
『第10回成田ｷｯｽﾞﾞｭﾆｱﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会　兼　第7回ｴｸｽﾄﾗｱｸｱｽﾛﾝ大会』総合結果 2011/7/23

総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:11:26 1 108 低学年 横山 侑哉 よこやま ゆうや 男 小学2年 小平市立第十小学校
0:12:17 2 115 低学年 伊藤　陸大 いとうりくた 男 小学2年 千葉市立宮崎小
0:12:22 3 110 低学年 東 航平 ひがし こうへい 男 サニージュニア 小学2年 目黒区立八雲小学校
0:12:31 4 104 低学年 安松 青風 やすまつ あおかぜ 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学1年 横瀬小
0:12:47 5 118 低学年 香月　則誠 かつきのりまさ 男 小学2年 木原小
0:12:50 6 111 低学年 高根 悠希 たかね ゆうき 男 Waves junior 小学2年 須田小
0:12:55 7 109 低学年 松田 一希 まつた いつき 男 小学2年 鴨川市立鴨川小学校
0:13:02 8 102 低学年 大山 晴暉 おおやま はるき 男 Team ODC 小学1年 都内小学校
0:14:16 9 107 低学年 板垣 郁海 いたがき いくみ 男 小学2年 新川小学校
0:14:47 10 116 低学年 石井　琉星 いしいりゅうせい 男 小学2年 千葉市立桜木小
0:14:49 11 101 低学年 堤 稔裕 つつみ としひろ 男 小学1年 都内小学校
0:15:02 12 113 低学年 植戸 奏一朗 うえと そういちろう 男 小学2年 香取市立津宮小学校
0:15:56 13 105 低学年 田畑 祐成 たばた ゆうせい 男 成田フットボールクラブ 成田水泳館 小学1年 成田市立加良部小学校
0:16:18 14 112 低学年 滝本 智丹 たきもと ちたん 男 千葉フットボールクラブ 小学2年 千葉市立幸町第三小学校
0:16:36 15 114 低学年 兼子　虎之助 かねことらのすけ 男 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小学2年 阿見小学校
0:16:43 16 117 低学年 小林　伸朗 こばやしのぶお 男 小学2年 成田市立川上小
0:18:24 17 106 低学年 小川　幹人 おがわかんと 男 小学1年 加良部小

103 低学年 立田 航大 たつた こうだい 男 小学1年 戸田第一小学校
0:11:55 1 129 低学年 伊東　夕波 いとうゆな 女 小学2年 小山小
0:12:28 2 125 低学年 清野 紅葉 せいの くれは 女 柏洋スイマーズ 小学2年 柏市立西原小学校
0:13:21 3 126 低学年 小菅 凪 こすげ なぎ 女 のうみそjr 小学2年 さいたま市立道祖土小
0:13:38 4 121 低学年 鈴木 なつみ すずき なつみ 女 市原AC 小学2年 市原市立ちはら台桜小学校
0:13:56 5 123 低学年 江野 汐音 えの しおね 女 小学2年 桜町小
0:14:01 6 130 低学年 大海　南緒 おおうみなお 女 小学2年 狭山市立水富小
0:14:11 7 128 低学年 星　萌々花 ほしももか 女 小学2年 柏市立西原小
0:15:10 8 120 低学年 長谷川　秋 はせがわしゅう 女 小学1年 南房総市立平群小
0:15:33 9 124 低学年 熊谷 日菜乃 くまがえ ひなの 女 小学2年 江戸川小学校
0:16:16 10 122 低学年 森 樹香 もり このか 女 小学2年 行田西小学校
0:16:32 11 119 低学年 小林 真綾 こばやし まあや 女 小学1年 城ノ内小学校

