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7138 青沼　麗后1 ｱｵﾇﾏ ﾘﾐ 18分57秒山梨学院

7088 矢崎　なつみ2 ﾔｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 23分01秒

7077 岡田　みか3 ｵｶﾀﾞ ﾐｶ 23分10秒

7118 川口　真由4 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕ 24分00秒

7142 高橋　香凜5 ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ 25分00秒

7105 早川　のぞみ6 ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 25分15秒

7044 熊坂　麻致子7 ｸﾏｻｶ ﾏﾁｺ 25分52秒

7130 星野　真穂8 ﾎｼﾉ ﾏﾎ 25分58秒

7052 堀内　幸江9 ﾎﾘｳﾁ ﾕｷｴ 26分36秒

7122 山崎　菜緒10 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ 26分38秒

7106 中島　さくら11 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ 26分47秒

7141 金山　希実12 ｶﾅﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 27分21秒

7115 土橋　芽依13 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾒｲ 27分31秒

7144 鹿野　ほのか14 ｶﾉ ﾎﾉｶ 27分34秒

7117 中澤　麻乃15 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｻﾉ 28分00秒

7137 清水　美里16 ｼﾐｽﾞ ﾐｻﾄ 28分04秒

7051 岡　真奈美17 ｵｶ ﾏﾅﾐ 28分04秒

7083 川泉　祐美子18 ｶﾜｲｽﾞﾐ ﾕﾐｺ 28分13秒

7015 西野　史江19 ﾆｼﾉ ﾌﾐｴ 28分35秒

7129 田中　栞20 ﾀﾅｶ ｼｵﾘ 28分48秒

7003 東本　裕美21 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 28分56秒

7098 公文　みずき22 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ 29分03秒

7143 清水　美稀23 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 29分04秒

7089 小林　静香24 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 29分35秒

7053 鹿野　恵25 ｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 29分35秒

7087 澤木　志津香26 ｻﾜｷ ｼﾂﾞｶ 29分36秒

7068 神農　智美27 ｼﾞﾝﾉｳ ﾄﾓﾐ 29分41秒山梨積水株式会社

7022 青木　恵28 ｱｵｷ ﾒｸﾞﾐ 29分43秒

7091 伊東　南29 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 30分02秒

7092 望月　ちほ30 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁﾎ 30分02秒

7039 鴨作　涼子31 ｶﾓｻｸ ﾘｮｳｺ 30分10秒

7110 米山　茉莉32 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘ 30分16秒

7001 小野　はるか33 ｵﾉ ﾊﾙｶ 30分16秒

7049 矢崎　薫34 ﾔｻﾞｷ ｶｵﾙ 30分39秒

7136 佐藤　花南35 ｻﾄｳ ｶﾅ 30分44秒Ｔ－大きな背中

7139 山口　和実36 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｺﾞﾐ 30分47秒

7002 内藤　由美子37 ﾅｲﾄｳ ﾕﾐｺ 31分15秒ＦＦＴ

7101 芦澤　晶帆38 ｱｼｻﾞﾜ ｱｷﾎ 31分16秒

7104 宮崎　いず美39 ﾐﾔｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 31分22秒

7030 細川　まどか40 ﾎｿｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 31分26秒

7048 向井　良枝41 ﾑｶｲ ﾖｼｴ 31分31秒

7060 深澤　亜耶42 ﾌｶｻﾜ ｱﾔ 31分31秒

7005 今野　衣恵43 ｺﾝﾉ ｷﾇｴ 31分32秒

7108 一瀬　綾乃44 ｲﾁﾉｾ ｱﾔﾉ 31分51秒

7097 河西　美佳45 ｶｻｲ ﾐｶ 31分52秒チームＫＯＨＮＯ

7133 清水　彩花46 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 31分52秒山梨県立大学

7034 中澤　さき子47 ﾅｶｻﾞﾜ ｻｷｺ 31分57秒

7047 石井　理恵48 ｲｼｲ ﾘｴ 31分59秒

7036 伊藤　由美49 ｲﾄｳ ﾖｼﾐ 32分02秒

7019 田中　由美子50 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 32分05秒

7055 吉岡　理恵51 ﾖｼｵｶ ﾘｴ 32分22秒

7096 古閑　恵莉花52 ｺｶﾞ ｴﾘｶ 32分31秒

7020 斉藤　桜子53 ｻｲﾄｳ ｻｸﾗｺ 32分33秒

7124 野田　?里54 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾘ 32分36秒
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7099 榎本　麻帆55 ｴﾉﾓﾄ ﾏﾎ 32分51秒山梨積水株式会社

