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2585 宮崎　喜実乃  3:31:561 ﾐﾔｻﾞｷ ｷﾐﾉ

2547 弘中　志保  3:55:592 ﾋﾛﾅｶ ｼﾎ 東京都

2554 川井　朋子  4:03:073 ｶﾜｲ ﾄﾓｺ 東京都

2519 長岡　麻衣  4:08:554 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｲ 埼玉県

2518 山本　愛  4:09:515 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県

2571 佐々木　絵里  4:25:236 ｻｻｷ ｴﾘ 東京都 150歳以上

2544 冨岡　恵  4:26:477 ﾄﾐｵｶ ﾒｸﾞﾐ 東京都 140歳代

2548 飯野　久子  4:29:448 ｲｲﾉ ﾋｻｺ 東京都 240歳代

2549 小俣　由佳  4:30:149 ｵﾏﾀ ﾕｶ 東京都 340歳代

2520 大崎　真美  4:32:2410 ｵｵｻｷ ﾏﾐ 千葉県 139歳以下

2542 木内　貴子  4:32:4511 ｷｳﾁ ﾀｶｺ 東京都 440歳代

2579 嶋田　千津子  4:37:3912 ｼﾏﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ 埼玉県 250歳以上

2583 菅沼　まり子  4:38:2313 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾘｺ 静岡県 350歳以上

2572 中島　修子  4:53:5814 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県 450歳以上

2529 稲見　多恵子  4:55:0115 ｲﾅﾐ ﾀｴｺ 埼玉県 239歳以下

2570 勝村　佳代  4:56:4416 ｶﾂﾑﾗ ｶﾖ 埼玉県 550歳以上

2551 上村　奈保美  4:56:4917 ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾐ 東京都 540歳代

2546 深堀　由美  5:01:5218 ﾌｶﾎﾘ ﾕﾐ 千葉県 640歳代

2530 黒岩　友紀  5:07:1719 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 東京都 339歳以下

2557 金田　良  5:08:4820 ｶﾈﾀ ﾘｮｳ 北海道 740歳代

2502 川口　洋美  5:09:4721 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 埼玉県 439歳以下

2552 稲井　由紀子  5:13:3422 ｲﾅｲ ﾕｷｺ 東京都 840歳代

2504 柴崎　友美  5:13:5623 ｼﾊﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 東京都 539歳以下

2562 岡田　智恵  5:14:5524 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｴ 千葉県 940歳代

2555 古我　由紀子  5:14:5625 ｺｶﾞ ﾕｷｺ 東京都 1040歳代

2573 芳賀　直美  5:14:5826 ﾊｶﾞ ﾅｵﾐ 神奈川県 650歳以上

2577 野口　昌代  5:15:4127 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾖ 東京都 750歳以上

2564 永瀬　寛子  5:17:0628 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｺ 東京都 1140歳代

2505 佐藤　聖子  5:19:5429 ｻﾄｳ ｾｲｺ 東京都 639歳以下

2545 西木　美由起  5:19:5530 ﾆｼｷ ﾐﾕｷ 神奈川県 1240歳代

2556 黒田　美佳  5:20:0031 ｸﾛﾀﾞ ﾐｶ 埼玉県 1340歳代

2524 藤岡　真智  5:20:2232 ﾌｼﾞｵｶ ﾏﾁ 東京都 739歳以下

2578 余語　由美子  5:33:4833 ﾖｺﾞ ﾕﾐｺ 東京都 850歳以上

2567 上村　和子  5:34:2834 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｺ 東京都 950歳以上

2580 木村　正子  5:37:3135 ｷﾑﾗ ﾏｻｺ 東京都 1050歳以上

2508 長谷川　愛弓  5:37:4036 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 東京都 839歳以下

2512 深沢　加奈子  5:39:5637 ﾌｶｻﾜ ｶﾅｺ 東京都 939歳以下

2511 和田　久美子  5:42:2938 ﾜﾀﾞ ｸﾐｺ 東京都 1039歳以下

2527 小谷　雪乃  5:44:5939 ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ 東京都 1139歳以下

2550 高橋　恵美子  5:46:2140 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 東京都 1440歳代

2581 梅村　伸子  5:47:3641 ｳﾒﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 東京都 1150歳以上

2528 石原　佳奈  5:47:5142 ｲｼﾊﾗ ｶﾅ 埼玉県 1239歳以下

2569 池田　茜  5:48:5443 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 東京都 1250歳以上

2509 浅賀　理美  5:53:3744 ｱｻｶ ｻﾄﾐ 埼玉県 1339歳以下

2565 笹田　瑞穂  5:59:3745 ｻｻﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 神奈川県 1540歳代