DNS 127 低学年 市村 珠季 いちむら たまき 女 草加ジュニア陸上 小学2年 氷川小学校
0:10:07 1 204 中学年 安藤 大知 あんどう だいち 男 team OKSS 小学3年 大垣市立中川小学校
0:10:10 2 222 中学年 井上 祐里 いのうえ ゆうり 男 SunnyFishJr、西浜SLSC 小学4年 横浜国立大学附属鎌倉小学校
0:10:49 3 231 中学年 松田 崇甫 まつだ しゅうほ 男 守谷ITCキッズ 小学4年 取手市立戸頭西小学校
0:11:01 4 206 中学年 橘田 翔 きった しょう 男 小学3年 山梨県立中道北小学校
0:11:03 5 223 中学年 増田 誉大 ますだ たかひろ 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学4年 旭市立共和小学校
0:11:06 6 205 中学年 東 誠 あずま まこと 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学3年 旭市立中央小学校
0:11:12 7 225 中学年 清水 隆一郎 しみず りゅういちろう 男 小学4年 柏第一小学校
0:11:14 8 215 中学年 北川 航大 きたがわ こうた 男 守谷ITCキッズ 小学3年 野田市立みずき小
0:11:19 9 203 中学年 花澤 歩武 はなざわ あゆむ 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学3年 旭市立中央小学校
0:11:28 10 207 中学年 鈴木 壮真 すずき そうま 男 小学3年 第二砂町小学校
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総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:11:53 11 229 中学年 岡部 諒太 おかべ りょうた 男 小学4年 柏市立逆井小学校
0:12:24 12 212 中学年 大道 大輔 おおみち だいすけ 男 小学3年 市川市立八幡小学校
0:12:33 13 219 中学年 下田　健太 しもだけんた 男 小学4年
0:12:42 14 217 中学年 真家　琉 まいえりゅう 男 小学4年 潮来市立日の出小
0:12:51 15 226 中学年 樫尾 公平 かしお こうへい 男 小学4年 泉谷小学校
0:12:54 16 232 中学年 小林 駿介 こばやし しゅんすけ 男 小学4年 城ノ内小学校
0:12:57 17 233 中学年 辰巳 僚 たつみ りょう 男 小学4年 小倉小学校
0:12:59 18 220 中学年 古川 幹喜 ふるかわ もとき 男 小学4年 都賀小学校
0:13:39 19 227 中学年 市村 竜樹 いちむら たつき 男 草加ジュニア陸上 小学4年 氷川小学校
0:13:55 20 218 中学年 黒田　耕太郎 くろだこうたろう 男 小学4年 成田市立橋賀台小
0:13:59 21 210 中学年 樫尾 明斗 かしお あきと 男 小学3年 泉谷小学校
0:14:00 22 202 中学年 渡邉　飛来 わたなべひらい 男 小学3年 初富小
0:14:06 23 224 中学年 滝本 力斗 たきもと りきと 男 千葉フットボールクラブ 小学4年 千葉市立幸町第三小学校
0:14:14 24 201 中学年 宮田　大 みやただい 男 小学3年 成田市立平成小
0:14:16 25 213 中学年 足立 陽 あだち ひなた 男 なし 小学3年 酒々井小学校
0:14:22 26 221 中学年 大木 湧司 おおき ゆうじ 男 東芝エレベータ 小学4年 小倉小学校
0:14:27 27 211 中学年 高野 真 たかの しん 男 小学3年 市川市立八幡小学校
0:14:28 28 216 中学年 鈴木　祐哉 すずきゆうや 男 NFC 小学4年 玉造小
0:14:48 29 230 中学年 斗南 楓生 ほしなみ ふうき 男 小学4年 川越市立今成小学校
0:15:29 30 214 中学年 奥村 勝太 おくむら しょうた 男 小学3年 公津の杜小学校
0:15:37 31 208 中学年 山田 裕 やまだ ゆう 男 小学3年 我孫子第四小学校

