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2時間34分39秒1 杉浦 美由紀172 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｷ 愛知県

2時間39分07秒2 新倉 麻貴126 ﾆｲｸﾗ ﾏｷ 神奈川県

2時間42分13秒3 武田 典子1 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都

2時間42分47秒4 平野 泰子104 ﾋﾗﾉ ﾔｽｺ 千葉県

2時間48分29秒5 高橋 えりか107 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｶ 東京都

2時間52分21秒6 坂本 和子129 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ 福島県

2時間53分11秒7 関 洋子27 ｾｷ ﾖｳｺ 静岡県

2時間54分33秒8 西尾 徳子19 ﾆｼｵ ﾉﾘｺ 滋賀県

2時間55分27秒9 加藤 佳奈江199 ｶﾄｳ ｶﾅｴ 埼玉県

2時間57分42秒10 色川 富美子116 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 千葉県

2時間59分13秒11 遠藤 麻美253 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 東京都

3時間00分04秒12 広田 和子92 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞｺ 千葉県

3時間01分21秒13 中村 麻季子319 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ 愛知県

3時間01分42秒14 鹿沼 由理恵444 ｶﾇﾏ ﾕﾘｴ 東京都

3時間01分47秒15 木村 桂子86 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 三重県

3時間01分48秒16 丸山 有紀453 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷ 長野県

3時間02分31秒17 小島 紅子187 ｺｼﾞﾏ ｺｳｺ 東京都

3時間03分32秒18 小野寺 利絵130 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 神奈川県

3時間04分16秒19 矢藤 尚美2 ﾔﾄｳ ﾅｵﾐ 静岡県

3時間05分16秒20 宮坂 康子61 ﾐﾔｻｶ ﾔｽｺ 長野県

3時間06分25秒21 戸澤 久美17 ﾄｻﾞﾜ ｸﾐ 愛知県

3時間06分45秒22 金井 知香110 ｶﾅｲ ﾁｶ 埼玉県

3時間07分13秒23 前田 幸子274 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁｺ 和歌山県

3時間09分16秒24 鈴木 美穂14 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 静岡県

3時間09分40秒25 小林 涼子255 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｺ 静岡県

3時間09分54秒26 前田 理栄16 ﾏｴﾀﾞ ﾘｴ 静岡県

3時間10分26秒27 神田 知恵子193 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ 千葉県

3時間10分27秒28 中村 知子144 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 埼玉県

3時間11分03秒29 嶋崎 由恵315 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼｴ 東京都

3時間11分31秒30 斎木 真理408 ｻｲｷ ﾏﾘ 三重県

3時間12分00秒31 太田 久美子174 ｵｵﾀ ｸﾐｺ 滋賀県

3時間12分28秒32 木下 稔子290 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｺ 愛知県

3時間13分43秒33 竹森 晴美165 ﾀｹﾓﾘ ﾊﾙﾐ 群馬県

3時間13分50秒34 有賀 千春281 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県

3時間14分50秒35 長坂 知子422 ﾅｶﾞｻｶ ﾄﾓｺ 千葉県

3時間16分06秒36 伊藤 なおよ37 ｲﾄｳ ﾅｵﾖ 愛知県

3時間18分35秒37 山口 初音418 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾈ 大阪府

3時間18分57秒38 長岡 壽代112 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ 静岡県

3時間20分27秒39 酒井 悦子90 ｻｶｲ ｴﾂｺ 長野県

3時間21分03秒40 髙畑 陽子241 ﾀｶﾊﾀ ﾖｳｺ 福井県

3時間21分56秒41 梶塚 由佳105 ｶｼﾞﾂｶ ﾕｶ 東京都

3時間22分28秒42 細川 朋子57 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｺ 福井県

3時間23分23秒43 松宮 久子211 ﾏﾂﾐﾔ ﾋｻｺ 千葉県

3時間25分10秒44 戸谷 美香84 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ 京都府

3時間26分01秒45 森 理恵50 ﾓﾘ ﾘｴ 京都府

3時間26分47秒46 福田 由理子133 ﾌｸﾀ ﾕﾘｺ 千葉県

3時間26分58秒47 水上 美咲236 ﾐｽﾞｶﾐ ﾐｻｷ 神奈川県

3時間27分00秒48 谷 千代108 ﾀﾆ ﾁﾖ 東京都

3時間27分01秒49 打木 さちの91 ｳﾁｷ ｻﾁﾉ 神奈川県

3時間27分59秒50 寺田 知江子477 ﾃﾗﾀﾞ ﾁｴｺ 愛知県
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3時間28分51秒51 杉山 歩170 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 富山県

