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601 女子40～49歳 青木 智恵子 3:29:00

602 女子50～59歳 阿部 典子 3:55:00

603 女子40～49歳 飯田 佳子 3:30:00

604 女子40～49歳 飯塚 友紀子 4:00:00

605 女子50～59歳 伊坂 みゆき 3:45:00

606 女子50～59歳 石塚 由起子 3:33:00

607 女子50～59歳 伊野 さつき 3:56:00

608 女子50～59歳 今堀 明子 3:50:00

609 女子40～49歳 岩下 梢 3:16:00

610 女子40～49歳 上村 由美 4:00:00

611 女子40～49歳 内田 友美 3:10:00

612 女子50～59歳 奥泉 真弓 3:59:50

613 女子40～49歳 尾口 優子 3:40:00

614 女子40～49歳 勝浦 みどり 2:59:30

615 女子40～49歳 加藤 志保 3:35:00

616 女子50～59歳 金沢 倫子 3:55:00

617 女子50～59歳 加納 千恵子 3:45:00

618 女子40～49歳 神子 直美 4:00:00

619 女子60歳以上 北野 京子 3:50:00

620 女子40～49歳 木戸岡 僚子 3:30:00

621 女子30～39歳 栗林 真希 3:30:00

622 女子50～59歳 栗原 初江 3:20:00

623 女子40～49歳 佐川 絵美 3:30:00

624 女子40～49歳 佐藤 麻由果 3:45:00

625 女子40～49歳 佐藤 陽子 3:59:50

626 女子50～59歳 實野 薫 3:43:00

627 女子40～49歳 嶋崎 由恵 3:10:00

628 女子40～49歳 島田 未歩 3:15:00

629 女子50～59歳 信耕 尚代 3:29:00

630 女子40～49歳 鈴木 明子 2:49:59

631 女子40～49歳 鈴木 華恵 3:59:59

632 女子29歳以下 関 侑華 2:58:00

633 女子40～49歳 曽我 満子 3:59:00

634 女子40～49歳 田中 和宮 3:15:00

635 女子40～49歳 外岡 昇子 3:50:00

636 女子50～59歳 冨島 幸子 3:09:50

637 女子50～59歳 外山 裕美子 3:29:00

638 女子40～49歳 中嶋 真友美 4:00:00

639 女子50～59歳 長濱 秀美 4:00:00

640 女子40～49歳 沼田 麻土華 3:30:00
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641 女子50～59歳 始田 栄子 4:00:00

642 女子40～49歳 濱田 玲子 3:09:59

643 女子40～49歳 樋口 美和 4:00:00

644 女子40～49歳 福井 奈穂 3:14:59

645 女子40～49歳 古市 由紀 3:50:00

646 女子40～49歳 降籏 絵里奈 3:57:00

647 女子50～59歳 細川 和歌子 3:59:59

648 女子40～49歳 真下 己友紀 3:20:00

649 女子60歳以上 松浦 富江 3:45:00

650 女子50～59歳 丸山 直美 3:14:00

651 女子40～49歳 水内 恵美 3:50:00

652 女子40～49歳 宮岡 彩 3:17:00

653 女子50～59歳 宮崎 真理 4:00:00

654 女子60歳以上 武笠 富恵 3:25:00

655 女子50～59歳 村山 かおり 3:20:00

656 女子40～49歳 門間 彩子 3:29:59

657 女子40～49歳 吉川 ちぐさ 3:17:00

658 女子40～49歳 吉田 里美 3:10:00

659 女子40～49歳 米倉 由美 3:25:00


