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1位 226 田中 華絵 ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ 第一生命グループ 東京 1:11:07

2位 233 加藤 岬 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 九電工 福岡 1:11:42

3位 229 フェリスタ・ワンジュグ ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ユニバールサルエンターテインメント 千葉 1:11:51

4位 232 野村 沙世 ﾉﾑﾗ ｻﾖ ユニクロ 千葉 1:12:36

5位 304 土井 友里永 ﾄﾞｲ ﾕﾘｴ 富士通 千葉 1:13:00

6位 225 田中 花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 第一生命グループ 東京 1:13:03

7位 234 水口 侑子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺ デンソー 三重 1:13:13

8位 302 鈴木 千晴 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 日立 茨城 1:13:27

9位 223 加藤 麻美 ｶﾄｳ ｱｻﾐ パナソニック 神奈川 1:13:36

10位 237 高田 晴奈 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ヤマダ電機 群馬 1:13:48

11位 222 堀江 美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ ノーリツ 兵庫 1:14:13

12位 245 田中 幸 ﾀﾅｶ ｻﾁ スポーツ山形２１ 山形 1:14:20

13位 221 小﨑 まり ｵｻﾞｷ ﾏﾘ ノーリツ 兵庫 1:15:15

14位 236 宮内 宏子 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｺ ホクレン 北海道 1:15:37

15位 239 内田 梨絵 ｳﾁﾀﾞ ﾘｴ 大塚製薬 徳島 1:15:50

16位 235 宮内 洋子 ﾐﾔｳﾁ ﾖｳｺ ホクレン 北海道 1:15:51

17位 227 古賀 悠華 ｺｶﾞ ﾕｳｶ 十八銀行 長崎 1:16:07

18位 238 畠山 実弓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾐ ヤマダ電機 群馬 1:16:12

19位 230 前田 穂南 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾅﾐ 天満屋 岡山 1:16:29

20位 3002 里中 志帆 ｻﾄﾅｶ ｼﾎ クラブR2東日本 東京 1:17:42

21位 224 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ パナソニック 神奈川 1:18:21

22位 323 陳 宇璿 ﾁｪﾝ ﾕｳｼｭｱﾝ 田都元帥工作室 1:18:26

23位 321 張 芷瑄 ﾁｮｳ ｼｾﾝ 台湾国立体育大学 1:19:06

24位 216 Ｉｎｇｒｉｄ Ｍｏｌｌｅｎｋｏｐｆ ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾓﾚﾝｺﾌ ダラス市 アメリカ 1:19:09

25位 312 林 和佳奈 ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 大阪学院大学 大阪 1:19:36

26位 313 酒匂 友香 ｻｺｳ ﾕｳｶ 立命館大学 京都 1:20:50

27位 322 蘇 鳳婷 ｽｳ ﾌｪﾝﾃｨﾝ 濕團長跑 1:21:34

28位 311 加藤 みちる ｶﾄｳ ﾐﾁﾙ 大阪学院大学 大阪 1:21:46

29位 3015 石川 奈都子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ 青梅市陸上競技協会 東京 1:21:55

30位 248 牧野 あや ﾏｷﾉ ｱﾔ 石巻専修大学 宮城 1:22:02

31位 218 郭 沛靈 ｸｵ･ﾍﾟｲﾘﾝ 台南市 台湾 1:22:23

32位 3020 五十嵐 桂子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 宮城陸協 宮城 1:22:51

33位 217 尹 寶濫 ﾕﾝ･ﾎﾞﾗﾑ 光州広域市 韓国 1:23:12

34位 247 原田 詠麻 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ 石巻専修大学 宮城 1:23:27

35位 3032 木村 光希 ｷﾑﾗ ﾐｷ クラブR2東日本 東京 1:23:32

36位 3013 桑原 絵理 ｸﾜﾊﾗ ｴﾘ 県南陸上競技協会 福島 1:23:46

37位 3021 安田 美雪 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｷ 新日鐵住金君津 千葉 1:24:11

38位 3007 岡沢 由衣 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｲ GAZELLE 千葉 1:24:28

39位 242 大場 美加 ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ 鹿角市陸協 秋田 1:24:40

40位 3062 佐藤 仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 埼玉県陸上競技会 埼玉 1:24:42

41位 250 庄司 琴美 ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ 石巻専修大学 宮城 1:24:49

42位 3006 篠﨑 理紗 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ 不動岡クラブ 埼玉 1:24:54

43位 3014 加藤 綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 東京陸上競技協会 東京 1:24:55

44位 3054 藤澤 舞 藤澤 舞 エクセルＡＣ 北海道 1:25:04

45位 3004 鈴木 遥 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京陸上競技協会 東京 1:25:22

46位 3024 坂本 久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 埼玉陸上競技協会 埼玉 1:25:47

47位 213 Ｙｕｌｉｙａ Ｔａｒａｓｅｖｉｃｈ ﾕﾘｱ･ﾀﾗｾｳﾞｨﾁ ミンスク市 ベラルーシ 1:25:57

48位 3019 堤 佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ 青葉のまちＲＣ 宮城 1:26:01

49位 249 川崎 美祈 ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 石巻専修大学 宮城 1:26:12

50位 212 Ｓｅｖｅｒｉｎｅ Ｂｏｒｄｅａｕ ｾｳﾞﾘｰﾇ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰ レンヌ市 フランス 1:26:17


