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主催: 神宮外苑チャレンジフェスティバル実行委員

43分11秒1 津守　久江2055 ツモリ　ヒサエ

43分50秒2 山中　美乃2191 ヤマナカ　ミノ

46分30秒3 井口　智子2013 イグチ　トモコ

46分41秒4 指田　真理子2083 サシダ　マリコ

46分51秒5 山内　和子2218 ヤマウチ　カズコ

47分27秒6 長薗　千恵2179 ナガゾノ　チエ

47分37秒7 河崎　珠規2147 カワサキ　タマキ

48分45秒8 蓮井　祥子2073 ハスイ　ショウコ

48分56秒9 森　加奈2089 モリ　カナ

49分36秒10 田中　麻澄2087 タナカ　マスミ

49分50秒11 髙橋　千雅子2165 タカハシ　チガコ

49分53秒12 中島　幸子2166 ナカジマ　サチコ

50分07秒13 村田　佐和子2108 ムラタ　サワコ

50分14秒14 平澤　由紀子2154 ヒラサワ　ユキコ

50分19秒15 高橋　嘉子2007 タカハシ　ヨシコ

50分26秒16 片岡　早苗2182 カタオカ　サナエ

50分31秒17 小山　由美子2169 コヤマ　ユミコ

50分46秒18 伯耆田　由紀2110 ホウキタ　ユキ

51分10秒19 岸村　温子2053 キシムラ　アツコ

51分41秒20 水原　千尋2190 ミズハラ　チヒロ

51分47秒21 今村　こず恵2189 イマムラ　コズエ

51分54秒22 林　美津子2088 ハヤシ　ミツコ

52分07秒23 渡邉　美佐江2101 ワタナベ　ミサエ

52分10秒24 柳内　美香2030 ヤナイ　ミカ

52分15秒25 菊池　里美2130 キクチ　サトミ

52分16秒26 寺田　美紀子2034 テラダ　ミキコ

52分47秒27 杉田弘恵2199 スギタヒロエ

52分47秒28 坂田　洋子2008 サカタ　ヨウコ

53分19秒29 西橋　良子2235 ニシバシ　リョウコ

53分28秒30 三浦　智香2071 ミウラ　チカ

53分40秒31 廣瀬　圭江2084 ヒロセ　タマエ

53分45秒32 柴田　千佐子2075 シバタ　チサコ

53分52秒33 中村　尚子2172 ナカムラ　ナオコ

53分57秒34 大根　真美2020 オオネ　マミ

54分14秒35 笠原アナベル2197 カサハラアナベル

54分21秒36 阿部千里2200 アベチサト

54分24秒37 木村　仁美2067 キムラ　ヒトミ

54分26秒38 田村　晶子2214 タムラ　ショウコ

54分42秒39 岩野　真里2188 イワノ　マリ

54分49秒40 畑中　悦子2054 ハタナカ　エツコ

55分03秒41 茶圓　美代子2036 チャエン　ミヨコ

55分07秒42 中川　文子2018 ナカガワ　フミコ

55分10秒43 三幣　ひとみ2175 サンペイ　ヒトミ

55分17秒44 外野　公美2180 ソトノ　クミ

55分21秒45 磯　宣恵2192 イソ　ノリエ

55分28秒46 照沼　敏子2219 テルヌマ　トシコ

55分29秒47 池田　陽子2079 イケダ　ヨウコ

55分44秒48 若山　順子2236 ワカヤマ　ジュンコ

55分50秒49 小泉　ゆき2128 コイズミ　ユキ

55分50秒50 河野　久美子2229 カワノ　クミコ
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55分50秒51 下村　まり子2131 シモムラ　マリコ

