
№4  女子  5km　一般の部№4  女子  5km　一般の部№4  女子  5km　一般の部№4  女子  5km　一般の部

■中学生

301 山本　衣良 14 ヤマモト　ソラ 紺

302 守谷　希波 14 モリヤ　ノノハ mede鯛 紺

■高校生

303 髙橋　南子 16 タカハシ　ミナコ 紺

304 荒井　菜々子 16 アライ　ナナコ 西武台千葉高校 紺

305 近藤　小夏 17 コンドウ　コナツ 紺

306 千葉　結衣子 18 チバ　ユイコ 盛岡体協ＳＣ 紺

■大学生

307 岩見　きらり 19 イワミ　キラリ 日本体育大学 紺

308 小池　優媛 20 コイケ　ユエン 日本体育大学 紺

309 モラン　アリス 20 モラン　アリス 紺

310 藤　優実 21 トウ　ユミ 日本体育大学 紺

311 安部　夏帆 22 アベ　ナツホ SPﾎｳﾄｸ金沢 紺

■24歳以下

312 小保方　咲帆 22 オボカタ　サキホ もりもりもりもり 紺

313 竹内　愛 23 タケウチ　アイ もりもりもりもり 紺

314 森山　幸美 23 モリヤマ　ユキミ SWANS 紺

■25歳以上

315 冨井　星河 25 トミイ　セイカ アクアティック 紺

316 松下　彩花 26 マツシタ　アヤカ 田園SS 紺

317 福島　美里 29 フクシマ　ミサト ATSC.YW 紺

318 松井　佳菜絵 29 マツイ　カナエ 紺

■30歳以上

319 井上　加奈子 31 イノウエ　カナコ 紺

320 髙倉　和恵 31 タカクラ　カズエ 紺

321 矢嶋　わか菜 33 ヤジマ　ワカナ 紺

322 峯岸　希美 34 ミネギシ　ノゾミ 紺

323 間藤　里絵 34 マトウ　サトエ 紺

■35歳以上

324 山口　綾乃 36 ヤマグチ　アヤノ 横浜サクラ 紺

325 岩田　文 37 イワタ　アヤ 紺

326 鈴木　百合子 38 スズキ　ユリコ 紺



■40歳以上

327 越智　博美 40 オチ　ヒロミ 紺

328 中澤　久美子 42 ナカザワ　クミコ 紺

329 西川　由美子 44 ニシカワ　ユミコ ニシグレ 紺

■45歳以上

330 熊谷　みやび 45 クマガイ　ミヤビ 紺

331 新出　亜希子 45 ニイデ　アキコ 紺

332 Lesa Thompson 45 Ｌｅｓａ　Ｔｈｏｍｐｓｏｎ 紺

333 山口　若菜 46 ヤマグチ　ワカナ レッドホエールズ 紺

334 平田　加津代 48 ヒラタ　カズヨ 紺

335 木島　歌織 48 キジマ　カオリ Knights 紺

336 小川　ゆみ 48 オガワ　ユミ TNN 紺

337 鎌田　綾子 49 カマタ　アヤコ たまプラSRC 紺

■50歳以上

338 片岡　早苗 50 カタオカ　サナエ 紺

339 幸田　夕紀 50 コウダ　ユキ 紺

340 中山　輝美 50 ナカヤマ　テルミ 紺

341 古田　志乃雅 51 フルタ　シノカ 紺

342 森田　直美 52 モリタ　ナオミ コナミ武蔵浦和 紺

343 竹下　京子 52 タケシタ　キョウコ 紺

344 真野　和美 53 マノ　カズミ 紺

345 松木　まゆみ 54 マツキ　マユミ アクラブ 紺

■55歳以上

346 山田　忍 55 ヤマダ　シノブ 紺

347 五十嵐　明美 56 イガラシ　アケミ シーモンキー 紺

348 増子　保子 56 マスコ　ヤスコ うさちゃん 紺

349 島　悦子 58 シマ　エツコ オーシャンナビ 紺

350 吉田　智江 59 ヨシダ　トモエ バラクロ 紺

351 霜重　繁子 59 シモジュウ　シゲコ 紺

■60歳以上

352 臼倉　晶子 60 ウスクラ　アキコ スイミーズ 紺


