上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

女子の
女子の部
順位

No.

チーム名

記録

1

445 三浦学苑高校

1'22''06

2

437 ラオウACガールズ

1'24''37

3

456 麦酒倶楽部＠女子

1'31''04

4

460 ザ・スペースＧ

1'34''07

5

410 TR2EC

1'35''42

6

451 脱走ミニー

1'37''33

7

411 Ｖｉｖｉｄ １

1'37''43

8

416 アサヒやかまし娘

1'41''06

9

458 ザ・スペースW

1'41''14

10

441 鎌倉女子大学陸上部

1'41''34

11

402 ERC湘南C

1'43''12

12

417 グラスルーツＡＣ

1'45''51

13

455 逃走ミニー

1'46''52

14

418 ザ・スペースE

1'48''04

15

449 湘南ダッシュR

1'50''13

16

440 鎌倉女子大学B

1'50''19

17

432 ヘンケル女子

1'51''43

18

446 集

1'52''46

19

408 SSK48－Ｋ

1'53''19

20

419 シスコスノー

1'54''38

第1区

第2区

第3区

第4区

小林 亜衣
0'29''44 (2)
29''44 (2)
吉田 香澄
0'28''56 (1)
28''56 (1)
久保田 文
0'31''04 (3)
31''04 (3)
小杉山 千秋
0'33''25 (6)
33''25 (6)
岩田 由美子
0'33''23 (5)
33''23 (5)
遠藤 和子
0'35''09 (7)
35''09 (7)
大山 愛美
0'36''49 (13)
36''49 (13)
咲真 理恵
0'37''10 (16)
37''10 (16)
増田 優子
0'36''26 (11)
36''26 (11)
大田 希
0'37''03 (15)
37''03 (15)
五十嵐 千代子
0'37''43 (18)
37''43 (18)
後藤 光美
0'39''10 (19)
39''10 (19)
藤原 佳代子
0'35''14 (9)
35''14 (9)
石井 淳子
0'40''17 (27)
40''17 (27)
進藤 麻木
0'39''21 (20)
39''21 (20)
古川 いづみ
0'35''11 (8)
35''11 (8)
木村 靖子
0'36''46 (12)
36''46 (12)
宮川 典子
0'40''47 (31)
40''47 (31)
宗形 香
0'32''30 (4)
32''30 (4)
鈴木 麻倫子
0'39''51 (23)
39''51 (23)

臼井 絵理奈
0'47''42 (2)
17''58 (1)
入澤 優
0'47''20 (1)
18''24 (2)
河野 久美子
0'53''10 (3)
22''06 (11)
中村 美由紀
0'53''44 (4)
20''19 (4)
中尾 香織
0'55''19 (5)
21''56 (9)
浦野 理沙
0'56''27 (6)
21''18 (5)
荻野 恵美
0'56''50 (7)
20''01 (3)
横溝 敬子
0'59''15 (12)
22''05 (10)
市森 恵子
0'58''04 (8)
21''38 (7)
山本 珠緒
0'58''35 (10)
21''32 (6)
久野 千恵
0'59''21 (13)
21''38 (7)
古舘 恵理
1'03''56 (21)
24''46 (25)
加藤 綾子
0'58''33 (9)
23''19 (14)
神山 喜和子
1'03''55 (20)
23''38 (15)
窪田 和江
1'03''47 (18)
24''26 (20)
丹羽 保巴
0'59''00 (11)
23''49 (16)
中野 智子
1'02''57 (15)
26''11 (36)
山田 智子
1'05''37 (27)
24''50 (26)
玉木 佳菜子
1'01''32 (14)
29''02 (52)
八木 世津子
1'04''22 (23)
24''31 (21)

柴田 桃花
1'05''44 (2)
18''02 (2)
吉田 菜摘
1'03''28 (1)
16''08 (1)
塙 祐子
1'12''26 (3)
19''16 (3)
野生司 寛子
1'14''05 (4)
20''21 (5)
森 真奈美
1'16''48 (5)
21''29 (7)
石井 淳子
1'17''15 (6)
20''48 (6)
縣 円
1'19''22 (7)
22''32 (9)
和田 彩子
1'21''23 (8)
22''08 (8)
植木 ゆか里
1'21''30 (10)
23''26 (12)
長谷川 麗
1'21''27 (9)
22''52 (11)
熊谷 志穂
1'23''24 (11)
24''03 (14)
濱崎 美知子
1'24''08 (12)
20''12 (4)
高橋 央子
1'25''13 (14)
26''40 (34)
辻岡 由樹子
1'26''42 (15)
22''47 (10)
杉浦 麻衣
1'28''15 (19)
24''28 (17)
永井 歩美
1'25''03 (13)
26''03 (27)
河村 加奈子
1'27''52 (18)
24''55 (18)
喜多 友実
1'29''44 (21)
24''07 (15)
三井 麻理子
1'27''27 (17)
25''55 (25)
辻野 裕子
1'29''37 (20)
25''15 (20)

