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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 4412 杉本 桂子 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺ 龍ｹ崎市 0:24:10
2 4405 古宮 奈津子 ｺﾐﾔ ﾅﾂｺ 牛久市 0:24:19
3 4421 藤内 明子 ﾄｳﾅｲ ｱｷｺ 取手市 0:25:10
4 4438 齊藤 寛子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 龍ｹ崎市 ストライズ 0:25:24
5 4426 津久井 幸 ﾂｸｲ ｻﾁ 埼玉県 0:25:47
6 4441 石塚 早苗 ｲｼﾂｶ ｻﾅｴ 牛久市 牛久走友会 0:26:51
7 4434 今井 千恵 ｲﾏｲ ﾁｴ 埼玉県 0:27:39
8 4411 八幡 恵子 ﾔﾊﾀ ｹｲｺ 牛久市 0:28:08
9 4406 彫谷 由紀子 ﾎﾘﾔ ﾕｷｺ 牛久市 0:28:08

10 4404 横山 美恵 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｴ 千葉県 0:29:00
11 4418 瀬川 聡子 ｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ 阿見町 0:29:46
12 4422 齊田 淳美 ｻｲﾀ ｼﾞｭﾝﾐ 阿見町 0:29:55
13 4431 宮本 仁美 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾄﾐ 阿見町 0:30:58
14 4419 坂尻 麻子 ｻｶｼﾞﾘ ｱｻｺ 東京都 0:31:27
15 4435 大貫 由美子 ｵｵﾇｷ ﾕﾐｺ 水戸市 0:31:46
16 4428 遠藤 正子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ 山形県 0:31:55
17 4430 杉本 なおみ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾐ 取手市 0:32:26
18 4425 仲野 美智子 ﾅｶﾉ ﾐﾁｺ 千葉県 0:32:27
19 4433 石山 博子 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｺ 牛久市 0:32:44
20 4407 浮田 美穂 ｳｷﾀ ﾐﾎ 牛久市 0:33:16
21 4424 廣澤 由美子 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐｺ 利根町 0:33:23
22 4408 小林 成子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｺ 千葉県 0:33:40
23 4402 佐々木 史子 ｻｻｷ ﾌﾐｺ 千葉県 0:33:56
24 4436 太田 直美 ｵｵﾀ ﾅｵﾐ 牛久市 こどもおかし教室７０３ 0:35:15
25 4432 辻島 厚子 ﾂｼﾞｼﾏ ｱﾂｺ つくば市 0:36:20
26 4429 和田 淳子 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 牛久市 0:36:32
27 4440 上村 幸子 ｶﾐﾑﾗ ｻﾁｺ 東京都 ランニング研究所 0:36:51
28 4414 齊藤 浩子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 千葉県 0:37:17
29 4417 石原 美和 ｲｼﾊﾗ ﾐﾜ つくば市 0:37:18
30 4415 宮下 スパンニー ﾐﾔｼﾀ ｽﾊﾟﾝﾆｰ 牛久市 0:37:38
31 4427 菊池 里美 ｷｸﾁ ｻﾄﾐ 取手市 0:38:29
32 4401 原 教子 ﾊﾗ ﾉﾘｺ 東京都 0:39:50
33 4420 大澤 真由美 ｵｵｻﾜ ﾏﾕﾐ 日立市 0:41:21
34 4437 仲川 一美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 稲敷市 ひたちのレジデンス 0:47:40
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