾄｶﾞ ﾘｴ 牛久市 0:27:41
15 4351 尾崎 直子 ｵｻﾞｷ ﾅｵｺ 龍ｹ崎市 三越牛久 0:27:42
16 4339 平林 千紘 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 牛久市 0:28:27
17 4306 木幡 芳枝 ｺﾊﾞﾀ ﾖｼｴ 笠間市 0:28:39
18 4347 目次 裕子 ﾒﾂｷﾞ ﾕｳｺ 土浦市 ジョイフル本田 0:28:57
19 4309 山崎 朋子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 常総市 0:29:07
20 4345 清水 如代 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾖ 牛久市 しみず整形外科リハビリ 0:29:20
21 4316 大竹 優子 ｵｵﾀｹ ﾕｳｺ 牛久市 0:29:38
22 4304 服部 理絵 ﾊｯﾄﾘ ﾘｴ 牛久市 0:29:38
23 4354 菅原 礼美 ｽｶﾞﾊﾗ ﾚﾐ 牛久市 ＮＯＥＶＩＲランニング倶楽部 0:30:11
24 4325 川邊 理恵 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ 牛久市 0:30:27
25 4324 山下 裕子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 牛久市 0:30:29
26 4341 武樋 真知子 ﾀｹﾋ ﾏﾁｺ 牛久市 0:30:35
27 4312 黒木 良枝 ｸﾛｷ ﾖｼｴ つくば市 0:30:47
28 4346 小柴 麻理子 ｺｼﾊﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 どすこい 0:30:50
29 4311 秋葉 千鶴 ｱｷﾊﾞ ﾁﾂﾞﾙ 牛久市 0:30:52
30 4320 吉村 美果子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｶｺ 牛久市 0:31:02
31 4350 野口 彩香 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 千葉県 ランニングシープ 0:31:16
32 4328 野口 美帆 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ 牛久市 0:31:18
33 4321 永長 まさ江 ﾅｶﾞｵｻ ﾏｻｴ 龍ｹ崎市 0:32:14
34 4305 照井 頌子 ﾃﾙｲ ｼｮｳｺ 龍ｹ崎市 0:33:01
35 4307 渡辺 美也子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔｺ 牛久市 0:33:14
36 4333 大久保 真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 稲敷市 0:33:32
37 4337 村松 理絵 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｴ 牛久市 0:33:57
38 4349 大井 和佳子 ｵｵｲ ﾜｶｺ 牛久市 チームオーアイ 0:34:11
39 4331 椿 香織 ﾂﾊﾞｷ ｶｵﾘ 栃木県 0:34:16
40 4336 菊池 直美 ｷｸﾁ ﾅｵﾐ 取手市 0:35:45
41 4322 木名瀬 朋美 ｷﾅｾ ﾄﾓﾐ 笠間市 0:35:58
42 4327 大井 美智子 ｵｵｲ ﾐﾁｺ 千葉県 0:36:54
43 4340 伊東 雅美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 石岡市 0:37:28
44 4308 門野 きよの ｶﾄﾞﾉ ｷﾖﾉ 牛久市 0:37:43
45 4301 指山 慶子 ｻｼﾔﾏ ｹｲｺ 龍ｹ崎市 0:38:13
46 4353 岩城 明香 ｲﾜｷ ｱｽｶ 龍ｹ崎市 走る会はいぱ 0:39:56
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