
8 ・ 大学・一般女子の部 5km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 5103 野田　沙織 ﾉﾀﾞ ｻｵﾘ 東京都 三井住友海上 16分56秒
2 5120 野添　佑莉 ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ 東京都 三井住友海上 17分08秒
3 5106 日高　侑紀 ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ 東京都 三井住友海上 17分14秒
4 5104 山崎　里菜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ 神奈川県 パナソニック 17分15秒
5 5109 田邉　美咲 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 東京都 三井住友海上 17分20秒
6 5158 安藤　優香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 栃木県 白鴎大学 17分25秒

7 5105 飯野　摩耶 ｲｲﾉ ﾏﾔ 東京都 東京農業大学 17分26秒

8 5149 小澤　夏美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 栃木県 白鴎大学 17分29秒

9 5124 酒井　優莉菜 ｻｶｲ ﾕﾘﾅ 神奈川県 日本体育大学 17分31秒

10 5108 森田　詩織 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ 神奈川県 パナソニック 17分40秒

11 5125 小林　由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 東京都 三井住友海上 17分42秒

12 5154 永井　加奈 ﾅｶﾞｲ ｶﾅ 栃木県 白鴎大学 17分43秒

13 5114 小堀　真佳 ｺﾎﾞﾘ ﾏﾅｶ 東京都 東京農業大学 17分46秒

14 5111 鈴木　ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 神奈川県 パナソニック 17分48秒

15 5150 小林　悠華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 栃木県 白鴎大学 17分49秒

16 5123 中島　葵 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵｲ 東京都 三井住友海上 17分59秒

17 5112 内藤　早紀子 ﾅｲﾄｳ ｻｷｺ 神奈川県 パナソニック 18分00秒

18 5146 石﨑　千滉 ｲｼｻﾞｷ ﾁｱｷ 栃木県 白鴎大学 18分01秒

19 5122 田中　真愛 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 神奈川県 日本体育大学 18分03秒

20 5128 片野　春香 ｶﾀﾉ ﾊﾙｶ 東京都 東京農業大学 18分11秒

21 5162 藤田　愛子 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｺ 栃木県 白鴎大学 18分12秒

22 5134 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 神奈川県 日本体育大学 18分13秒

23 5129 吉田　夏子 ﾖｼﾀﾞ　ﾅﾂｺ 東京都 玉川大学 18分31秒

24 5147 上武　志穂 ｳｴﾀｹ ｼﾎ 栃木県 白鴎大学 18分33秒

25 5127 田村　茜 ﾀﾑﾗ ｱｶﾈ 神奈川県 日本体育大学 18分42秒

26 5163 馬橋　あづみ ﾏﾊﾞｼ ｱﾂﾞﾐ 栃木県 白鴎大学 18分52秒

27 5160 坂本　ちほ ｻｶﾓﾄ ﾁﾎ 栃木県 白鴎大学 18分55秒

28 5137 田中　結女 ﾀﾅｶ　ﾕﾒ 東京都 玉川大学 19分03秒

29 5135 大石　千聖 ｵｵｲｼ　ﾁｻﾄ 埼玉県 日本女子体育大学 19分07秒

30 5141 岡本　悠里 ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 千葉県 聖徳大学 19分13秒

31 5148 遠藤　ななみ ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 栃木県 白鴎大学 19分16秒

32 5136 時田　迪奈 ﾄｷﾀ ﾌﾐﾅ 千葉県 聖徳大学 19分18秒

33 5159 菅野　鈴菜 ｶﾝﾉ ｽｽﾞﾅ 栃木県 白鴎大学 19分23秒

34 5130 中畑　友花 ﾅｶﾊﾀ　ﾕｳｶ 東京都 玉川大学 19分27秒

35 5119 榑林　万由子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ　ﾏﾕｺ 埼玉県 日本女子体育大学 19分44秒

36 5145 石井　星麗菜 ｲｼｲ ｾﾚﾅ 千葉県 聖徳大学 19分48秒

37 5142 須藤　真帆 ｽﾄｳ　ﾏﾎ 埼玉県 日本女子体育大学 20分04秒

38 5139 大貫　美織 ｵｵﾇｷ ﾐｵﾘ 千葉県 聖徳大学 20分21秒

39 5161 澤田　奈々 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅ 栃木県 白鴎大学 20分22秒

40 5140 内藤　千絋 ﾅｲﾄｳ　ﾁﾋﾛ 埼玉県 日本女子体育大学 20分37秒
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