佐藤 晴美
1'22''06 (1)
16''22 (1)
佐野 智佳子
1'24''37 (2)
21''09 (11)
武井 正美
1'31''04 (3)
18''38 (3)
本田 佳奈子
1'34''07 (4)
20''02 (8)
荒井 真奈美
1'35''42 (5)
18''54 (4)
星野 菜穂子
1'37''33 (6)
20''18 (10)
宇佐美 綾乃
1'37''43 (7)
18''21 (2)
中谷 智子
1'41''06 (8)
19''43 (5)
藤根 涼子
1'41''14 (9)
19''44 (6)
小南 穂乃香
1'41''34 (10)
20''07 (9)
笠間 麻梨
1'43''12 (11)
19''48 (7)
柳沢 大美
1'45''51 (12)
21''43 (14)
岸本 浩子
1'46''52 (13)
21''39 (13)
櫻田 由貴子
1'48''04 (14)
21''22 (12)
矢島 たか子
1'50''13 (15)
21''58 (15)
古屋 真知
1'50''19 (16)
25''16 (42)
米澤 アキコ
1'51''43 (17)
23''51 (33)
小柳 弥生
1'52''46 (18)
23''02 (23)
田中 美希
1'53''19 (19)
25''52 (48)
森井 隆子
1'54''38 (20)
25''01 (41)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

女子の
女子の部
順位

No.

チーム名

記録

21

412 Vivid 2

1'55''00

22

424 チームにゃんこ1

1'55''54

23

459 どすこいますみん

1'56''25

24

422 チームSUZUKI

1'56''27

25

425 チームにゃんこ2

1'56''42

26

428 なめこ

1'56''59

27

426 てくてくてく

1'57''01

28

444 皇居RUNS

1'57''12

29

453 東京ドラゴン

1'58''20

30

450 走好会美魔女

1'59''32

31

405 JIMICHEES

2'00''10

32

442 権太坂駅伝部女子

2'00''21

33

454 東邦ＥＲ

2'00''21

34

448 湘南ダッシュC

2'00''54

35

420 チーム ウロ女子

2'01''10

36

435 メナード クラリス

2'01''22

37

429 ひそかに脱藩組

2'01''34

38

431 ベイビーコブラ

2'02''16

39

436 メナード クラリス２

2'03''40

40

433 ボディーズ横浜

2'04''41

第1区

第2区

第3区

第4区

高松 真紀
0'40''00 (24)
40''00 (24)
井手 那奈
0'39''35 (21)
39''35 (21)
橘 知世
0'40''41 (30)
40''41 (30)
後藤 優佳
0'40''07 (25)
40''07 (25)
久恒 敦子
0'40''28 (29)
40''28 (29)
塚田 裕子
0'42''48 (35)
42''48 (35)
嵯峨野 智香
0'39''49 (22)
39''49 (22)
杉本 芳枝
0'35''58 (10)
35''58 (10)
鶴岡 律子
0'46''17 (48)
46''17 (48)
奥海 早紀
0'41''17 (32)
41''17 (32)
宮崎 千穂
0'44''59 (43)
44''59 (43)
谷口 奈津美
0'36''56 (14)
36''56 (14)
染谷 咲子
0'37''36 (17)
37''36 (17)
木村 郁子
0'41''52 (33)
41''52 (33)
菅原 ゆかり
0'43''20 (38)
43''20 (38)
倉林 英里
0'44''18 (40)
44''18 (40)
後藤 春枝
0'46''30 (49)
46''30 (49)
川村 由里子
0'40''13 (26)
40''13 (26)
中村 栄里子
0'44''06 (39)
44''06 (39)
上野 育美
0'45''17 (44)
45''17 (44)