3時間28分54秒52 矢ヶ崎 浩子302 ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｺ 長野県

3時間29分42秒53 野沢 敬子163 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｺ 東京都

3時間30分39秒54 川上 知子212 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｺ 兵庫県

3時間30分49秒55 橋上 美代子502 ﾊｼｶﾞﾐ ﾐﾖｺ 京都府

3時間33分27秒56 神谷 いくみ292 ｶﾐﾔ ｲｸﾐ 愛知県

3時間34分20秒57 山本 元子299 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ 大阪府

3時間34分22秒58 池田 松代88 ｲｹﾀﾞ ﾏﾂﾖ 大阪府

3時間36分09秒59 小谷 鎭代83 ｺﾀﾆ ｼｽﾞﾖ 福岡県

3時間36分44秒60 堺 美由紀297 ｻｶｲ ﾐﾕｷ 滋賀県

3時間36分54秒61 三浦 直子68 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 大阪府

3時間37分08秒62 永田 千恵440 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ 静岡県

3時間37分34秒63 太田 玲子49 ｵｵﾀ ﾚｲｺ 千葉県

3時間37分39秒64 山口 博美277 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 群馬県

3時間38分36秒65 山本 寿子439 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｺ 長野県

3時間39分16秒66 倉堀 早苗435 ｸﾗﾎﾘ ｻﾅｴ 東京都

3時間39分30秒67 石平 悠434 ｲｼﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｶ 新潟県

3時間40分05秒68 児島 多賀子448 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｺ 奈良県

3時間40分19秒69 三谷 喬子54 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｺ 東京都

3時間40分26秒70 北村 ゆかり294 ｷﾀﾑﾗ ﾕｶﾘ 愛知県

3時間40分45秒71 榎本 美和51 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾜ 兵庫県

3時間40分55秒72 竹内 美香139 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ 東京都

3時間41分24秒73 高木 美保子398 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎｺ 愛知県

3時間42分03秒74 瀬戸 明美162 ｾﾄ ｱｹﾐ 石川県

3時間42分08秒75 赤羽 佳子131 ｱｶﾊﾞﾈ ｹｲｺ 神奈川県

3時間42分59秒76 起田 麻衣子219 ｵｷﾀ ﾏｲｺ 東京都

3時間43分58秒77 村里 真季470 ﾑﾗｻﾄ ﾏｷ 愛知県

3時間44分29秒78 川井田 敏子111 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 東京都

3時間45分01秒79 片山 泰子266 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｺ 三重県

3時間45分19秒80 岸川 嘉代53 ｷｼｶﾜ ｶﾖ 埼玉県

3時間45分21秒81 河西 智美244 ｶﾜﾆｼ ｻﾄﾐ 京都府

3時間45分37秒82 森本 春美311 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙﾐ 京都府

3時間46分05秒83 小林 満美子394 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐｺ 神奈川県

