
■ハーフ 女子
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 性別 記録 トップ差

1 600 西野 香里 ニシノ カオリ 女性 1:34:38 0:00
2 616 町田 千登勢 マチダ チトセ 女性 1:42:01 7:23
3 634 山下 智子 ヤマシタ トモコ 女性 1:44:31 9:53
4 560 小山 緑 コヤマ ミドリ 女性 1:46:08 11:30
5 541 金久保 紀子 ｶﾅｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 女性 1:48:52 14:14
6 536 鹿島田 真理子 カシマダ マリコ 女性 1:49:17 14:39
7 630 村瀬 智美 ムラセ トモミ 女性 1:49:37 14:59
8 501 相川 佳子 ｱｲｶﾜ ﾖｼｺ 女性 1:51:12 16:34
9 605 長谷部 江身子 ハセベ エミコ 女性 1:54:25 19:47
10 597 中山 綾子 ナカヤマ アヤコ 女性 1:55:12 20:34
11 562 齋藤 麻衣 サイトウ マイ 女性 1:55:15 20:37
12 570 佐藤 康子 サトウ ヤスコ 女性 1:55:29 20:51
13 506 赤坂 有希 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ 女性 1:55:40 21:02
14 533 尾島 美紀 オジマ ミノリ 女性 1:55:59 21:21
15 611 冨金原 希代子 フキンバラ キヨコ 女性 1:56:06 21:28
16 577 下方 純代 シモカタ スミヨ 女性 1:56:33 21:55
17 622 松谷 沙也加 マツタニ サヤカ 女性 1:57:02 22:24
18 572 塩田 順子 ｼｵﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 女性 1:57:08 22:30
19 516 板村 弥生 イタムラ ヤヨイ 女性 1:57:12 22:34
20 635 山田 みどり ヤマダ ミドリ 女性 1:57:54 23:16
21 573 篠原 美穂 シノハラ ミホ 女性 1:58:09 23:31
22 540 加藤 磨澄 カトウ マスミ 女性 1:58:20 23:42
23 518 市丸 文子 イチマル フミコ 女性 1:58:20 23:42
24 633 山﨑 理恵 ヤマザキ リエ 女性 1:59:00 24:22
25 594 内藤 愛 ナイトウ アイ 女性 1:59:06 24:28
26 522 梅津 恵巳 ウメツ エミ 女性 2:01:02 26:24
27 609 樋口 明日香 ヒグチ アスカ 女性 2:01:45 27:07
28 596 中田 亜由子 ナカダ アユコ 女性 2:02:44 28:06
29 592 寺内 眞樹子 テラウチ マキコ 女性 2:02:45 28:07
30 579 白川 実香 シラカワ ミカ 女性 2:02:46 28:08
31 583 高木 明日香 タカギ アスカ 女性 2:03:23 28:45
32 504 赤池 千里 ｱｶｲｹ ﾁｻﾄ 女性 2:03:30 28:52
33 620 松田 絵里 マツダ エリ 女性 2:03:34 28:56
34 603 新田 由起子 ニッタ ユキコ 女性 2:03:41 29:03
35 549 久保田 みどり クボタ ミドリ 女性 2:04:20 29:42
36 505 赤井田 絵美 アカイダ エミ 女性 2:04:29 29:51
37 626 三浦 ゆうき ミウラ ユウキ 女性 2:04:30 29:52
38 503 青木 千瑞子 アオキ チズコ 女性 2:04:36 29:58
39 590 津田 光江 ツダ ミツエ 女性 2:05:19 30:41
40 566 坂巻 千夏 サカマキ チナツ 女性 2:06:03 31:25
41 574 島田 薫 シマダ カオル 女性 2:06:31 31:53
42 602 新田 美里 ﾆｯﾀ ﾐﾘ 女性 2:06:33 31:55
43 535 梶野 友美 カジノ ユミ 女性 2:07:04 32:26