209 中学年 安達 歩 あだち あゆむ 男 こて台SC 小学3年 こてはし台小学校
228 中学年 大端 俊輝 おおはた としき 男 小学4年 湊町小学校

0:10:41 1 251 中学年 堤 愛理 つつみ あいり 女 小学4年 都内小学校
0:10:44 2 239 中学年 船橋 星来 ふなばし せら 女 小学3年 新町小学校
0:11:02 3 255 中学年 吉村 彩 よしむら あや 女 守谷ITCキッズ 小学4年 取手市立永山小学校
0:11:18 4 247 中学年 大海　茉那 おおうみまな 女 小学4年 狭山市立水富小
0:11:30 5 256 中学年 佐藤 姫夏 さとう ひめか 女 小学4年 袖ヶ浦市立昭和小学校
0:11:35 6 243 中学年 渡部 春雅 わたべ かすが 女 小学3年 宮前小学校
0:12:01 7 244 中学年 原田　有彩 はらだありさ 女 小学4年 横浜市立二俣川小
0:12:20 8 237 中学年 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 千葉ブレイブ安藤塾 小学3年 旭市立干潟小学校
0:12:23 9 249 中学年 山内 渚 やまうち なぎさ 女 小学4年 立川市立上砂川小学校
0:12:44 10 245 中学年 長谷川　希 はせがわこいね 女 小学4年 南房総市立平群小
0:12:54 11 248 中学年 星 波奈子 ほし はなこ 女 小学4年 柏市立西原小
0:13:01 12 252 中学年 大山 璃子 おおやま りこ 女 Team ODC 小学4年 都内小学校
0:13:06 13 242 中学年 林 希彩 はやし のあ 女 小学3年 旭市立富浦小学校
0:13:21 14 254 中学年 戸井田 未来 といだ みく 女 YNUSジュニア陸上クラブ 小学4年 横浜市立坂本小学校
0:13:33 15 246 中学年 松原　美奈 まつばらみな 女 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ 小学4年 神栖市立明神小
0:13:37 16 234 中学年 平嶺　彩夏 ひらみねあやか 女 小学3年 小中台小
0:13:39 17 236 中学年 武井 凜 たけい りん 女 AZU 小学3年 いには野小学校
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総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:13:59 18 253 中学年 小倉 明日香 おぐら あすか 女 小学4年 成田市立玉造小学校
0:14:24 19 240 中学年 石川 菜々美 いしかわ ななみ 女 小学3年 さいたま市立常盤北小学校
0:14:41 20 250 中学年 大上 涼帆 おおうえ すずほ 女 小学4年 前原小学校
0:14:43 21 257 中学年 渡辺 理央 わたなべ りお 女 小学4年 千葉市立作新小学校
0:15:01 22 258 中学年 加藤 未来 かとう みく 女 小学4年 横浜市立大口台小学校
0:15:06 23 235 中学年 髙橋　実里 たかはしみのり 女 小学3年 成田市立加良部小
0:15:09 24 241 中学年 上田 捺未 うえだ なつみ 女 小学3年 成田市立加良部小学校

DNS 238 中学年 青木 花梨 あおき かりん 女 小学3年 大原小学校
0:12:30 1 302 高学年 辻田　洸希 つじたひろき 男 M×PHITS×M 小学5年 経堂小
0:12:34 2 318 高学年 福原　幸成 ふくはらこうせい 男 小学6年 相模原市立九沢小
0:12:37 3 307 高学年 橘田 大河 きった  たいが 男 小学5年 山梨県立中道北小学校
0:13:17 4 324 高学年 市村 朋樹 いちむら ともき 男 草加ジュニア陸上 小学6年 氷川小学校
0:13:19 5 316 高学年 北川 加奈大 きたがわ かなた 男 守谷ITCキッズ 小学5年 野田市立みずき小
0:13:21 6 321 高学年 三田 洸 みた ひかる 男 小学6年 千葉日本大学第一小学校
0:13:24 7 328 高学年 三尾 大成 みお たいせい 男 小学6年 大谷小学校
0:13:46 8 322 高学年 小菅 陸 こすげ りく 男 のうみそjr 小学6年 さいたま市立道祖土小
0:13:55 9 319 高学年 田村　秀明 たむらひであき 男 Team EAST 小学6年 茂原市立緑が丘小
0:14:00 10 301 高学年 木綿　渡来 きわたとらい 男 Swacchi 小学5年 柏市立大津が丘第二小
0:14:10 11 305 高学年 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学5年 旭市立干潟小学校
0:14:15 12 327 高学年 兵頭 洋亮 ひょうどう ようすけ 男 小学6年 土浦第二小学校
0:14:21 13 313 高学年 古賀 隆行 こが たかゆき 男 守谷ITCキッズ 小学5年 手代木南小学校
0:14:31 14 325 高学年 内藤 雪哉 ないとう ゆきや 男 内藤サイクルJr 小学6年 四街道市中央小学校
0:14:33 15 326 高学年 斗南 颯太 ほしなみ そうた 男 小学6年 川越市立今成小学校
0:14:35 16 317 高学年 北村　飛雄吾 きたむらひゅうご 男 鹿嶋鉄人会 小学6年 鹿嶋市立大同東小
0:14:45 17 303 高学年 鈴木 駿友 すずき はやと 男 市原AC 小学5年 市原市立ちはら台桜小学校
0:14:50 18 309 高学年 伊藤 慎之介 いとう しんのすけ 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学5年 旭市立三川小学校
0:14:53 19 323 高学年 川合 雄太 かわい ゆうた 男 小学6年 宮久保小学校
0:15:04 20 329 高学年 赤羽根 大輔 あかばね だいすけ 男 小学6年 土浦市立土浦小学校
0:15:45 21 315 高学年 田中 海希 たなか みつき 男 守谷インター 小学5年 つくば市立谷田部南小学校
0:16:12 22 304 高学年 東 耀太 ひがし ようた 男 サニージュニア 小学5年 目黒区立八雲小学校
0:16:14 23 308 高学年 高根 和樹 たかね かずき 男 Waves junior 小学5年 須田小
0:16:55 24 310 高学年 下川 莉力 しもかわ りお 男 小学5年 軽野小学校
0:16:59 25 314 高学年 大原 将世 おおはら しょうせい 男 小学5年 印西市立滝野小学校
0:17:29 26 311 高学年 山田 健 やまだ けん 男 小学5年 我孫子第四小学校
0:18:22 27 320 高学年 石井　光星 いしいこうせい 男 小学6年 千葉市立桜木小
0:18:27 28 312 高学年 鶴田 昌士 つるた まさし 男 小学5年 市原市立有秋東小学校