7013 矢ヶ崎　三枝56 ﾔｶﾞｻｷ ﾐｴ 32分58秒ＴＹＰＥ－Ｒ

7120 曽根　優花57 ｿﾈ ﾕｳｶ 33分11秒

7140 大堀　佳奈58 ｵｵﾎﾘ ｶﾅ 33分13秒新冨鉄工

7131 有賀　幾美59 ｱﾙｶﾞ ｲｸﾐ 33分14秒

7119 松戸　里佳60 ﾏﾂﾄﾞ ﾘｶ 33分22秒

7031 新津　昭子61 ﾆｲﾂ ｱｷｺ 33分25秒

7009 若尾　ゆかり62 ﾜｶｵ ﾕｶﾘ 33分33秒

7085 深沢　夏美63 ﾌｶｻﾜ ﾅﾂﾐ 33分47秒★モモ化粧品★

7093 深沢　静香64 ﾌｶｻﾜ ｼｽﾞｶ 33分48秒★モモ化粧品★

7112 福壽　霞65 ﾌｸｼﾞｭ ｶｽﾐ 34分21秒

7037 荻野　花織66 ｵｷﾞﾉ ｶｵﾘ 34分29秒

7063 田中　千恵子67 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 34分29秒

7038 横山　広子68 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｺ 34分40秒

7094 水上　千晴69 ﾐｽﾞｶﾐ ﾁﾊﾙ 34分57秒

7069 内藤　加菜70 ﾅｲﾄｳ ｶﾅ 35分06秒

7128 木下　美紀71 ｷﾉｼﾀ ﾐｷ 35分20秒

7014 加藤　純子72 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 35分36秒

7032 江崎　待子73 ｴｻﾞｷ ﾏﾁｺ 36分09秒

7071 佐野　麻子74 ｻﾉ ｱｻｺ 36分26秒

7135 藤田　佳也75 ﾌｼﾞﾀ ｶﾔ 36分27秒

7061 吉沼　友美76 ﾖｼﾇﾏ ﾄﾓﾐ 36分39秒

7007 林　めぐみ77 ﾊﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 36分43秒ＭａｔｏｈｉＲＣ

7023 市川　美奈子78 ｲﾁｶﾜ ﾐﾅｺ 36分49秒

7054 藤本　あすか79 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｽｶ 37分07秒

7082 田切　美紀80 ﾀｷﾞﾘ ﾐｷ 37分12秒

7123 渡辺　悠81 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 37分31秒

7125 大村　星夏82 ｵｵﾑﾗ ｾｲｶ 37分31秒

7127 森　美玲83 ﾓﾘ ﾐﾚｲ 37分32秒

7066 杉山　しずか84 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｶ 37分44秒

7050 中根　さとみ85 ﾅｶﾈ ｻﾄﾐ 38分04秒

7086 市川　真貴86 ｲﾁｶﾜ ﾏｷ 38分05秒

7084 窪田　恵里87 ｸﾎﾞﾀ ｴﾘ 38分06秒甲府昭和合同

7095 望月　愛子88 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲｺ 38分57秒

7070 舟久保　美奈89 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾐﾅ 39分27秒

7114 林　美優90 ﾊﾔｼ ﾐﾕ 39分46秒

7045 中澤　美保91 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 39分54秒

7073 三浦　夏美92 ﾐｳﾗ ﾅﾂﾐ 40分07秒

7090 澤田　みどり93 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 40分19秒

7024 浅川　真由美94 ｱｻｶﾜ ﾏﾕﾐ 41分03秒

7126 原　明日花95 ﾊﾗ ｱｽｶ 41分45秒

7074 荒井　恵美96 ｱﾗｲ ｴﾐ 41分46秒

7028 石坂　起久美97 ｲｼｻﾞｶ ｷｸﾐ 41分53秒

7004 中島　裕美98 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 41分54秒

7075 依田　美津穂99 ﾖﾀﾞ ﾐﾂﾞﾎ 41分59秒

7058 田川　寛子100 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 42分02秒

7025 永山　愛美101 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 42分13秒

7103 望月　典子102 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾘｺ 42分17秒

7029 小池　君枝103 ｺｲｹ ｷﾐｴ 42分32秒

7116 飯田　侑加104 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｶ 42分34秒

7018 山口　佳子105 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｺ 42分43秒

7076 佐藤　希106 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 43分13秒

7078 小林　朋未107 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 43分18秒

7080 田中　陽子108 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 43分33秒
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7041 相原　麻衣子109 ｱｲﾊﾗ ﾏｲｺ 43分44秒

7059 東野　知子110 ﾄｳﾉ ﾄﾓｺ 43分44秒

7042 大野　直子111 ｵｵﾉ ﾅｵｺ 44分09秒

7021 池田　宏美112 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ 44分20秒会社員

7043 上田　真知子113 ｳｴﾀﾞ ﾏﾁｺ 44分38秒若尾会計事務所

7017 野呂瀬　恵114 ﾉﾛｾ ﾒｸﾞﾐ 44分39秒若尾会計事務所

7121 雨宮　茉彩115 ｱﾒﾐﾔ ﾏﾔ 45分25秒

7134 飯島　梓116 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂﾞｻ 45分25秒

7109 飯島　明日香117 ｲｲｼﾞﾏ ｱｽｶ 45分26秒

7035 清水　恵子118 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ 46分47秒（有）シラネ精工

7026 小林　歩119 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 46分47秒（有）シラネ精工

7046 梶原　薫120 ｶｼﾞﾊﾗ ｶｵﾙ 46分51秒（有）シラネ精工

7006 吉田　純子121 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 46分58秒

7016 本田　かおる122 ﾎﾝﾀﾞ ｶｵﾙ 46分59秒

7008 里吉　美奈123 ｻﾄﾖｼ ﾐﾅ 46分59秒

7040 相馬　安代124 ｿｳﾏ ﾔｽﾖ 47分01秒

7027 久保寺　純子125 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 47分02秒

7033 湯澤　さおり126 ﾕｻﾞﾜ ｻｵﾘ 47分37秒

7067 新谷　有希127 ｼﾝﾀﾆ ﾕｷ 50分43秒

7079 Dashnyam　Narantuya128 ﾀﾞｼﾆｬﾑ ﾅﾗﾝﾄﾔ 50分51秒（有）シラネ精工

7010 雨宮　泉129 ｱﾒﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 52分21秒