44 512 池谷 規子 イケタニ ノリコ 女性 2:07:32 32:54
45 534 小幡 菜央 ｵﾊﾞﾀ ﾅｵ 女性 2:08:08 33:30
46 521 宇田川 瑞希 ウダガワ ミズキ 女性 2:08:14 33:36
47 613 船木 倍美 フナキ マスミ 女性 2:08:54 34:16
48 567 佐々木 恵 ササキ メグミ 女性 2:09:03 34:25
49 524 大澤 奈緒美 オオサワ ナオミ 女性 2:09:07 34:29
50 580 陣内 理恵 ｼﾞﾝﾅｲ ﾘｴ 女性 2:09:20 34:42
51 515 石橋 美樹 イシバシ ミキ 女性 2:09:28 34:50
52 510 安宅 理恵 アタカ リエ 女性 2:09:48 35:10
53 542 神山 良枝 カミヤマ ヨシエ 女性 2:10:05 35:27
54 532 押田 葉子 オシダ ヨウコ 女性 2:10:28 35:50
55 520 宇壽山 貴久子 ウスヤマ キクコ 女性 2:10:43 36:05
56 621 松平 記世子 マツダイラ キヨコ 女性 2:11:16 36:38
57 624 松本 千広 マツモト チヒロ 女性 2:11:17 36:39
58 552 越井 麻里 コシイ マリ 女性 2:11:44 37:06
59 598 西 瑞紀 ニシ ミズキ 女性 2:11:49 37:11
60 537 春日 麻理 カスガ マリ 女性 2:12:51 38:13
61 517 市川 めぐみ イチカワ メグミ 女性 2:13:41 39:03
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62 628 宮坂 あい ミヤサカ アイ 女性 2:14:15 39:37
63 617 松井 亜希子 マツイ アキコ 女性 2:14:49 40:11
64 599 西川 久代 ニシカワ ヒサヨ 女性 2:15:00 40:22
65 514 石川 由貴 イシカワ ユキ 女性 2:15:23 40:45
66 502 青木 織絵 アオキ オリエ 女性 2:15:41 41:03
67 632 安見 公余 ヤスミ キミヨ 女性 2:15:43 41:05
68 571 佐藤 幸子 サトウ ユキコ 女性 2:15:49 41:11
69 593 友重 春菜 トモシゲ ハルナ 女性 2:15:51 41:13
70 511 新井 美香 ｱﾗｲ ﾐｶ 女性 2:16:15 41:37
71 548 国田 朱子 ｸﾆﾀ ｱｷｺ 女性 2:16:16 41:38
72 639 横山 緑 ヨコヤマ ミドリ 女性 2:16:48 42:10
73 545 菊 薫子 キク カオルコ 女性 2:17:32 42:54
74 619 松木 恵 マツキ メグミ 女性 2:17:32 42:54
75 638 横山 えみ ヨコヤマ エミ 女性 2:17:33 42:55
76 528 大野 弘美 オオノ ヒロミ 女性 2:17:48 43:10
77 610 平尾 由美 ﾋﾗｵ ﾕﾐ 女性 2:18:08 43:30
78 530 大湊 美世子 ｵｵﾐﾅﾄ ﾐﾖｺ 女性 2:18:55 44:17
79 553 小高 郁子 コダカ イクコ 女性 2:19:08 44:30
80 531 小笠原 裕子 オガサワラ ユウコ 女性 2:19:11 44:33
81 643 若栗 一枝 ワカグリ カズエ 女性 2:19:17 44:39
82 556 小沼 睦子 コヌマ ムツコ 女性 2:19:23 44:45
83 544 川村 喜子 カワムラ ヨシコ 女性 2:19:23 44:45
84 623 松本 かおり マツモト カオリ 女性 2:19:35 44:57
85 615 牧田 順子 マキタ ジュンコ 女性 2:19:58 45:20
86 618 松岡 明子 マツオカ アキコ 女性 2:20:04 45:26
87 559 小林 祐紀子 コバヤシ ユキコ 女性 2:20:34 45:56
88 582 泉水 美緒 センスイ ミオ 女性 2:20:41 46:03
89 587 田口 亜美奈 タグチ アミナ 女性 2:21:11 46:33
90 523 遠藤 晶 エンドウ アキ 女性 2:21:11 46:33