2513 大原　芙希子  6:01:1846 ｵｵﾊﾗ ﾌｷｺ 神奈川県 1439歳以下

2575 新妻　良枝  6:02:0147 ﾆｲﾂﾏ ﾖｼｴ 千葉県 1350歳以上

2574 平沼　典代  6:02:0248 ﾋﾗﾇﾏ ﾉﾘﾖ 東京都 1450歳以上

2521 大唐　美奈子  6:13:3049 ﾀﾞｲﾄｳ ﾐﾅｺ 東京都 1539歳以下

2568 吉原　縁  6:14:1650 ﾖｼﾊﾗ ﾕｶﾘ 埼玉県 1550歳以上

Timing & Result By 計測工房凡例　TO:ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ　DQ:失格　DNF:途中棄権　DNS:未出走



総合
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 記　　録カ　　ナ

  【大回り！ 25km女子の部】 2017年4月22日

都道府県 年　代
年代別
順位

2563 岡田　知美  6:15:4851 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 東京都 1640歳代

2533 田代　記世美  6:20:2052 ﾀｼﾛ ｷﾖﾐ 千葉県 1639歳以下

2526 松村　多恵子  6:26:3553 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴｺ 神奈川県 1739歳以下

2584 竹之内　富恵  6:29:2654 ﾀｹﾉｳﾁ ﾄﾐｴ 千葉県 1650歳以上

2523 北島　伸代  6:30:1155 ｷﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾖ 東京都 1839歳以下

2582 小野寺　直子  6:31:5956 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵｺ 埼玉県 1750歳以上

2576 佐藤　玉江  6:31:5957 ｻﾄｳ ﾀﾏｴ 東京都 1850歳以上

2503 矢島　依未子  6:33:5758 ﾔｼﾞﾏ ｴﾐｺ 東京都 1939歳以下

2516 来間　賀子  6:45:3359 ｸﾘﾏ ﾉﾘｺ 東京都 2039歳以下

2540 相馬　緑  6:45:3460 ｿｳﾏ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 1740歳代

2560 佐々木　円  6:48:5961 ｻｻｷ ﾏﾄﾞｶ 埼玉県 1840歳代

2559 高津　泉  6:56:5062 ﾀｶﾂ ｲｽﾞﾐ 埼玉県 1940歳代

2558 馬内　友美  6:57:2663 ﾏｳﾁ ﾄﾓﾐ 東京都 2040歳代

2539 広田　洋子  6:59:3264 ﾋﾛﾀ ﾖｳｺ 千葉県 2140歳代

2506 佐々木　智美TO ｻｻｷ ﾄﾓﾐ 栃木県 39歳以下

2543 工藤　奈美子TO ｸﾄﾞｳ ﾅﾐｺ 埼玉県 40歳代

2525 グラス　マリーDNF ｸﾞﾗｽ ﾏﾘｰ 東京都 39歳以下

2532 三好　友美DNF ﾐﾖｼ ﾕﾐ 東京都 39歳以下

2537 池谷　絵里DNF ｲｹﾔ ｴﾘ 東京都 40歳代

2501 青木　奈和子DNS ｱｵｷ ﾅﾜｺ 埼玉県 39歳以下

2507 水鳥　優子DNS ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳｺ 東京都 39歳以下

2510 河邊　悠DNS ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙｶ 東京都 39歳以下

2514 大竹　淳子DNS ｵｵﾀｹ ｱﾂｺ 神奈川県 39歳以下

2515 石川　久美子DNS ｲｼｶﾜ ｸﾐｺ 東京都 39歳以下

2517 梶原　里子DNS ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｺ 東京都 39歳以下

2522 藍場　知恵DNS ｱｲﾊﾞ ﾁｴ 埼玉県 39歳以下

2531 村上　可愛DNS ﾑﾗｶﾐ ｶﾜｲ 東京都 39歳以下

2534 山賀　智恵DNS ﾔﾏｶﾞ ﾄﾓｴ 東京都 39歳以下

2535 田口　博美DNS ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 千葉県 39歳以下

2536 杉山　由希子DNS ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 東京都 40歳代

2538 江口　泰子DNS ｴｸﾞﾁ ﾔｽｺ 東京都 40歳代

2541 小林　有美子DNS ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 東京都 40歳代

2553 太田　理加DNS ｵｵﾀ ﾘｶ 東京都 40歳代

2561 佐藤　佳代子DNS ｻﾄｳ ｶﾖｺ 群馬県 40歳代

2566 井東　奈保子DNS ｲﾄｳ ﾅｵｺ 東京都 50歳以上
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