DNS 306 高学年 東 駿太郎 あずま しゅんたろう 男 千葉ブレイブ安藤塾 小学5年 旭市立中央小学校
0:13:04 1 343 高学年 飯塚　唯 いいづかゆい 女 佐野T.C 小学6年 佐野市立植野小
0:13:27 2 344 高学年 小池　優媛 こいけゆえん 女 取手聖徳陸上教室 小学6年 取手市立白山小
0:13:30 3 342 高学年 安松 青空 やすまつ あおぞら 女 千葉ブレイブ安藤塾 小学5年 横瀬小
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総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:14:14 4 337 高学年 安藤 里奈 あんどう りな 女 team OKSS 小学5年 大垣市立中川小学校
0:14:25 5 341 高学年 大澤 雛子 おおさわ ひなこ 女 小学5年 草加市立高砂小学校
0:14:33 6 340 高学年 岡田 彩里 おかだ あやり 女 小学5年 千葉市立泉谷小学校
0:14:54 7 346 高学年 佐々木　なな ささきなな 女 Swacchi/柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 小学5年 柏市立豊小
0:15:30 8 333 高学年 大浦　乃絵瑠 おおうらのえる 女 守谷ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 小学5年 取手市立戸頭西小学校
0:15:36 9 336 高学年 江野 杏香 えの きょうか 女 小学5年 桜町小
0:15:39 10 330 高学年 松野　仁美 まつのひとみ 女 まっちゃんF 小学5年 加良部小
0:16:09 11 331 高学年 平嶺　和佳菜 ひらみねわかな 女 小学5年 小中台小
0:16:43 12 349 高学年 小林 紗綾 こばやし さあや 女 小学6年 城ノ内小学校
0:16:49 13 335 高学年 森 楓華 もり ふうか 女 小学5年 行田西小学校
0:17:35 14 334 高学年 板垣 優里 いたがき ゆり 女 小学5年 新川小学校
0:18:06 15 348 高学年 徳村 朋花 とくむら ともか 女 小学6年 中台小学校
0:18:13 16 345 高学年 宮田　麻衣 みやたまい 女 小学6年 成田市立平成小
0:18:16 17 332 高学年 髙橋　侑里 たかはしゆうり 女 小学5年 成田市立加良部小