55分54秒52 友田　薫2072 トモダ　カオル

55分58秒53 宮崎　美和2074 ミヤザキ　ミワ

56分19秒54 山本　啓子2086 ヤマモト　ケイコ

56分21秒55 倉持　素子2031 クラモチ　モトコ

56分22秒56 清水留美2207 シミズルミ

56分33秒57 谷野　智美2033 タニノ　トモミ

56分54秒58 古畑　洋子2135 フルハタ　ヨウコ

56分58秒59 金田　睦2113 カネダ　ムツミ

57分07秒60 島崎雅代2208 シマザキマサヨ

57分24秒61 甲崎　裕子2122 コウザキ　ユウコ

57分25秒62 大島美加2205 オオシマミカ

57分40秒63 網野　美香子2151 アミノ　ミカコ

57分46秒64 田中　美弥津2096 タナカ　ミヤヅ

58分00秒65 小泉　裕美2142 コイズミ　ヒロミ

58分01秒66 北村　美佐子2076 キタムラ　ミサコ

58分04秒67 鈴木　紀子2178 スズキ　ノリコ

58分07秒68 仲條昭子2206 ナカジョウアキコ

58分14秒69 新宮　彩子2126 シングウ　アヤコ

58分26秒70 真下　昌子2040 マシモ　マサコ

58分31秒71 岡田　真理子2106 オカダ　マリコ

58分32秒72 佐藤三千世2202 サトウミチヨ

58分37秒73 小笠原　礼子2014 オガサワラ　レイコ

58分39秒74 上野　ひろみ2148 ウエノ　ヒロミ

58分53秒75 保坂　冨久子2041 ホサカ　フクコ

58分54秒76 能戸　美和2021 ノト　ミワ

58分58秒77 池崎　恵子2121 イケザキ　ケイコ

58分59秒78 遠藤　香2023 エンドウ　カオリ

59分10秒79 鳥山　さえ子2211 トリヤマ　サエコ

59分14秒80 山形　ひろみ2227 ヤマガタ　ヒロミ

59分23秒81 遠藤　恵子2016 エンドウ　ケイコ

59分29秒82 三角　靖子2127 ミスミ　ヤスコ

59分39秒83 葛西　美也子2212 カサイ　ミヤコ

59分41秒84 石田　喜代2150 イシダ　キヨ

1時間00分04秒85 岡嶋　あき乃2090 オカジマ　アキノ

1時間00分07秒86 本橋　朝子2032 モトハシ　アサコ

1時間00分09秒87 柳川　佳代2185 ヤナガワ　カヨ

1時間00分19秒88 堀口　志津代2012 ホリグチ　シズヨ

1時間00分23秒89 中島　美穂2093 ナカジマ　ミホ

1時間00分23秒90 中野　智寿子2221 ナカノ　チズコ

1時間00分38秒91 村野　美穂2123 ムラノ　ミホ

1時間00分42秒92 堀川　尚代2061 ホリカワ　ナオヨ

1時間00分49秒93 上野　範子2159 ウエノ　ノリコ

1時間01分07秒94 廣岡　直子2102 ヒロオカ　ナオコ

1時間01分07秒95 長井　啓子2057 ナガイ　ケイコ

1時間01分08秒96 小川　律子2010 オガワ　リツコ

1時間01分09秒97 泉水　八津江2064 センスイ　ハツエ

1時間01分10秒98 高木　直美2124 タカギ　ナオミ

1時間01分13秒99 小室　早苗2001 コムロ　サナエ

1時間01分17秒100 鈴木　洋子2129 スズキ　ヨウコ
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1時間01分20秒101 堀口　紀子2161 ホリグチ　ノリコ

