上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 女子
順位

No.

チーム名

記録

1

1332 三浦学苑高校

1'23''18

2

1338 麦酒倶楽部

1'33''50

3

1335 走好会 きゃぴきゃぴ

1'38''20

4

1313 ザ・スペースG

1'39''11

5

1308 ＴＲ２ＥＣ-Ｂ

1'40''11

6

1336 脱走ミニー

1'40''11

7

1309 vivid29

1'43''23

8

1306 sushi1女子部

1'44''37

9

1337 東京工芸大学

1'46''26

10

1314 しろくま婦人部

1'46''37

11

1318 チームはるちゃん

1'47''50

12

1325 ヘンケル

1'48''07

13

1316 チームにゃんこ

1'53''12

14

1319 チームマジック

1'54''07

15

1307 TNRC東邦女子

1'54''14

16

1317 チームニャンコ2

1'54''47

17

1329 ワクワクシスターズ

1'55''59

18

1303 JIMICHEES

1'57''18

19

1311 あみかな０９ Ａ

1'58''13

20

1301 ★ももくらぶ★

1'58''28

第1区

第2区

第3区

第4区

白瀬 侑子
0'29''32 (1)
29''32 (1)
久保田 文
0'31''41 (2)
31''41 (2)
中根 千明
0'36''36 (5)
36''36 (5)
西山 紘子
0'36''54 (6)
36''54 (6)
加藤 佳代子
0'34''15 (3)
34''15 (3)
浦野 理沙
0'37''45 (9)
37''45 (9)
高瀬 恵美
0'40''47 (17)
40''47 (17)
千葉 恵子
0'37''21 (7)
37''21 (7)
出雲 葉月
0'35''43 (4)
35''43 (4)
廣瀬 彩子
0'38''52 (11)
38''52 (11)
有賀 千春
0'38''31 (10)
38''31 (10)
木村 靖子
0'37''33 (8)
37''33 (8)
久恒 敦子
0'41''09 (18)
41''09 (18)
進藤 麻木
0'42''01 (21)
42''01 (21)
渡部 優子
0'39''26 (13)
39''26 (13)
坂本 裕見子
0'41''52 (20)
41''52 (20)
河元 友香里
0'39''58 (16)
39''58 (16)
板谷 早苗
0'44''25 (27)
44''25 (27)
大久保 志奈子
0'44''06 (25)
44''06 (25)
原田 美幸
0'39''28 (14)
39''28 (14)

佐藤 晴美
0'46''50 (1)
17''18 (1)
河野 久美子
0'52''46 (2)
21''05 (7)
鍋島 優花
0'56''39 (4)
20''03 (2)
明瀬 仁重子
0'57''55 (5)
21''01 (6)
豊田 光海
0'58''49 (7)
24''34 (18)
石井 淳子
0'58''20 (6)
20''35 (3)
小野 玉枝
1'02''18 (11)
21''31 (8)
岩城 華子
0'59''52 (9)
22''31 (10)
高橋 紅杜子
0'56''34 (3)
20''51 (4)
千葉 明日香
0'59''47 (8)
20''55 (5)
吉宮 仁美
1'02''19 (12)
23''48 (15)
河村 加奈子
1'00''32 (10)
22''59 (12)
井畑 恵美
1'06''47 (20)
25''38 (22)
矢島 たか子
1'05''35 (15)
23''34 (13)
佐藤 朱
1'05''52 (17)
26''26 (24)
飯利 真貴子
1'05''49 (16)
23''57 (16)
長島 友理子
1'07''06 (21)
27''08 (30)
菊池 安希子
1'11''19 (28)
26''54 (28)
永長 真奈美
1'06''28 (19)
22''22 (9)
谷原 里枝
1'02''25 (13)
22''57 (11)

平山 杏子
1'05''07 (1)
18''17 (1)
塙 祐子
1'13''36 (2)
20''50 (5)
都築 由布子
1'17''05 (3)
20''26 (2)
野生司 寛子
1'18''38 (4)
20''43 (4)
荒井 真奈美
1'19''24 (5)
20''35 (3)
星野 菜穂子
1'20''15 (6)
21''55 (7)
大山 愛美
1'24''09 (11)
21''51 (6)
安池 利絵
1'23''01 (8)
23''09 (9)
平賀 美奈子
1'21''50 (7)
25''16 (18)
熊谷 理絵
1'23''16 (9)
23''29 (11)
松永 仁美
1'26''56 (12)
24''37 (15)
米澤 晶子
1'23''38 (10)
23''06 (8)
片山 朋子
1'32''07 (20)
25''20 (19)
窪田 和江
1'29''50 (14)
24''15 (12)
内田 優香
1'31''20 (16)
25''28 (20)
岩崎 洋子
1'30''08 (15)
24''19 (14)
中村 晴美
1'32''05 (19)
24''59 (17)
宮崎 千穂
1'37''33 (26)
26''14 (23)
熊本 果
1'36''01 (25)
29''33 (32)
相馬 千恵
1'31''24 (17)
28''59 (30)

