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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

710 星の子妹ぶんです

1'27''52

2

701 アヤト強豪女子

1'31''30

3

711 三浦駅伝部OG

1'33''08

4

713 LOPET

1'40''05

5

703 岸根保育園

1'44''34

6

706 チーム小桜

1'48''00

7

709 星の子 あねさんです

1'52''28

8

708 ベジータジョッキーズ

1'52''33

9

707 はつしまSC

1'54''29

10

704 元気がいいで賞

1'55''02

11

712 レッドデビルスC

1'55''30

12

702 OBSN41

1'59''03

13

705 3MRC-4

2'00''31

第1区

第2区

第3区

第4区

梨本 侑季
0'27''48 (1)
27''48 (1)
大島 梢
0'31''29 (3)
31''29 (3)
内田 佳奈
0'31''05 (2)
31''05 (2)
守屋 千秋
0'36''10 (5)
36''10 (5)
市川 紀
0'35''39 (4)
35''39 (4)
尾上 和子
0'36''19 (6)
36''19 (6)
疋田 順子
0'40''38 (10)
40''38 (10)
関根 真紀子
0'39''44 (9)
39''44 (9)
松浦 彩子
0'37''09 (7)
37''09 (7)
山根 彩乃
0'38''12 (8)
38''12 (8)
原島 幸子
0'43''35 (11)
43''35 (11)
高木 美奈
0'44''16 (13)
44''16 (13)
坂本 眞美
0'43''50 (12)
43''50 (12)

大庭 直美
0'49''31 (1)
21''43 (3)
松山 有花
0'52''35 (3)
21''06 (2)
小林 沙都
0'50''38 (2)
19''33 (1)
鵜飼 博美
0'58''45 (4)
22''35 (5)
瀬戸川 由紀子
0'58''53 (5)
23''14 (6)
大谷 陽子
1'00''24 (6)
24''05 (8)
加登屋 敬子
1'04''50 (10)
24''12 (9)
広瀬 亜矢子
1'02''14 (7)
22''30 (4)
鷲田 恭子
1'03''00 (8)
25''51 (10)
篠原 巳幸
1'04''09 (9)
25''57 (11)
波多野 奈穂子
1'07''09 (11)
23''34 (7)
池之内 里恵
1'11''31 (13)
27''15 (13)
高橋 あす香
1'10''01 (12)
26''11 (12)

松本 真由美
1'11''16 (1)
21''45 (3)
濱野 裕明子
1'12''55 (3)
20''20 (2)
山内 佳夏
1'12''39 (2)
22''01 (5)
渡會 祥子
1'20''35 (4)
21''50 (4)
流 志摩
1'21''34 (5)
22''41 (6)
吉澤 美紀
1'26''02 (6)
25''38 (9)
山崎 茂子
1'30''13 (10)
25''23 (8)
小澤 利恵子
1'28''45 (7)
26''31 (10)
上野 幸代
1'29''41 (9)
26''41 (11)
奥山 幸代
1'28''56 (8)
24''47 (7)
西口 保子
1'35''06 (12)
27''57 (13)
三河 侑子
1'31''06 (11)
19''35 (1)
山口 直子
1'37''28 (13)
27''27 (12)

廣田 千慧
1'27''52 (1)
16''36 (1)
藤澤 芙美子
1'31''30 (2)
18''35 (2)
村本 晴菜
1'33''08 (3)
20''29 (5)
横路 敬子
1'40''05 (4)
19''30 (3)
柴田 真紀
1'44''34 (5)
23''00 (8)
笹川 和佳代
1'48''00 (6)
21''58 (6)
西澤 めぐみ
1'52''28 (7)
22''15 (7)
加藤 由美子
1'52''33 (8)
23''48 (10)
半田 桂子
1'54''29 (9)
24''48 (11)
山際 香里
1'55''02 (10)
26''06 (12)
平山 裕子
1'55''30 (11)
20''24 (4)
高木 裕美
1'59''03 (12)
27''57 (13)
楠元 彩子
2'00''31 (13)
23''03 (9)

