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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都道府県 記 録

1位 301 前田 穂南 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾅﾐ 天満屋 岡山 1:09:08

2位 314 松下 菜摘 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂﾐ 天満屋 岡山 1:11:30

3位 315 大東 優奈 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾅ 天満屋 岡山 1:11:48

4位 311 岩出 玲亜 ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ 千葉陸協 千葉 1:12:45

5位 317 池田 千晴 ｲｹﾀﾞ ﾁﾊﾙ 日立 茨城 1:13:08

6位 328 森田 香織 ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ パナソニック 神奈川 1:14:08

7位 318 田村 紀薫 ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ 日立 茨城 1:14:25

8位 324 吉田 香澄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 愛知電機 愛知 1:15:26

9位 323 関野 茜 ｾｷﾉ ｱｶﾈ コモディイイダ 東京 1:15:42

10位 319 松田 杏奈 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾝﾅ デンソー 三重 1:15:54

11位 326 三宅 翔子 ﾐﾔｹ ｼｮｳｺ 十八親和銀行 長崎 1:15:55

12位 332 鈴木 絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 能代山本陸協 秋田 1:16:52

13位 327 藤村 光紀 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 十八親和銀行 長崎 1:18:44

14位 624 藤澤 舞 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｲ エクセルAC 北海道 1:19:28

15位 602 大渕 芽亜里 ｵｵﾌﾞﾁ ﾒｱﾘ 宮城陸協 宮城 1:19:33

16位 353 庄司 琴美 ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ 愛知電機 愛知 1:19:57

17位 342 井川 夏実 ｲｶﾜ ﾅﾂﾐ 神戸学院大学 兵庫 1:21:01

18位 601 本間 未来 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ 北村山陸協 山形 1:23:21

19位 343 筒本 恭実 ﾂﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 広島県庁ＲＣ 広島 1:24:46

20位 335 髙橋 里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 石巻専修大学 宮城 1:25:07

21位 603 川西 美穂 ｶﾜﾆｼ ﾐﾎ 内田治療院陸上部 東京 1:26:39

22位 333 千葉 彩有花 ﾁﾊﾞ ｻﾕｶ 宮城陸協 宮城 1:26:46

23位 331 中島 温美 ﾅｶｼﾏ ｱﾂﾐ ＩＷＡＳＰＯ－ＡＣ 岩手 1:27:07

24位 616 佐藤 康子 ｻﾄｳ ﾔｽｺ ニッポンランナーズ 千葉 1:27:16

25位 2004 長坂 知子 ﾅｶﾞｻｶ ﾄﾓｺ 東京陸上競技協会 東京 1:27:51

26位 605 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城陸上競技協会 宮城 1:27:52

27位 606 福地 良子 ﾌｸﾁ ﾖｼｺ 刀水ＡＣ 東京 1:28:16

28位 611 松本 美緒 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 江戸川区陸上競技協会 東京 1:28:21

29位 2007 桜庭 珠希 ｻｸﾗﾊﾞ ﾀﾏｷ 宮城陸上競技協会 宮城 1:28:43

30位 614 栁松 千津 ﾔﾏｷﾞﾏﾂ ﾁﾂﾞ 仙台視覚障害者ＲＣ 宮城 1:29:26

31位 604 石原 あゆみ ｲｼﾊﾗ ｱﾕﾐ 星陵AC 東京 1:29:48

32位 607 加世堂 さおり ｶｾﾄﾞｳ ｻｵﾘ Runfeet 三重 1:30:09

33位 619 金舩 圭子 ｶﾈﾌﾈ ｹｲｺ eA 東京 東京 1:30:22

34位 623 青戸 敦子 ｱｵﾄ ｱﾂｺ 名古屋テレビ 愛知 1:30:28

35位 2020 細木 美智江 ﾎｿｷ ﾐﾁｴ 東京陸上競技会 東京 1:31:21

36位 621 上谷 聡子 ｳｴﾀﾆ ｻﾄｺ 西川ランニング教室 兵庫 1:31:33

37位 613 佐藤 明子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 宮城陸協 宮城 1:31:52

38位 617 安田 やよい ﾔｽﾀﾞ ﾔﾖｲ 五泉市陸上競技協会 新潟 1:31:58

39位 2018 深澤 真由美 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 安曇野市陸上競技協会 長野 1:31:59

40位 2008 伊藤 淳子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 新庄地区陸上競技協会 山形 1:32:24

41位 2024 伊東 弥生 ｲﾄｳ ﾔﾖｲ RSLAB 東京 1:33:07

42位 2034 児玉 由美 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾐ しらゆりレディース 岩手 1:33:39

43位 622 三島 千加子 ﾐｼﾏ ﾁｶｺ ランデザイン 京都 1:33:41

44位 2001 前野 美和 ﾏｴﾉ ﾐﾜ 東京陸上競技協会 東京 1:33:50

45位 2011 前田 さと子 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｺ HNYGD. 青森 1:33:53

46位 2005 土方 雪江 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｷｴ 刀水アスリート倶楽部 東京 1:34:00

47位 2040 長谷川 恭子 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 千葉陸上競技協会 千葉 1:34:47

48位 2022 坂本 理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ 岩手陸上競技協会 岩手 1:34:48

49位 2030 泉谷 めぐみ ｲｽﾞﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ 泉谷めぐみ 青森 1:35:39

50位 615 森田 真理子 ﾓﾘﾀ ﾏﾘｺ 千葉陸上競技協会 千葉 1:36:22


