
3km 一般女子59歳以下

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  8122 ﾏｽﾀﾞ ｸﾐｺ 増田　久美子 千葉県 船橋市 ぐでたまらそん 00:11'44"

    2  8101 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 吉田　彩乃 埼玉県 春日部市 越谷東高校 00:11'47"

    3  8103 ｻｶﾀ ﾐﾅ 坂田　三奈 埼玉県 草加市 越谷東高校 00:12'26"

    4  8105 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲ 宮本　亜依 埼玉県 三郷市 草加高校 00:12'27"

    5  8102 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾅﾘ 三枝　ひなり 埼玉県 越谷市 越谷東高校 00:13'16"

    6  8108 ﾐﾂﾐﾔ ﾐﾎ 三宮　美穂 埼玉県 さいたま市 00:13'58"

    7  8104 ｱｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ 赤川　美沙希 埼玉県 三郷市 日体大桜華高校 00:14'27"

    8  8106 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲ 宮本　由依 埼玉県 三郷市 共立女子大学 00:14'30"

    9  8128 ｻｶﾓﾄ ﾜｶｺ 坂本　和香子 埼玉県 三郷市 00:14'52"

   10  8107 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 寺田　緑 千葉県 我孫子市 00:15'05"

   11  8130 ﾇﾏﾀ ｸﾐｺ 沼田　久美子 埼玉県 三郷市 00:15'26"

   12  8118 ｼﾗｲｼ ｱﾕﾐ 白石　鮎美 埼玉県 三郷市 00:16'05"

   13  8117 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 中村　恵子 埼玉県 三郷市 00:16'27"

   14  8140 ｻｶｲ ﾐﾁﾖ 酒井　美千代 埼玉県 三郷市 まのんアスリート 00:16'34"

   15  8113 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾅｴ 戸沢　日奈絵 千葉県 柏市 00:16'37"

   16  8134 ｶﾐﾔ ﾔｽｺ 神谷　裕子 埼玉県 三郷市 00:16'45"

   17  8132 ｱﾍﾞ ﾏｷｺ 阿部　真希子 埼玉県 川口市 チーム千葉 00:17'06"

   18  8114 ﾎｼﾉ ﾅｷﾞｻ 星野　なぎさ 千葉県 柏市 00:17'24"

   19  8126 ﾖｼﾐﾂ ﾖｳｺ 吉満　洋子 千葉県 松戸市 00:17'44"

   20  8127 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷｺ 宮本　由紀子 埼玉県 三郷市 武蔵野物流株式会社 00:18'03"

   21  8119 ﾈｷﾞｼ ﾐﾎ 根岸　美穂 埼玉県 三郷市 00:18'20"

   22  8129 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 鈴木　真喜子 埼玉県 三郷市 00:18'40"

   23  8124 ｲﾁﾑﾗ ｺｽﾞｴ 市村　こず恵 千葉県 松戸市 00:18'44"

   24  8116 ｳｴﾀﾞ ｱｽﾞｻ 上田　あずさ 埼玉県 三郷市 00:19'22"

   25  8115 ｲﾘﾔ ｶｵﾘ 入矢　香織 千葉県 鎌ケ谷市 00:19'37"

   26  8110 ﾀﾅｶ ﾐｷ 田中　美稀 埼玉県 さいたま市 00:19'38"

   27  8125 ｺﾞﾄｳ ﾐｶ 後藤　美加 千葉県 松戸市 00:19'38"

   28  8138 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 渡辺　晶子 埼玉県 三郷市 00:20'24"

   29  8112 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔﾉ 飯塚　彩乃 千葉県 市川市 00:20'51"

   30  8121 ｲﾅﾊﾞ ﾐﾁｺ 稲葉　倫子 千葉県 野田市 00:21'25"

   31  8133 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷｼﾞ 内田　幸路 埼玉県 越谷市 00:21'43"

   32  8135 ｶﾜｶﾐ ﾔｽｺ 川上　靖子 埼玉県 さいたま市 00:21'58"

   33  8131 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾐ 神谷　博美 埼玉県 三郷市 00:22'03"

   34  8137 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｺ 松本　弘子 埼玉県 三郷市 松本歯科医院 00:22'13"

   35  8123 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 佐藤　のり子 埼玉県 三郷市 00:22'54"

   36  8120 ﾌｸﾀﾆ ｱﾕﾐ 福谷　亜由美 埼玉県 三郷市 00:24'52"

   37  8136 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾖ 齊藤　光代 千葉県 野田市 東部健康歩走遊会 00:34'55"