91 551 古閑 三絵 コガ ミエ 女性 2:21:14 46:36
92 601 西野 礼子 ニシノ レイコ 女性 2:21:32 46:54
93 509 芦川 幸子 アシカワ サチコ 女性 2:21:35 46:57
94 525 大谷 令子 オオタニ レイコ 女性 2:21:40 47:02
95 561 齋藤 恵美子 サイトウ エミコ 女性 2:22:59 48:21
96 565 盛山 智恵美 サカイヤマ チエミ 女性 2:22:59 48:21
97 526 大西 美枝子 オオニシ ミエコ 女性 2:23:45 49:07
98 581 関 亜佐子 セキ アサコ 女性 2:23:52 49:14
99 637 横井 亜子 ヨコイ アコ 女性 2:24:30 49:52
100 608 春山 智恵 ハルヤマ チエ 女性 2:25:51 51:13
101 606 林 陽子 ハヤシ ヨウコ 女性 2:27:35 52:57
102 546 菊池 朋子 キクチ トモコ 女性 2:31:25 56:47
103 625 松本 美和 マツモト ミワ 女性 2:31:33 56:55
104 575 清水 はるみ シミズ ハルミ 女性 2:31:52 57:14
105 555 後藤 珠子 ゴトウ タマコ 女性 2:36:12 1:01:34
106 529 大野 泰代 オオノ ヤスヨ 女性 2:38:14 1:03:36
DNF 507 赤松 美穂 アカマツ ミホ 女性  
DNF 527 大野 和子 オオノ カツコ 女性  
DNF 538 加藤 遥 カトウ ハルカ 女性  
DNF 547 百済 貴子 クダラ タカコ 女性  
DNF 558 小林 浩子 コバヤシ ヒロコ 女性  
DNF 564 酒井 清見 サカイ キヨミ 女性  
DNF 589 千原 桃子 チハラ モモコ 女性  
DNF 612 藤崎 絢子 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾔｺ 女性  
DNF 631 森崎 千寿 モリザキ チズ 女性  
DNS 508 朝海 直美 アサカイ ナオミ 女性  
DNS 513 石垣 和子 イシガキ カズコ 女性  
DNS 519 伊藤 真知子 イトウ マチコ 女性  
DNS 539 加藤 マキ カトウ マキ 女性  
DNS 543 加茂 智佳子 カモ チカコ 女性  
DNS 550 小泉 淳子 コイズミ ジュンコ 女性  
DNS 554 児玉 智恵 コダマ トモエ 女性  
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DNS 557 小林 愛弓 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 女性  
DNS 563 齋藤 みなみ サイトウ ミナミ 女性  
DNS 568 佐藤 綾子 サトウ アヤコ 女性  
DNS 569 佐藤 美智子 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 女性  
DNS 576 清水 裕子 シミズ ユウコ 女性  
DNS 578 宿谷 美佐子 ｼｭｸﾔ ﾐｻｺ 女性  
DNS 584 高田 典子 タカタ ノリコ 女性  
DNS 585 高山 和枝 タカヤマ カズエ 女性  
DNS 586 滝口 春美 タキグチ ハルミ 女性  
DNS 588 田村 早苗 タムラ サナエ 女性  
DNS 591 都築 知美子 ﾂﾂﾞｷ ﾁﾐｺ 女性  
DNS 595 長岡 僚子 ナガオカ リョウコ 女性  
DNS 604 萩原 里絵 ハギワラ リエ 女性  
DNS 607 原田 真理恵 ハラダ マリエ 女性  
DNS 614 ﾏｲﾔｰ ｼﾞｪｲﾐｰ マイヤー ジェイミー 女性  
DNS 627 溝口 裕美 ミゾグチ ヒロミ 女性  
DNS 629 宮崎 千賀子 ミヤザキ チカコ 女性  
DNS 636 山杢 明子 ヤマモク アキコ 女性  
DNS 640 吉澤 智津 ヨシザワ チヅ 女性  
DNS 641 吉田 真奈美 ヨシダ マナミ 女性  
DNS 642 四方田 千秋 ヨモダ チアキ 女性  


