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順位 No

氏 名 氏名ｶﾅ 市町村名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 5560 須藤 理絵 ｽﾄﾞｳ ﾘｴ 海老名市 0:23:18

2 5541 野呂 真樹子 ﾉﾛ ﾏｷｺ 相模原市 0:25:37

3 5509 大森 万希子 ｵｵﾓﾘ ﾏｷｺ 伊勢原市 大山ランナーズ 0:25:53

4 5510 薬師神 美穂子 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾐﾎｺ 川崎市 Ｔ２６ラン部 0:26:28

5 5508 星野 麻未 ﾎｼﾉ ｱｻﾐ 厚木市 0:26:49

6 5537 西藤 桂子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 横浜市 ＳＲＣ 0:26:59

7 5549 應戸 裕美 ｵｳﾄ ﾕﾐ 愛川町 0:27:01

8 5569 橋本 知恵 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴ 東京都 0:27:03

9 5504 渋谷 香織 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 相模原市 0:27:15

10 5531

ＡＮＤＥＲＳＯＮ ＬＩＮＡ

ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ﾘﾅ 東京都 横田ストライダ 0:27:31

11 5526 川畑 明子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｺ 大和市 オレンジ９２１ 0:27:35

12 5568 谷仲 加代子 ﾔﾅｶ ｶﾖｺ 相模原市 0:27:35

13 5521 山内 桃子 ﾔﾏｳﾁ ﾓﾓｺ 座間市 栗小 0:27:57

14 5515 吉田 なおみ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 藤沢市 0:28:03

15 5511 磯崎 朝美 ｲｿｻﾞｷ ｱｻﾐ 伊勢原市 ランナーズ 0:28:18

16 5565 小嶋 由美子 ｺｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 相模原市 0:28:24

17 5506 清水 佳美 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ 清川村 0:28:26

18 5516 吉田 昌美 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 大磯町 0:28:33

19 5513 篠田 深才 ｼﾉﾀﾞ ﾐｻｲ 川崎市 Ｔ２６ラン部 0:28:53

20 5555 渡邊 悦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾂｺ 厚木市 0:29:10

21 5503 志摩 初枝 ｼﾏ ﾊﾂｴ 横浜市 八走会 0:29:24

22 5562 中島 光 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳ 東京都 0:29:42

23 5567 中村 美沙 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 海老名市 0:29:44

24 5520 松本 頼子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖﾘｺ 相模原市 イノウエ 0:29:46

25 5517 田中 ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 厚木市 0:29:52

26 5550 武富 真美 ﾀｹﾄﾞﾐ ﾏﾐ 相模原市 0:30:03

27 5566 弦巻 鈴花 ﾂﾙﾏｷ ﾘﾝｶ 厚木市 オレンジ９２１ 0:30:08

28 5518 川添 テル子 ｶﾜｿｴ ﾃﾙｺ 宮崎県 0:30:41

29 5527

ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ ＨＩＲＯＫＯ

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 東京都 横田ストライダ 0:30:50

30 5528 Ｔｉａｎａｎａ Ｆａｌｃｏｎ 東京都 横田ストライダ 0:31:08

31 5546 白石 佳子 ｼﾗｲｼ ﾖｼｺ 厚木市 0:31:13

32 5543 中西 弘美 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾐ 伊勢原市 大山ランナーズ 0:31:22

33 5545 石井 舞 ｲｼｲ ﾏﾕ 厚木市 0:31:51

34 5547 北村 美幸 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ 伊勢原市 大山ランナーズ 0:32:54

35 5519 畠山 正子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻｺ 東京都 0:32:57

36 5540 鈴木 千恵 ｽｽﾞｷ ﾁｴ 相模原市 0:32:58

37 5523 小池 友美 ｺｲｹ ﾄﾓﾐ 大和市 0:33:10

38 5529 ＦＲＹ ＡＬＹＳＯＮ ﾌﾗｲ ｱﾘｿﾝ 東京都 横田ストライダ 0:33:13

39 5522 武川 多恵 ﾀｹｶﾞﾜ ﾀｴ 愛川町 いづみ会 0:33:30

40 5538 佐藤 恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 相模原市 ピヨッチーズ 0:34:18

41 5551 小川 千津 ｵｶﾞﾜ ﾁﾂﾞ 相模原市 イノウエ 0:34:59

42 5564 市川 好江 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｴ 大和市 0:35:16

43 5542 小高 理江 ｺﾀﾞｶ ﾏｻｴ 大和市 0:36:06

44 5561 平井 和代 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾖ 相模原市 0:36:50

45 5507 山崎 則子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 厚木市 オレンジ９２１ 0:37:07

46 5532 外村 貞子 ﾄﾑﾗ ｻﾀﾞｺ 厚木市 オレンジ９２１ 0:37:07

47 5563 弦巻 美鈴 ﾂﾙﾏｷ ﾐｽｽﾞ 厚木市 オレンジ９２１ 0:38:11

48 5552 河合 玲子 ｶﾜｲ ﾚｲｺ 東京都 ＫＹＢ 0:41:48

49 5553 清塚 恵利子 ｷﾖﾂﾞｶ ｴﾘｺ 川崎市 八走会 0:42:10

50 5556 山口 志ず子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ 清川村 0:43:42