DNS 339 高学年 山田 樹里 やまだ じゅり 女 小学5年 日吉小学校
338 高学年 青木 紫苑 あおき しおん 女 小学5年 大原小学校
347 高学年 横山 和咲 よこやま なぎさ 女 小学6年 こてはし台小学校

0:11:05 1 410 中学生 佐々木　大輔 ささきだいすけ 男 Swacchi/柏洋ｽｲﾏｰｽﾞ 中学2年 柏市立中原中
0:11:11 2 417 中学生 石岡 直留 いしおか ひたる 男 サンシャインスイミングスクール久喜 中学3年 久喜市立太東中学校
0:11:19 3 414 中学生 安松 青葉 やすまつ あおば 男 千葉ブレイブ安藤塾 中学2年 神栖三中
0:11:27 4 416 中学生 国見　篤 くにみあつし 男 ｻﾝｼｬｼﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ久喜 中学3年 さいたま市立常盤中
0:12:08 5 418 中学生 塚野 優輝 つかの ゆうき 男 中学3年 上尾市大石中学校
0:12:17 6 412 中学生 岡田 陸聖 おかだ りくとし 男 中学2年 千葉市立泉谷中学校
0:12:25 7 413 中学生 高橋 秀綱 たかはし ひでつな 男 サンシャインスイミンク゛スクール久喜中学2年 さいたま市立木崎中学校
0:12:50 8 415 中学生 小岩　和暉 こいわかずき 男 ｻﾝｼｬｲﾝ久喜 中学3年 久喜市立太東中
0:13:20 9 407 中学生 上原 広暉 うえはら ひろき 男 中学1年 千葉県流山市立北部中学校
0:13:22 10 409 中学生 天野 隼 あまの しゅん 男 守谷ITC 中学1年 取手二中
0:13:24 11 402 中学生 木綿　速人 きわたはやと 男 Swacchi 中学1年 柏市立風早中
0:13:54 12 408 中学生 鈴木 大我 すずき だいが 男 KONAMI五井 中学1年 五井中学校
0:14:25 13 404 中学生 藤井　恭平 ふじいきょうへい 男 Ultra Soul 中学1年 東村山第二中
0:14:44 14 406 中学生 吉田　龍生 よしだりゅうせい 男 中学1年 吾妻中
0:14:51 15 411 中学生 大海　昭太 おおうみしょうた 男 中学2年 狭山市立西中
0:16:45 16 405 中学生 岩本　ﾌｧﾌﾞﾘｼｵ いわもと 男 中学1年
0:17:45 17 401 中学生 松原　直哉 まつばらなおや 男 千葉ﾌﾞﾚｲﾌﾞ 中学1年 神栖市立波崎第一中