神宮 真理子
1'04''33 (24)
24''33 (22)
岩崎 洋子
1'05''17 (26)
25''42 (31)
橘 郁重
1'03''50 (19)
23''09 (13)
池田 亜沙美
1'04''20 (22)
24''13 (18)
坂本 美伸里
1'05''10 (25)
24''42 (24)
狩野 彩
1'06''57 (29)
24''09 (17)
高橋 由希子
1'07''04 (30)
27''15 (40)
赤穂 文乃
1'03''02 (16)
27''04 (39)
渡邉 真希子
1'10''38 (39)
24''21 (19)
大村 彩果
1'07''08 (31)
25''51 (32)
板谷 早苗
1'09''38 (36)
24''39 (23)
竹内 里佳
1'03''28 (17)
26''32 (38)
馬場 由季
1'08''29 (33)
30''53 (54)
中島 満枝
1'07''33 (32)
25''41 (30)
坂田 綾子
1'11''23 (40)
28''03 (46)
山地 彩
1'10''15 (37)
25''57 (34)
野田 智子
1'09''36 (35)
23''06 (12)
畠中 絵璃
1'06''07 (28)
25''54 (33)
中山 愛子
1'12''36 (42)
28''30 (49)
吉田 恵子
1'12''51 (45)
27''34 (41)

久保木 美穂
1'30''00 (22)
25''27 (21)
片山 朋子
1'32''49 (26)
27''32 (39)
井村 奈緒
1'27''20 (16)
23''30 (13)
長野 寿賀子
1'34''02 (29)
29''42 (54)
桑原 良子
1'32''42 (24)
27''32 (39)
大塚 智子
1'32''48 (25)
25''51 (23)
松島 ふみ子
1'33''34 (27)
26''30 (32)
児玉 友紀子
1'30''24 (23)
27''22 (38)
村上 道子
1'35''33 (30)
24''55 (18)
増山 由佳
1'33''55 (28)
26''47 (35)
藤本 真由美
1'35''46 (33)
26''08 (28)
平岩 さな江
1'37''55 (36)
34''27 (58)
木田 澄代
1'36''21 (34)
27''52 (42)
千田 亜紀子
1'35''34 (31)
28''01 (43)
武重 陽子
1'38''23 (37)
27''00 (37)
伊東 絵美子
1'38''43 (39)
28''28 (47)
江崎 明子
1'38''23 (38)
28''47 (49)
堀内 和
1'35''34 (32)
29''27 (52)
吉田 美穂
1'38''54 (41)
26''18 (30)
谷口 直子
1'42''11 (48)
29''20 (51)

鈴木 麻美
1'55''00 (21)
25''00 (40)
坂本 裕見子
1'55''54 (22)
23''05 (24)
浪崎 真純
1'56''25 (23)
29''05 (56)
田辺 朋
1'56''27 (24)
22''25 (17)
相米 幸恵
1'56''42 (25)
24''00 (34)
海野 亜也子
1'56''59 (26)
24''11 (36)
牧 ちさと
1'57''01 (27)
23''27 (29)
野地 美帆
1'57''12 (28)
26''48 (52)
柳原 寛子
1'58''20 (29)
22''47 (21)
岸 紀美
1'59''32 (30)
25''37 (46)
神谷 美登利
2'00''10 (31)
24''24 (37)
渡邉 泰江
2'00''21 (32)
22''26 (18)
小山田 花子
2'00''21 (33)
24''00 (34)
川西 雅子
2'00''54 (34)
25''20 (43)
荒木 あずみ
2'01''10 (35)
22''47 (21)
鶴巻 悦子
2'01''22 (36)
22''39 (20)
芝田 幸恵
2'01''34 (37)
23''11 (26)
古山 聡子
2'02''16 (38)
26''42 (51)
山岸 綾子
2'03''40 (39)
24''46 (38)
根岸 美恵子
2'04''41 (40)
22''30 (19)

上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

女子の
女子の部
順位

No.

