上段：通算記録（順位）
下段：区間記録（順位）

女子の部
順位

No.

チーム名

記録

1

707 チームMGOG

1'33''52

2

710 麦酒倶楽部＠女子

1'41''13

3

717 ﾘﾄﾙｼｽﾀｰｽﾞ

1'44''14

4

706 チーム１９９４

1'44''23

5

705 岸根保育園B

1'53''44

6

703 母ちゃんと三姉妹

1'58''54

7

712 ランフォーキッズQ

1'59''59

8

708 チーム小桜

2'00''15

9

702 あやちゃんず

2'02''23

10

713 ランフォーキッズP

2'02''31

11

709 はつしまSC

2'02''35

12

704 岸根保育園A

2'05''37

13

701 アクティ部

2'06''48

14

716 ﾗﾝﾌｫｰｷｯｽﾞJ

2'08''46

15

714 Ms.湘南

2'17''59

第1区

第2区

第3区

第4区

平山 杏子
0'34''03 (1)
34''03 (1)
小野寺 利絵
0'38''48 (5)
38''48 (5)
木住野 円華
0'38''41 (4)
38''41 (4)
岸 有紗
0'35''12 (2)
35''12 (2)
中川 登史子
0'38''08 (3)
38''08 (3)
佐藤 恵子
0'40''00 (7)
40''00 (7)
櫻井 美公
0'40''53 (9)
40''53 (9)
笹川 和佳代
0'44''26 (12)
44''26 (12)
小川 綾子
0'43''22 (11)
43''22 (11)
奥脇 寛子
0'40''29 (8)
40''29 (8)
松浦 彩子
0'41''36 (10)
41''36 (10)
市川 紀
0'39''35 (6)
39''35 (6)
関根 真由美
0'44''55 (13)
44''55 (13)
東村 朋波
0'52''57 (15)
52''57 (15)
宮山 灯里
0'51''23 (14)
51''23 (14)

風間 梨沙
0'54''48 (1)
20''45 (1)
生松 ゆかり
0'59''51 (3)
21''03 (2)
赤塚 七海
1'00''42 (4)
22''01 (3)
諸星 美穂
0'58''12 (2)
23''00 (4)
杉山 由紀子
1'04''50 (5)
26''42 (8)
伊藤 未来
1'12''18 (13)
32''18 (14)
陸川 敏子
1'07''13 (7)
26''20 (6)
吉澤 美紀
1'11''21 (10)
26''55 (9)
鷲見 幸
1'10''38 (9)
27''16 (10)
福田 舞
1'07''02 (6)
26''33 (7)
鷲田 恭子
1'09''00 (8)
27''24 (12)
宮井 歌菜子
1'12''11 (11)
32''36 (15)
藤岡 明実
1'12''12 (12)
27''17 (11)
樋川 教子
1'16''50 (14)
23''53 (5)
中島 知里
1'22''05 (15)
30''42 (13)

松岡 真椰
1'15''34 (1)
20''46 (1)
山本 あさひ
1'20''43 (2)
20''52 (2)
山上 夏季
1'23''37 (4)
22''55 (3)
杉村 亜希子
1'22''10 (3)
23''58 (5)
流 志摩
1'29''41 (5)
24''51 (7)
田上 景子
1'36''36 (9)
24''18 (6)
青木 悠佳
1'32''05 (6)
24''52 (8)
大谷 陽子
1'37''16 (11)
25''55 (10)
舘 恵子
1'37''58 (12)
27''20 (12)
田平 裕香
1'32''20 (7)
25''18 (9)
上野 幸代
1'37''07 (10)
28''07 (14)
瀬戸川 由紀子
1'35''45 (8)
23''34 (4)
伊藤 由美子
1'42''02 (13)
29''50 (15)
池崎 晶子
1'43''45 (14)
26''55 (11)
Tsitsi Watamb
1'50''10 (15)
28''05 (13)

白瀬 侑子
1'33''52 (1)
18''18 (1)
武井 正美
1'41''13 (2)
20''30 (2)
河原木 ひろこ
1'44''14 (3)
20''37 (3)
高橋 輪加子
1'44''23 (4)
22''13 (4)
柴田 真紀
1'53''44 (5)
24''03 (7)
倉地 満理奈
1'58''54 (6)
22''18 (5)
黒井 良子
1'59''59 (7)
27''54 (13)
尾上 和子
2'00''15 (8)
22''59 (6)
山岸 裕子
2'02''23 (9)
24''25 (8)
柿添 永和
2'02''31 (10)
30''11 (15)
半田 桂子
2'02''35 (11)
25''28 (11)
平岩 由貴子
2'05''37 (12)
29''52 (14)
篠崎 明子
2'06''48 (13)
24''46 (9)
吉木 聖子
2'08''46 (14)
25''01 (10)
土井 菜穂子
2'17''59 (15)
27''49 (12)