3時間46分23秒84 渡辺 真由子355 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 富山県

3時間46分35秒85 住吉 由佳192 ｽﾐﾖｼ ﾕｶ 東京都

3時間46分49秒86 川崎 妙子21 ｶﾜｻｷ ﾀｴｺ 和歌山県

3時間47分04秒87 中村 直子141 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 福井県

3時間47分36秒88 志水 真美6 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐ 兵庫県

3時間47分51秒89 前田 美咲子397 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 兵庫県

3時間48分23秒90 森崎 朱美143 ﾓﾘｻｷ ｱｹﾐ 福井県

3時間48分42秒91 高井 美弥286 ﾀｶｲ ﾐﾔ 愛知県

3時間49分23秒92 明貝 路子239 ﾐｮｳｶｲ ﾐﾁｺ 静岡県

3時間49分41秒93 豊田 紫321 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ 東京都

3時間50分12秒94 高橋 正子417 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 大阪府

3時間51分10秒95 石居 真希子338 ｲｼｲ ﾏｷｺ 東京都

3時間51分31秒96 小島 幸子153 ｺｼﾞﾏ ﾕｷｺ 東京都

3時間51分38秒97 江坂 由紀256 ｴｻﾞｶ ﾕｷ 愛知県

3時間51分58秒98 宮地 浩美223 ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾐ 東京都

3時間52分22秒99 前畑 明子65 ﾏｴﾊﾀ ｱｷｺ 熊本県

3時間53分51秒100 瑞岳 史織506 ﾀﾏｵｶ ｼｵﾘ 埼玉県
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3時間53分52秒101 久高 英子79 ｸﾀﾞｶ ｴｲｺ 神奈川県

3時間54分05秒102 河田 友美134 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知県

3時間54分15秒103 竹田 樹世子226 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｺ 京都府

3時間54分23秒104 丸山 博美168 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県

3時間54分30秒105 宮川 なみ子264 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾐｺ 愛知県

3時間54分46秒106 杉田 美穂子237 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ 神奈川県

3時間54分54秒107 佐藤 倫子369 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 愛知県

3時間55分06秒108 真舩 友紀子189 ﾏﾌﾈ ﾕｷｺ 東京都

3時間55分39秒109 冨田 彰子437 ﾄﾐﾀ ｱｷｺ 栃木県

3時間55分55秒110 本間 文子242 ﾎﾝﾏ ﾌﾐｺ 新潟県

3時間55分55秒111 渡辺 桂47 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾗ 埼玉県

3時間56分54秒112 岡部 利華子102 ｵｶﾍﾞ ﾘｶｺ 神奈川県

3時間57分37秒113 夏凪 正枝273 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ 徳島県

3時間57分38秒114 尾崎 朋子10 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ 愛知県

3時間58分08秒115 杉浦 友紀7 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ 愛知県

3時間58分39秒116 吉岡 育子391 ﾖｼｵｶ ｲｸｺ 東京都

3時間58分43秒117 武田 好美43 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾐ 奈良県

3時間58分53秒118 塩入 ゆうこ245 ｼｵｲﾘ ﾕｳｺ 長野県

3時間59分01秒119 小林 永美161 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 大阪府

3時間59分36秒120 山下 智子344 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 大阪府

4時間00分23秒121 広里 友規子469 ﾋﾛｻﾄ ﾕｷｺ 愛知県

4時間00分31秒122 滝野 直子261 ﾀｷﾉ ﾅｵｺ 愛媛県

4時間00分42秒123 浜口 尚美271 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 愛知県

4時間01分12秒124 木梨 輝美442 ｷﾅｼ ﾃﾙﾐ 東京都

4時間01分23秒125 片山 聡子284 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ 京都府

4時間01分24秒126 新井田 祐子431 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都

4時間01分25秒127 米沢 みき52 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ 兵庫県

4時間01分37秒128 近藤　優子507 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ

4時間01分48秒129 清水 満子150 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｺ 京都府

4時間01分52秒130 東 博子388 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｺ 京都府

4時間02分15秒131 新美 洋子351 ﾆｲﾐ ﾖｳｺ 愛知県

4時間02分51秒132 大桑 淳子164 ｵｵｸﾜ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

4時間03分15秒133 野田 明菜504 ﾉﾀﾞ ｱｷﾅ 愛知県

4時間03分41秒134 詫間 春香62 ﾀｸﾏ ﾊﾙｶ 熊本県

4時間04分00秒135 天野 友紀46 ｱﾏﾉ ﾕｷ 東京都

4時間04分14秒136 今村 朱美195 ｲﾏﾑﾗ ｱｹﾐ 埼玉県

4時間04分50秒137 田口 カオル38 ﾀｸﾞﾁ ｶｵﾙ 埼玉県

4時間05分16秒138 洲之内 裕子122 ｽﾉｳﾁ ﾕｳｺ 東京都

4時間05分31秒139 鳥本 二三代55 ﾄﾘﾓﾄ ﾌﾐﾖ 兵庫県

4時間06分18秒140 青野 幸余420 ｱｵﾉ ｻﾁﾖ 大阪府

4時間06分18秒141 久保 しず江30 ｸﾎﾞ ｼｽﾞｴ 東京都

4時間06分32秒142 鍋島 雅美204 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏｻﾐ 千葉県

