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1 1350 林　由香 ﾊﾔｼ ﾕｶ 奈良県  1:28:52

2 1323 樺　妙 ｶﾝﾊﾞ ﾀｴ 熊本県  1:30:08

3 1345 中橋　光恵 ﾅｶﾊｼ ﾐﾂｴ 石川県 かおラン  1:34:07

4 1332 白川　愛 ｼﾗｶﾜ ｱｲ 兵庫県  1:37:56

5 1354 松永　なづな ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾂﾞﾅ 東京都  1:39:11

6 1341 土屋　和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 長野県 ＪＳＴ  1:39:28

7 1313 大掛　香織 ｵｵｶﾞｹ ｶｵﾘ 愛知県  1:40:35

8 1340 田中　章代 ﾀﾅｶ ﾌﾐﾖ 埼玉県 チームちぱ！  1:44:16

9 1346 西尾　みどり ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県  1:44:40

10 1362 片倉　周子 ｶﾀｸﾗ ﾁｶｺ 千葉県  1:46:39

11 1337 竹田　さゆり ﾀｹﾀﾞ ｻﾕﾘ 長野県  1:47:28

12 1308 井原　真理 ｲﾊﾗ ﾏﾘ 長野県  1:48:43

13 1342 冨川　智美 ﾄﾐｶﾜ ﾄﾓﾐ 愛知県  1:49:31

14 1301 蘆澤　小百合 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 長野県  1:53:34

15 1312 鵜生川　雅美 ｳﾌﾞｶﾜ ﾏｻﾐ 群馬県 アイフィールド  1:54:53

16 1304 板倉　佐和 ｲﾀｸﾗ ｻﾜ 愛知県  1:58:01

17 1361 柚木　かおる ﾕﾉｷ ｶｵﾙ 富山県  1:58:37

18 1302 飯島　真理 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘ 長野県 チーム飯  1:58:55

19 1321 神谷　瞳 ｶﾐﾔ ﾋﾄﾐ 愛知県 木こりツリーサービス  1:59:01

20 1353 マキシマ　朱美 ﾏｷｼﾏ ｱｹﾐ 愛知県 木こりツリーサービス  1:59:01

21 1326 栗原　貴美代 ｸﾘﾊﾗ ｷﾐﾖ 長野県  1:59:16

22 1329 渋谷　望美 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 長野県 ゆりの木クリニック  1:59:22

23 1344 鳥谷　幸子 ﾄﾘﾀﾆ ｻﾁｺ 愛知県 岩倉ランステ  2:00:36

24 1316 小野　陽子 ｵﾉ ﾖｳｺ 東京都  2:02:06

25 1333 白鳥　勝子 ｼﾛﾄﾘ ｶﾂｺ 長野県  2:02:11

26 1360 山田　小百合 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾕﾘ 埼玉県  2:04:01

27 1349 萩原　初美 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾊﾂﾐ 長野県  2:04:23

28 1307 井上　貴子 ｲﾉｳｴ ﾀｶｺ 愛知県  2:05:06

29 1358 山内　知恵子 ﾔﾏｳﾁ ﾁｴｺ 静岡県  2:05:41

30 1325 工藤　理佳 ｸﾄﾞｳ ﾘｶ 東京都  2:06:09

31 1328 真田　由加 ｻﾅﾀﾞ ﾕｶ 静岡県  2:06:47

32 1303 井口　麗香 ｲｸﾞﾁ ﾚｲｶ 長野県  2:07:13

33 1310 上野　忍 ｳｴﾉ ｼﾉﾌﾞ 愛知県 岩倉ランステ  2:07:35

34 1330 下村　由希子 ｼﾓﾑﾗ ﾕｷｺ 神奈川県  2:08:49

35 1359 山下　智子 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 長野県  2:08:50

36 1311 植野　靖子 ｳｴﾉ ﾔｽｺ 奈良県  2:09:16

37 1320 金田　江理 ｶﾈﾀ ｴﾘ 群馬県 アイフィールド  2:13:47

38 1322 川合　朋美 ｶﾜｲ ﾄﾓﾐ 長野県 ゆりの木クリニック  2:17:34

39 1338 武田　凜 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝ 長野県  2:18:20

40 1352 藤巻　千名津 ﾌｼﾞﾏｷ ﾁﾅﾂ 山梨県 ビギナープラス  2:21:28
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41 1317 尾之内　千春 ｵﾉｳﾁ ﾁﾊﾙ 愛知県  2:23:08

42 1351 福澤　仁美 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 長野県 ゆりの木クリニック  2:24:22

43 1309 伊里　珠実 ｲﾘ ﾀﾏﾐ 愛知県  2:24:23

44 1355 村岡　由美子 ﾑﾗｵｶ ﾕﾐｺ 愛知県 トライアングル  2:24:23

45 1314 緒方　美幸 ｵｶﾞﾀ ﾐﾕｷ 静岡県 ち～むばる  2:27:10

46 1324 北野　敬子 ｷﾀﾉ ｹｲｺ 愛知県  2:28:19

47 1347 西村　優妃 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 長野県 ゆりの木クリニック  2:28:39

48 1318 春日　香織 ｶｽｶﾞ ｶｵﾘ 神奈川県  2:30:23

49 1339 田中　裕美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 長野県 相澤エンドルフィンズ  2:31:03

50 1331 白石　香 ｼﾗｲｼ ｶｵﾘ 東京都  2:32:03

51 1348 野口　知穂 ﾉｸﾞﾁ ﾁﾎ 静岡県  2:32:21

52 1315 奥原　とし美 ｵｸﾊﾗ ﾄｼﾐ 長野県  2:33:24

53 1319 金井　圭子 ｶﾅｲ ｹｲｺ 長野県 ゆりの木クリニック  2:36:08

54 1336 関　明日実 ｾｷ ｱｽﾐ 長野県  2:38:42

55 1334 鈴木　絵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 長野県 Ｍｔ．Ｒｕｎ  2:46:13

56 1343 富永　知子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 長野県 ゆりの木クリニック  2:47:35

57 1306 伊藤　晴菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 長野県 ゆりの木クリニック  2:47:35

58 1335 鈴木　香名 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 長野県 Ｍｔ．Ｒｕｎ  2:57:36

59 1305 市瀬　文子 ｲﾁｾ ﾌﾐｺ 長野県 ゆりの木クリニック  3:48:05

60 1357 矢澤　清子 ﾔｻﾞﾜ ｷﾖｺ 長野県 ゆりの木クリニック  3:53:38
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