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1 511 吉田 香織 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ ＴｅａｍＲ×Ｌ 東京都 2:40:54
2 513 根元 香苗 ﾈﾓﾄ ｶﾅｴ 青春ランナーズ 埼玉県 3:09:06
3 516 濱辺 久美枝 ﾊﾏﾍﾞ ｸﾐｴ 大江戸飛脚会 東京都 3:22:53
4 515 石川 範子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ ＷｉｎｄＲｕｎ 東京都 3:25:52
5 517 熊谷 順子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 3:26:28
6 514 中山 奈々 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾅ 東京都 3:33:32
7 529 細谷 香苗 ﾎｿﾔ ｶﾅｴ 東京都 3:35:34
8 518 山田 照美 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾐ チーム新舞子 千葉県 3:42:22
9 534 古橋 想 ﾌﾙﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 3:42:47

10 520 木場 今日子 ｷﾊﾞ ｷｮｳｺ 東京陸協 東京都 3:44:38
11 528 江見 美穂 ｴﾐ ﾐﾎ ランジョグ 茨城県 3:45:42
12 527 菅野 奈央 ｶﾝﾉ ﾅｵ ＧＡＺＥＬＬＥ 千葉県 3:46:16
13 526 田中 由紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ ルネサンス仙台 宮城県 3:48:51
14 535 木伏 絵美 ｷﾌﾞｼ ｴﾐ 新津走友会 新潟県 3:48:59
15 525 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 一関ＡＣ 岩手県 3:51:37
16 533 倉片 ますみ ｸﾗｶﾀ ﾏｽﾐ たんぽぽＲＣ 宮城県 3:56:04
17 530 小川 香織 ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ 東京ラン友会 東京都 3:58:33
18 544 長谷川 紀美子 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐｺ 福島県 3:59:51
19 523 堀内 曜子 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳｺ 本荘由利陸協 秋田県 4:02:57
20 537 二瓶 真由美 ﾆﾍｲ ﾏﾕﾐ 仙台ナイトラン 宮城県 4:09:04
21 540 田嶋 裕子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 大阪府 4:10:39
22 531 佐藤 奈菜 ｻﾄｳ ﾅﾅ 白鴎大学 栃木県 4:13:01
23 547 後藤 いづみ ｺﾞﾄｳ ｲﾂﾞﾐ ＡＱＲＣ 東京都 4:24:18
24 549 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 4:26:23
25 539 本村 美恵 ﾎﾝﾑﾗ ﾐｴ アスリートクラ 東京都 4:30:29
26 536 池田 絵里 ｲｹﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 4:36:51
27 552 大類 幸子 ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ ＳＭＡＣ 山形県 4:40:48
28 551 小西 美幸 ｺﾆｼ ﾐﾕｷ 東京都 4:43:30
29 545 山口 加代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ 横浜市陸協 神奈川県 4:44:01
30 553 脇本 ひろみ ﾜｷﾓﾄ ﾋﾛﾐ 宮城県 4:44:06
31 550 鈴木 優美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 岩手県 4:44:46
32 554 飯田 千登世 ｲｲﾀﾞ ﾁﾄｾ 埼玉県 5:03:13
33 546 小西 美香 ｺﾆｼ ﾐｶ 東京都 5:08:52
34 555 成瀬 由紀子 ﾅﾙｾ ﾕｷｺ 東京都 5:37:41
35 556 結城 真由美 ﾕｳｷ ﾏﾕﾐ 山形県 5:58:02