403 中学生 栗原　伊織 くりはらいおり 男 中学1年 大網中
0:13:11 1 420 中学生 鴨下　桃加 かもしたももか 女 中学1年 江戸川区立小松川第二中
0:14:08 2 419 中学生 田中　沙季 たなかさき 女 中学1年 大栄中
0:15:23 3 421 中学生 村岡　優美 むらおかゆうみ 女 鹿嶋鉄人会 中学3年 鹿嶋市立大野中
0:26:01 24 一般 高橋 秀明 たかはし ひであき 男 ヴェルディおゆみ野
0:27:11 18 一般 谷川 延久 たにがわ のぶひさ 男
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総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:28:08 41 一般 佐藤 修司 さとう しゅうじ 男
0:28:11 12 一般 田中 徹 たなか とおる 男 東亜石油
0:28:21 1 一般 星　秀明 ほしひであき 男
0:28:50 26 一般 井出 政志 いで まさし 男 チーム村雨橋
0:29:02 38 一般 鶴田 学 つるた まなぶ 男
0:29:12 11 一般 下村 学 しもむら まなぶ 男 Leotarose
0:29:17 50 一般 坂入 勇希 さかいり ゆうき 男 守谷ITC
0:29:46 8 一般 西嶋　英樹 にしじまひでき 男
0:30:06 4 一般 上瀧 豊 じょうたき ゆたか 男
0:30:12 13 一般 田中　潤一 たなかじゅんいち 男
0:30:31 34 一般 飯塚　栄昭 いいづかひであき 男 佐野T.C
0:31:28 49 一般 松井 聡 まつい さとし 男 マラソン完走クラブ
0:31:40 21 一般 丸 寛史 まる ひろし 男 浦安タモリC
0:31:52 32 一般 木綿　正秋 きわたまさあき 男 Swacchi
0:32:35 30 一般 岡田 賢治 おかだ けんじ 男 稲毛インター
0:32:51 51 一般 鈴木 一秋 すずき かずあき 男 KONAMI五井
0:33:12 7 一般 松田 光弘 まつた みつひろ 男
0:33:27 37 一般 大木 克彦 おおき かつひこ 男 東芝エレベータ
0:33:36 28 一般 田守 潤 たもり じゅん 男 浦安タモリクラブ
0:34:08 29 一般 田崎 富士夫 たざき ふじお 男
0:34:35 52 一般 秋山　宏人 あきやまひろと 男
0:34:47 6 一般 武井 健吉 たけい けんきち 男 AZU
0:34:51 10 一般 清野 昌芳 せいの まさよし 男 swacchi
0:35:11 46 一般 藤井　浩一 ふじいこういち 男 Ultra Soul
0:35:15 42 一般 林 秀樹 はやし ひでき 男
0:35:45 22 一般 奥田 弘志 おくだ ひろし 男 千葉ブレイブ
0:36:07 14 一般 堤 裕次郎 つつみ ゆうじろう 男
0:36:30 15 一般 稲村　茂 いなむらしげる 男
0:36:49 16 一般 増田 義和 ますだ よしかず 男 千葉ブレイブ安藤塾
0:37:22 36 一般 柴崎 建輔 しばさき けんすけ 男
0:38:10 43 一般 中山　晃一 なかやまこういち 男
0:38:50 44 一般 植戸 毅 うえと たけし 男
0:39:23 20 一般 平嶺　秀樹 ひらみねひでき 男
0:39:42 45 一般 熊谷 賢亮 くまがい けんすけ 男
0:40:24 25 一般 田邉 勝志 たなべ かつし 男 浦安タモリC
0:40:26 3 一般 板垣 勉 いたがき つとむ 男
0:40:40 17 一般 酒井 上 さかい のぼる 男
0:41:15 35 一般 斎藤 敦志 さいとう あつし 男
0:41:21 40 一般 外田 正成 そとだ まさしげ 男 青い大空
0:41:35 27 一般 山田 正行 やまだ まさゆき 男
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総合タイム 総合順位 No ｶﾃｺﾞﾘ 名前 フリガナ 性別 所属クラブ 学年 学校名
0:42:20 9 一般 三田 靖徳 みた やすのり 男
0:43:32 48 一般 篠塚 昌 しのつか あきら 男 T-REX
0:49:59 19 一般 押尾 正一 おしお まさかず 男 アカデミーランナーズ

DNS 2 一般 兼子　進 かねこすすむ 男 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
DNS 5 一般 深水 勝 ふかみ まさる 男
DNS 53 一般 杉山 優 すぎやま ゆう 男 ★BAMORE

23 一般 田中 昌 たなか まさし 男
31 一般 立田 慶太郎 たつた けいたろう 男
33 一般 荻原 巌 おぎはら いわお 男
39 一般 古田 総司 ふるた そうじ 男
47 一般 太田 裕一 おおた ゆういち 男
54 一般 日高 賢一郎 ひだか けんいちろう 男

0:28:03 64 一般 佐野 花夏 さの はなか 女
0:37:59 58 一般 松野　智子 まつのともこ 女 まっちゃんF
0:38:12 56 一般 兼子　英恵 かねこはなえ 女 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
0:38:24 61 一般 佐々木 準子 ささき のりこ 女
0:42:13 63 一般 東 靖代 あずま やすよ 女 千葉ブレイブ 安藤塾
0:42:34 55 一般 星　雪絵 ほしゆきえ 女
0:43:21 57 一般 清野 千恵美 せいの ちえみ 女 柏洋スイマーズ
0:46:29 60 一般 田守 陽子 たもり ようこ 女 浦安タモリC
0:48:37 62 一般 河西　英子 かさいえいこ 女

DNS 59 一般 奥田 美和 おくだ みわ 女 千葉ブレイブ
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