チーム名

記録

41

401 3MRC-1

2'04''44

42

403 HANEHANE

2'05''39

43

457 ﾋﾟﾝｸだるま駅伝部

2'05''40

44

423 チームどすこい

2'05''43

45

452 竹中土木-4

2'05''52

46

413 VRCひばり

2'05''56

47

406 ＪＲ東海Ｇ

2'06''03

48

443 皇居RUNS

2'06''24

49

407 P☆ナース

2'06''36

50

409 team198

2'06''59

51

404 InterCon

2'07''50

52

434 マリサポ女子部

2'10''00

53

414 アクティ部Aチーム

2'10''03

54

415 アクティ部Bチーム

2'11''17

55

421 チーム198 B

2'11''57

56

447 十慈堂病院 陸上部

2'12''03

57

430 ビタミンＭ

2'12''31

58

438 ランスカ女子部

2'17''54

欠場

427 なでしこJAPAN

第1区

第2区

第3区

第4区

中嶋 由美
0'42''52 (36)
42''52 (36)
井上 裕美子
0'48''07 (54)
48''07 (54)
佐々木 とも子
0'47''45 (52)
47''45 (52)
栢木 香陽子
0'46''15 (47)
46''15 (47)
倉田 裕美
0'44''53 (42)
44''53 (42)
三浦 うらら
0'46''54 (51)
46''54 (51)
小林 愛
0'49''45 (58)
49''45 (58)
室橋 智美
0'40''26 (28)
40''26 (28)
西野 実和
0'44''48 (41)
44''48 (41)
小島 藍
0'45''35 (46)
45''35 (46)
横川 奈々子
0'46''53 (50)
46''53 (50)
奥村 優衣
0'49''03 (57)
49''03 (57)
篠崎 明子
0'41''53 (34)
41''53 (34)
関根 真由美
0'43''08 (37)
43''08 (37)
中尾 有里
0'47''50 (53)
47''50 (53)
奥寺 桃子
0'49''01 (55)
49''01 (55)
長岡 桃子
0'49''02 (56)
49''02 (56)
小林 久利子
0'45''17 (45)
45''17 (45)
小泉 明美

坂本 眞美
1'10''34 (38)
27''42 (43)
川崎 智子
1'13''29 (48)
25''22 (29)
加賀 訓子
1'12''42 (43)
24''57 (28)
峯村 文
1'13''49 (49)
27''34 (41)
落合 正美
1'12''46 (44)
27''53 (45)
小杉 恭子
1'12''54 (46)
26''00 (35)
古知屋 ほのか
1'14''37 (50)
24''52 (27)
谷口 友季子
1'09''04 (34)
28''38 (51)
小野塚 薫
1'13''05 (47)
28''17 (47)
中田 佳世
1'11''54 (41)
26''19 (37)
畠山 和江
1'14''43 (51)
27''50 (44)
門倉 香
1'18''45 (56)
29''42 (53)
笠間 麻由
1'17''57 (54)
36''04 (57)
山田 弘美
1'18''10 (55)
35''02 (56)
渡辺 友可
1'16''16 (52)
28''26 (48)
矢島 由美子
1'22''19 (57)
33''18 (55)
矢代 水穂
1'17''36 (53)
28''34 (50)
片岡 美樹
1'25''28 (58)
40''11 (58)
高須 智乃

小田島 沙佳
1'41''16 (46)
30''42 (57)
磯貝 阿沙美
1'42''24 (49)
28''55 (50)
菅 千絵子
1'38''51 (40)
26''09 (29)
高橋 瞳
1'43''22 (51)
29''33 (53)
小松 美穂
1'40''58 (45)
28''12 (45)
金 玲
1'42''51 (50)
29''57 (56)
小森 美佳
1'40''34 (44)
25''57 (26)
有吉 紀子
1'37''05 (35)
28''01 (43)
岡村 みゆき
1'39''28 (42)
26''23 (31)
岡田 麻里
1'40''22 (43)
28''28 (47)
佐藤 亜紀美
1'44''36 (54)
29''53 (55)
美尾 まりや
1'44''21 (53)
25''36 (22)
岩上 真理
1'46''19 (56)
28''22 (46)
藤岡 明実
1'44''43 (55)
26''33 (33)
佐方 朝美
1'44''02 (52)
27''46 (41)
森川 葉子
1'48''13 (57)
25''54 (24)
中山 雅美
1'41''51 (47)
24''15 (16)
朝倉 麻衣
1'52''25 (58)
26''57 (36)
松野 和華子

柿崎 亜美
2'04''44 (41)
23''28 (30)
村木 那美
2'05''39 (42)
23''15 (28)
大楽 倫子
2'05''40 (43)
26''49 (53)
久下 明香
2'05''43 (44)
22''21 (16)
西尾 由希子
2'05''52 (45)
24''54 (39)
室橋 京子
2'05''56 (46)
23''05 (24)
金子 奈穂
2'06''03 (47)
25''29 (44)
望月 美亜
2'06''24 (48)
29''19 (57)
田中 千里
2'06''36 (49)
27''08 (54)
佐藤 久美子
2'06''59 (50)
26''37 (50)
伊藤 梢
2'07''50 (51)
23''14 (27)
有田 名穂子
2'10''00 (52)
25''39 (47)
大西 未央
2'10''03 (53)
23''44 (31)
橋本 由美子
2'11''17 (54)
26''34 (49)
堤 穏花
2'11''57 (55)
27''55 (55)
石井 里美
2'12''03 (56)
23''50 (32)
藤田 瑞貴
2'12''31 (57)
30''40 (58)
阿部 容子
2'17''54 (58)
25''29 (44)
山田 幸恵

