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1位 201 野上 恵子 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ 十八銀行 長崎 1:09:27

2位 202 小原 怜 ｵﾊﾗ ﾚｲ 天満屋 岡山 1:10:25

3位 222 吉本 ひかり ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ダイハツ 大阪 1:12:39

4位 303 竹山 楓菜 ﾀｹﾔﾏ ｶｴﾅ ダイハツ 大阪 1:12:58

5位 223 竹本 香奈子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅｺ ダイハツ 大阪 1:13:14

6位 225 鈴木 千晴 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 日立 茨城 1:14:03

7位 228 宮内 宏子 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｺ ホクレン 北海道 1:15:48

8位 301 床呂 沙紀 ﾄｺﾛ ｻｷ 京セラ 鹿児島 1:17:02

9位 3004 小田切 亜希 ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷ 竹村製作所 長野 1:17:24

10位 663 藤澤 舞 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｲ 札幌エクセルＡＣ 北海道 1:19:12

11位 243 鈴木 絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 能代山本陸協 秋田 1:20:06

12位 211 Ｊｏａｎｎａ Ｇ Ｒｅｙｅｓ ｼﾞｮｱﾝﾅ ･ ﾚｲﾔｽ リバサイド市 アメリカ 1:20:10

13位 606 篠﨑 理紗 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ 不動岡クラブ 埼玉 1:20:22

14位 315 橋本 晴圭 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 大阪学院大学 大阪 1:21:02

15位 317 加藤 詩帆加 ｶﾄｳ ｼﾎｶ 大阪学院大学 大阪 1:21:16

16位 316 入江 ちはゆ ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ 大阪学院大学 大阪 1:21:47

17位 312 谷川 愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 大阪学院大学 大阪 1:21:47

18位 244 今野 まどか ｺﾝﾉ ﾏﾄﾞｶ 酒田市陸協 山形 1:22:39

19位 213 Ｓｖｉａｔｌａｎａ Ｋｕｒｈａｎｓｋａｙａ ｽｳﾞｬﾄﾗｰﾅ ･ ｸﾗﾝｽｶﾔ ミンスク市 ベラルーシ 1:22:56

20位 251 筒本 恭実 ﾂﾂﾓﾄ ﾖｼﾐ 広島県庁ＲＣ 広島 1:23:14

21位 231 川崎 美祈 ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ メモリード 長崎 1:23:22

22位 3010 佐藤 仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 坂戸市陸上競技会 埼玉 1:23:43

23位 248 大樽 瑞葉 ｵｵﾀﾙ ﾐｽﾞﾊ メモリード 長崎 1:24:18

24位 607 川西 美穂 ｶﾜﾆｼ ﾐﾎ 内田治療院陸上部 東京 1:24:47

25位 601 田中 真愛 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ オトバンク 東京 1:24:58

26位 609 加藤 綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 東京陸上競技協会 東京 1:25:00

27位 602 青山 由佳 ｱｵﾔﾏ ﾕｶ ＣＲＥＳＴ 神奈川 1:25:12

28位 614 堤 佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ ＨＡＬＥＯＲＴ 宮城 1:25:25

29位 3021 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城陸上競技協会 宮城 1:25:45

30位 3015 菅野 祥子 ｶﾝﾉ ｼｮｳｺ 福島陸協 福島 1:26:00

31位 603 工藤 亜樹子 ｸﾄﾞｳ ｱｷｺ 福島陸協 福島 1:26:06

32位 619 黒田 千晶 ｸﾛﾀﾞ ﾁｱｷ 刀水アスリート倶楽部 東京 1:26:14

33位 610 鷺森 愛子 ｻｷﾞﾓﾘ ｱｲｺ クラブR2西日本 大阪 1:26:17

34位 616 大久保 好美 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾐ 宮城陸協 宮城 1:26:24

35位 623 今泉 美喜 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐｷ eA愛知 愛知 1:26:34

36位 215 魏 亜楠 ｳｪｲ ･ ﾔｰﾅﾝ 長春市 中国 1:26:36

37位 212 Ｅｌｓａ Ｄｅｌａｕｎａｙ ｴﾙｻ ･ ﾄﾞｩﾛﾈｰ レンヌ市 フランス 1:26:39

38位 617 平山 真由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ アトミクラブ 東京 1:26:59

39位 216 Ｊｅｓｓｉｃａ Ｄ Ｓｍｉｔｈ ｼﾞｪｼｶ ｽﾐｽ ダラス市 アメリカ 1:27:12

40位 643 髙木 利枝 ﾀｶｷﾞ ﾘｴ RUNWEB 千葉 1:27:15

41位 3028 内桶 あさ美 ｳﾁｵｹ ｱｻﾐ いわき陸協 福島 1:27:15

42位 3003 石原 あゆみ ｲｼﾊﾗ ｱﾕﾐ 星陵AC 東京 1:27:45

43位 608 五十嵐 桂子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 宮城陸協 宮城 1:27:51

44位 639 永松 晶子 ﾅｶﾞﾏﾂ ｼｮｳｺ 大阪陸協 大阪 1:27:57

45位 641 森 恵津予 ﾓﾘ ｴﾂﾖ 宮城陸上競技協会 宮城 1:27:59

46位 620 松本 美緒 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 江戸川区陸上競技協会 東京 1:28:04

47位 640 大渕 芽亜里 ｵｵﾌﾞﾁ ﾒｱﾘ seads 宮城 1:28:07

48位 218 郭 沛靈 ｸｵ ﾍﾟｲﾘﾝ 台南市 台湾 1:28:26

49位 3020 石川 澄枝 ｲｼｶﾜ ｽﾐｴ 東京陸上競技協会 東京 1:28:37

50位 630 上谷 聡子 ｳｴﾀﾆ ｻﾄｺ 西川ランニング教室 兵庫 1:28:37


