
9：5km 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 4001 小林 香 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 大田原市 ラン太郎 20:45
2 4016 白井 奈津子 ｼﾗｲ ﾅﾂｺ 那須町 21:30
3 4004 松本 和子 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｺ 大田原市 24:20
4 4003 芝田 みすず ｼﾊﾞﾀ ﾐｽｽﾞ 高根沢町 24:21
5 4014 鈴木 美奈子 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｺ 福島県 坂下厚生病院 24:51
6 4026 谷津 潤子 ﾔﾂ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 26:01
7 4035 石黒 明日香 ｲｼｸﾞﾛ ｱｽｶ 群馬県 26:53
8 4027 近藤 美和子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾜｺ 福島県 ＩＩＩＦ　ＲＣ 27:38
9 4005 桜井 君子 ｻｸﾗｲ ｷﾐｺ さくら市 栃木銀行ＲＣ 27:45

10 4002 若目田 早苗 ﾜｶﾒﾀﾞ ｻﾅｴ 宇都宮市 28:09
11 4017 伊藤 朝香 ｲﾄｳ ｱｻｶ 大田原市 28:31
12 4012 矢吹 美奈子 ﾔﾌﾞｷ ﾐﾅｺ 大田原市 那須中央病院 29:01
13 4019 礒 叔子 ｲｿ ﾖｼｺ 大田原市 29:57
14 4022 大竹 小百合 ｵｵﾀｹ ｻﾕﾘ 大田原市 大田原選抜 30:24
15 4018 小室 由香里 ｺﾑﾛ ﾕｶﾘ 大田原市 30:27
16 4015 鈴木 亜紀子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 大田原市 那須中央病院 31:43
17 4021 熊田 幸子 ｸﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 大田原市 32:17
18 4009 小室 夏美 ｺﾑﾛ ﾅﾂﾐ 大田原市 33:12
19 4013 柴田 玲奈 ｼﾊﾞﾀ ﾚﾅ 那須塩原市 資生堂 33:14
20 4008 飯村 加奈美 ｲｲﾑﾗ ｶﾅﾐ 茂木町 33:16
21 4036 鈴木 敬子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 大田原市 無所属 33:39
22 4006 手塚 尚美 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵﾐ 大田原市 33:47
23 4011 佐藤 愛佳 ｻﾄｳ ｱｲｶ 那須塩原市 34:06
24 4024 石澤 麻子 ｲｼｻﾞﾜ ｱｻｺ 大田原市 34:12
25 4031 今井 弘子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 福島県 38:02
26 4032 蘇武 悠 ｿﾌﾞ ﾊﾙｶ 福島県 穂積保険事務所 38:02
27 4010 佐藤 みどり ｻﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 那須塩原市 39:39

4007 伊藤 貞子 ｲﾄｳ ﾃｲｺ 那須塩原市 DNS
4020 佐藤 奈津美 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 大田原市 福原イクメンズ DNS
4023 清水 美智 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁ 那須塩原市 DNS
4025 横関 楓 ﾖｺｾﾞｷ ｶｴﾃﾞ 那須塩原市 DNS
4028 石崎 えりか ｲｼｻﾞｷ ｴﾘｶ 大田原市 DNS
4029 吉井 早苗 ﾖｼｲ ｻﾅｴ 宇都宮市 DNS
4030 関 咲耶 ｾｷ ｻｸﾔ 大田原市 足利銀行 DNS
4033 横田 朋子 ﾖｺﾀ ﾄﾓｺ 矢板市 DNS
4034 小林 里菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 福島県 DNS
4037 鈴木 育美 ｽｽﾞｷ ｲｸﾐ 那須町 DNS
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