斉藤 千帆
1'23''18 (1)
18''11 (1)
武井 正美
1'33''50 (2)
20''14 (5)
安藤 ゆり奈
1'38''20 (3)
21''15 (11)
小杉山 千秋
1'39''11 (4)
20''33 (6)
森 真奈美
1'40''11 (5)
20''47 (8)
遠藤 和子
1'40''11 (6)
19''56 (4)
宇佐美 綾乃
1'43''23 (7)
19''14 (2)
田近 美波
1'44''37 (8)
21''36 (12)
石黒 栄利子
1'46''26 (9)
24''36 (21)
千葉 愛子
1'46''37 (10)
23''21 (15)
北村 真由美
1'47''50 (11)
20''54 (9)
中野 智子
1'48''07 (12)
24''29 (20)
下藤 恵子
1'53''12 (13)
21''05 (10)
杉浦 麻衣
1'54''07 (14)
24''17 (19)
宮原 野枝
1'54''14 (15)
22''54 (14)
相米 幸恵
1'54''47 (16)
24''39 (22)
阿部 ひとみ
1'55''59 (17)
23''54 (17)
武田 みどり
1'57''18 (18)
19''45 (3)
桂田 舞
1'58''13 (19)
22''12 (13)
橋口 佳子
1'58''28 (20)
27''04 (27)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

競技の
競技の部 女子
順位

No.

チーム名

記録

21

1302 canなでしこ

1'58''49

22

1312 ザ・スペースF

1'59''09

23

1305 SKY

1'59''21

24

1328 マリサポ女子部競技課

2'02''33

25

1310 Ｖ－レディース

2'03''27

26

1320 なでしこジャポンNew

2'03''34

27

1326 ボディーズ横浜

2'03''52

28

1322 プランタン銀座G

2'06''24

29

1321 ピンだる山岳会

2'06''35

30

1324 ベビーコブラ

2'07''05

31

1333 小学館競走部３

2'07''11

32

1331 行け！エフサスITC

2'07''49

33

1339 フラウ編集部

2'13''43

34

1334 相模野病院A

2'14''34

欠場

1340 パナデビルス

欠場

1327 ママーズ＋１

欠場

1330 県鶴OB

第1区

第2区

第3区

第4区

荒井 由起子
0'41''28 (19)
41''28 (19)
市森 恵子
0'43''42 (24)
43''42 (24)
柳澤 くりこ
0'39''05 (12)
39''05 (12)
美尾 まりや
0'44''09 (26)
44''09 (26)
遠藤 愛美
0'43''32 (23)
43''32 (23)
高須 智乃
0'39''47 (15)
39''47 (15)
谷口 直子
0'45''50 (30)
45''50 (30)
椎名 三花子
0'47''20 (32)
47''20 (32)
佐々木 とも子
0'45''22 (29)
45''22 (29)
川村 由里子
0'42''51 (22)
42''51 (22)
飯田 美穂
0'44''51 (28)
44''51 (28)
前田 倫子
0'48''08 (33)
48''08 (33)
笹井 郁奈
0'46''03 (31)
46''03 (31)
佐々木 貴子
0'50''57 (34)
50''57 (34)
押山 秋絵

小林 千代美
1'08''03 (22)
26''35 (26)
浪崎 真純
1'11''30 (29)
27''48 (31)
柳澤 ももこ
1'04''18 (14)
25''13 (20)
奥村 優衣
1'08''11 (23)
24''02 (17)
室橋 京子
1'08''57 (24)
25''25 (21)
松野 和華子
1'06''15 (18)
26''28 (25)
大川 景子
1'09''36 (26)
23''46 (14)
奥山 明恵
1'15''14 (32)
27''54 (32)
加賀 訓子
1'12''21 (30)
26''59 (29)
堀内 和
1'09''42 (27)
26''51 (27)
森田 七恵
1'09''32 (25)
24''41 (19)
戸出 あさ美
1'14''25 (31)
26''17 (23)
成田 玲菜
1'18''29 (33)
32''26 (33)
角野 奈美
1'23''24 (34)
32''27 (34)
鈴木 麻里子

瀧 恵美
1'31''31 (18)
23''28 (10)
山口 美華
1'35''48 (24)
24''18 (13)
小幡 秀美
1'29''46 (13)
25''28 (20)
三浦 礼子
1'35''00 (22)
26''49 (25)
小杉 恭子
1'34''35 (21)
25''38 (22)
中武 幸恵
1'35''19 (23)
29''04 (31)
根岸 美恵子
1'38''24 (28)
28''48 (29)
森島 優子
1'42''28 (32)
27''14 (27)
中畑 瑠美
1'39''32 (29)
27''11 (26)
古山 聡子
1'38''15 (27)
28''33 (28)
柏原 明美
1'41''59 (31)
32''27 (34)
佐野 仁美
1'41''08 (30)
26''43 (24)
舟橋 美和子
1'43''07 (33)
24''38 (16)
串間 有希子
1'54''01 (34)
30''37 (33)
河口 文

高橋 文子
1'58''49 (21)
27''18 (28)
橘育 重
1'59''09 (22)
23''21 (15)
松屋 櫻子
1'59''21 (23)
29''35 (33)
奥村 富妙栄
2'02''33 (24)
27''33 (29)
金玲
2'03''27 (25)
28''52 (32)
大槻 裕美
2'03''34 (26)
28''15 (30)
上野 育美
2'03''52 (27)
25''28 (24)
伊藤 美穂
2'06''24 (28)
23''56 (18)
三留 裕美子
2'06''35 (29)
27''03 (26)
畠中 絵璃
2'07''05 (30)
28''50 (31)
橘高 昌子
2'07''11 (31)
25''12 (23)
山田 弓乃
2'07''49 (32)
26''41 (25)
坂本 藍
2'13''43 (33)
30''36 (34)
尾崎 友美
2'14''34 (34)
20''33 (6)
千本 翔子

五月女 香織

神庭 由美子

安田 雪美

村松 紀美

河村 望

瀬川 友香里

草薙 愛

長島 みゆき

