
3：10km 一般女子の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 1503 鷲津 奈緒美 ﾜｼﾂﾞ ﾅｵﾐ 那須塩原市 40:05
2 1501 鷹崎 晃子 ﾀｶｻｷ ｱｷｺ 真岡市 41:36
3 1529 須田 真寿美 ｽﾀﾞ ﾏｽﾐ 東京都 キミちゃんＲＣ 42:35
4 1531 齊藤 友理 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 足利市 44:30
5 1528 塩田 麻美 ｼｵﾀ ｱｻﾐ 足利市 45:38
6 1527 野田 真弓 ﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 宇都宮市 46:05
7 1526 甘糟 恵美 ｱﾏｶｽ ﾒｸﾞﾐ 大田原市 湯津上中学校 47:17
8 1520 坂本 和子 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ 福島県 47:30
9 1510 戸村 知子 ﾄﾑﾗ ﾄﾓｺ 大田原市 黒羽小学校 47:35

10 1539 福島 一恵 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｴ 矢板市 47:41
11 1524 沼田 梨恵 ﾇﾏﾀ ﾘｴ 下野市 48:21
12 1530 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 那須町 カツ 48:25
13 1511 菅原 紘子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｺ さくら市 48:51
14 1514 大出 千春 ｵｵﾃﾞ ﾁﾊﾙ 栃木市 50:22
15 1507 高野 彩子 ﾀｶﾉ ｻｲｺ 那須烏山市 51:39
16 1512 手塚 あゆみ ﾃﾂﾞｶ ｱﾕﾐ 千葉県 53:16
17 1504 森田 智美 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾐ 塩谷町 53:25
18 1533 鈴木 沙彩 ｽｽﾞｷ ｻｱﾔ 宇都宮市 54:34
19 1519 吉村 芳子 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼｺ 宇都宮市 55:21
20 1517 篠原 恵 ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 宇都宮市 55:32
21 1506 横尾 共子 ﾖｺｵ ｷｮｳｺ 那須塩原市 56:26
22 1521 白井 京子 ｼﾗｲ ｷｮｳｺ 那須町 57:43
23 1537 根岸 羽窈 ﾈｷﾞｼ ﾊﾖｳ 那須町 58:17
24 1508 白川 由紀 ｼﾗｶﾜ ﾕｷ 宇都宮市 58:20
25 1538 深谷 めぐみ ﾌｶﾔ ﾒｸﾞﾐ 宇都宮市 58:32
26 1502 手塚 由紀 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷ 日光市 58:33
27 1536 岩下 愛 ｲﾜｼﾀ ｱｲ 大田原市 58:52
28 1522 江川 由里子 ｴｶﾞﾜ ﾕﾘｺ 福島県 1:01:01
29 1535 岸 さき子 ｷｼ ｻｷｺ 宇都宮市 鳥世志 1:01:37
30 1523 大倉 晶子 ｵｵｸﾗ ｱｷｺ 茨城県 1:01:40
31 1505 大島 登美子 ｵｵｼﾏ ﾄﾐｺ 鹿沼市 チーム大島 1:01:40
32 1534 栗原 寿理 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾘ 佐野市 1:01:55
33 1532 薄葉 陽奈 ｳｽﾊﾞ ﾊﾙﾅ 福島県 穂積保険事務所 1:04:21
34 1518 山崎 貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ 岩手県 チーム味三昧 1:04:41
35 1513 齋藤 彩子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 宇都宮市 1:08:30

1509 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 福島県 DNS
1515 吉田 さつき ﾖｼﾀﾞ ｻﾂｷ 那須塩原市 DNS
1516 関谷 杏奈 ｾｷﾔ ｱﾝﾅ 那須塩原市 DNS
1525 岩城 里佳 ｲﾜｷ ﾘｶ 大田原市 岩城農場陸上部 DNS
1540 瀧田 紀子 ﾀｷﾀ ﾉﾘｺ 福島県 DNS
1541 黒崎 由香里 ｸﾛｻｷ ﾕｶﾘ 矢板市 米村ＡＣ DNS
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