1時間01分36秒102 小泉　智子2119 コイズミ　トモコ

1時間01分39秒103 稲垣　裕子2168 イナガキ　ヒロコ

1時間01分43秒104 琴　良淑2186 クン　ヤンス

1時間01分43秒105 木村　恵子2164 キムラ　ケイコ

1時間01分47秒106 渡辺　美代子2070 ワタナベ　ミヨコ

1時間02分10秒107 伊部　圭子2132 イベ　ケイコ

1時間02分15秒108 岡村　美恵子2210 オカムラ　ミエコ

1時間02分15秒109 古川　恵子2065 フルカワ　ケイコ

1時間02分23秒110 野中　裕子2058 ノナカ　ユウコ

1時間02分25秒111 山岸　律子2048 ヤマギシ　リツコ

1時間02分30秒112 ルカルヴェ　クリステル2138 ルカルヴェ　クリステル

1時間02分39秒113 楠　直子2039 クスノキ　ナオコ

1時間02分44秒114 松本　はつ枝2049 マツモト　ハツエ

1時間02分45秒115 今津　美佐子2056 イマヅ　ミサコ

1時間03分01秒116 田中　早苗2125 タナカ　サナエ

1時間03分08秒117 倉内　有実2217 クラウチ　ユミ

1時間03分11秒118 大川　智子2080 オオカワ　トモコ

1時間03分13秒119 薗部　美穂子2120 ソノベ　ミホコ

1時間03分14秒120 坂本　みね2139 サカモト　ミネ

1時間03分15秒121 小野　洋子2068 オノ　ヨウコ

1時間03分17秒122 横田　陽子2216 ヨコタ　ヨウコ

1時間03分19秒123 松永　正枝2009 マツナガ　マサエ

1時間03分22秒124 奈良　夕里枝2155 ナラ　ユリエ

1時間03分25秒125 松田　恵美子2017 マツダ　エミコ

1時間03分25秒126 尾形　節子2230 オガタ　セツコ

1時間03分39秒127 神山　裕美2026 カミヤマ　ヒロミ

1時間03分45秒128 増山　久美子2143 マスヤマ　クミコ

1時間03分49秒129 河野　奈津子2176 コウノ　ナツコ

1時間03分58秒130 吉本　敦子2005 ヨシモト　アツコ

1時間04分01秒131 尾藤　和子2153 ビトウ　カズコ

1時間04分18秒132 黒田　美由紀2170 クロダ　ミユキ

1時間04分21秒133 石井　典子2187 イシイ　ノリコ

1時間04分39秒134 酒井　薫2052 サカイ　カオル

1時間04分42秒135 小倉　百合2069 オグラ　ユリ

1時間04分50秒136 滝瀬　智美2100 タキセ　サトミ

1時間05分13秒137 大澤　貴美子2137 オオサワ　キミコ

1時間05分20秒138 中村　シヅヨ2231 ナカムラ　シヅヨ

1時間05分23秒139 永野久美2201 ナガノクミ

1時間05分34秒140 角　里美2152 カク　サトミ

1時間05分34秒141 岡　紀子2146 オカ　ノリコ

1時間05分44秒142 福重　知子2092 フクシゲ　トモコ

1時間05分50秒143 富田　多香子2035 トミタ　タカコ

1時間06分05秒144 保坂　七美2042 ホサカ　タナミ

1時間06分08秒145 亀山　以知子2077 カメヤマ　イチコ

1時間06分13秒146 磯部　貴子2066 イソベ　タカコ

1時間06分13秒147 池田　香織2085 イケダ　カオル

1時間06分21秒148 斉藤　久美子2181 サイトウ　クミコ

1時間06分24秒149 牧豊子2204 マキトヨコ

1時間06分33秒150 百瀬　芳子2050 モモセ　ヨシコ
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1時間06分34秒151 石渡　亜紀2107 イシワタリ　アキ

1時間06分57秒152 柳澤　則子2117 ヤナギサワ　ノリコ

1時間06分57秒153 佐藤　志保2112 サトウ　シホ

1時間06分59秒154 鈴木　良重2111 スズキ　ヨシエ

1時間07分13秒155 関口久美子2198 セキグチクミコ

1時間07分36秒156 出浦　幸恵2028 イデウラ　ユキエ

1時間07分39秒157 橋本　純子2006 ハシモト　ジュンコ

1時間07分46秒158 深野　千佳子2114 フカノ　チカコ

1時間07分46秒159 由田　真実2115 ヨシダ　マミ

1時間07分47秒160 渡辺　千左子2011 ワタナベ　チサコ

1時間07分52秒161 安　麻衣子2059 ヤス　マイコ

1時間07分55秒162 川原　真紀子2193 カワハラ　マキコ

1時間08分29秒163 舩山　このみ2078 フナヤマ　コノミ

1時間08分34秒164 栃内　麻子2063 トチウチ　アサコ

1時間08分40秒165 横倉　奈緒子2037 ヨコクラ　ナオコ

1時間08分41秒166 今野　千賀子2223 イマノ　チカコ

1時間08分42秒167 三田　洋子2226 ミタ　ヒロコ

1時間08分58秒168 小堀　恵美2160 コボリ　エミ

1時間09分01秒169 築山　咲子2062 ツキヤマ　サキコ

1時間09分12秒170 中村　敦子2024 ナカムラ　アツコ

1時間09分14秒171 栗田　賀子2225 クリタ　ノリコ

1時間09分41秒172 大正　恵美2103 オオショウ　メグミ

1時間09分41秒173 東海林　峰子2105 ショウジ　ミネコ

1時間09分41秒174 雨宮　あい2104 アメミヤ　アイ

1時間09分56秒175 児玉　則子2173 コダマ　ノリコ

1時間09分59秒176 古庄　みや子2213 －

1時間10分09秒177 大江　真都子2134 オオエ　マツコ

1時間10分14秒178 横山　若江2099 ヨコヤマ　ワカエ

1時間10分14秒179 伊藤　直美2149 イトウ　ナオミ

1時間10分15秒180 永井　桜子2237 ヨビ

1時間11分05秒181 樋口　浩子2194 ヒグチ　ヒロコ

1時間11分09秒182 追立　みゆき2141 オイタテ　ミユキ

1時間11分11秒183 森　由美子2118 モリ　ユミコ

1時間11分17秒184 土岡知恵子2196 ツチオカチエコ

1時間11分57秒185 辰巳　恵津子2109 タツミ　エツコ

1時間12分08秒186 富岡　玲子2043 トミオカ　レイコ

1時間12分42秒187 松下　文子2232 マツシタ　フミコ

1時間13分19秒188 金澤　とし江2158 カナザワ　トシエ

1時間13分26秒189 柴田　弘子2171 シバタ　ヒロコ

1時間13分31秒190 隈本　まさ子2047 クマモト　マサコ

1時間13分44秒191 近藤　八重子2215 コンドウ　ヤエコ

1時間14分11秒192 田畑　順子2003 タバタ　ジュンコ

1時間14分22秒193 川村　朋子2228 カワムラ　トモコ

1時間14分29秒194 田中　由美2220 タナカ　ユミ

1時間14分58秒195 河村　祐好2116 カワムラ　ユウコ

1時間15分23秒196 浅井　恒2157 アサイ　ツネ

1時間16分48秒197 平澤　京子2222 ヒラサワ　キョウコ

1時間17分25秒198 矢田　美智子2156 ヤタ　ミチコ

1時間18分11秒199 山寺　映子2095 ヤマデラ　エイコ

1時間19分16秒200 岡田　信子2098 オカダ　ノブコ
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1時間24分37秒201 三村　悦子2163 ミムラ　ヨシコ

1時間25分23秒202 山本　なおみ2094 ヤマモト　ナオミ

1時間25分58秒203 松井　恵子2004 マツイ　ケイコ
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