4時間06分48秒143 高木 暁子251 ﾀｶｷﾞ ｱｷｺ 東京都

4時間07分14秒144 杉山 和子234 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 愛知県

4時間07分21秒145 高城 孝子100 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 福井県

4時間07分44秒146 松尾 春美25 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾐ 埼玉県

4時間07分45秒147 平野 智奈285 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾅ 大阪府

4時間08分02秒148 鈴木 敏美328 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 滋賀県

4時間08分15秒149 モトーラ 佳子259 ﾓﾄｰﾗ ｹｲｺ 東京都

4時間08分19秒150 足助 美喜254 ｱｽｹ ﾐｷ 東京都
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4時間08分23秒151 深見 美幸179 ﾌｶﾐ ﾐﾕｷ 愛知県

4時間08分31秒152 大森 佳子97 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｺ 東京都

4時間08分49秒153 岩崎 理沙364 ｲﾜｻｷ ﾘｻ 埼玉県

4時間09分32秒154 近藤 麻衣子341 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｺ 愛知県

4時間10分21秒155 出口 としこ421 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｼｺ 大阪府

4時間10分24秒156 大津 千鶴96 ｵｵﾂ ﾁﾂﾞﾙ 京都府

4時間10分43秒157 中川 沙織235 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｵﾘ 富山県

4時間11分08秒158 高橋 里絵289 ﾀｶﾊｼ ﾘｴ 東京都

4時間11分18秒159 妹尾 香織75 ｾﾉｵ ｶｵﾘ 京都府

4時間11分43秒160 中村 亜裕美501 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 東京都

4時間12分06秒161 島崎 智子182 ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ 愛知県

4時間12分10秒162 上野 佳恵310 ｳｴﾉ ﾖｼｴ 東京都

4時間12分10秒163 東海林 佑美496 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐ 長野県

4時間12分21秒164 石川 由紀子478 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 茨城県

4時間12分23秒165 佐藤 綾子460 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 愛知県

4時間12分29秒166 長谷川 千恵206 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｴ 新潟県

4時間12分39秒167 浜崎 安希173 ﾊﾏｻｷ ｱｷ 埼玉県

4時間12分45秒168 山本 彩98 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 京都府

4時間13分17秒169 小野 真理恵295 ｵﾉ ﾏﾘｴ 埼玉県

4時間13分28秒170 加藤 しのぶ385 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 愛知県

4時間13分32秒171 福本 美佳489 ﾌｸﾓﾄ ﾐｶ 大阪府

4時間13分42秒172 池田 清美20 ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾐ 福井県

4時間13分42秒173 山下 智世280 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 東京都

4時間14分00秒174 新村 麻木288 ｼﾝﾑﾗ ｱｻｷ 愛知県

4時間14分27秒175 村長 真理180 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾏﾘ 滋賀県

4時間14分42秒176 橋本 道子260 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁｺ 神奈川県

4時間14分45秒177 萬羽 奈津美367 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅﾂﾐ 長野県

4時間15分02秒178 村田 真貴誉424 ﾑﾗﾀ ﾏｷﾖ 愛知県

4時間15分10秒179 内本 史子490 ｳﾁﾓﾄ ﾌﾐｺ 大阪府

4時間15分17秒180 金本 仁美474 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 愛知県

4時間15分21秒181 小高 有美子76 ｵﾀﾞｶ ﾕﾐｺ 東京都

4時間15分33秒182 頼野 有香子155 ﾖﾘﾉ ﾕｶｺ 神奈川県

4時間15分43秒183 宮地 めぐみ183 ﾐﾔﾁ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

4時間16分06秒184 古武 由美子117 ｺﾀｹ ﾕﾐｺ 兵庫県

4時間16分21秒185 橘 都416 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾔｺ 大阪府

4時間16分34秒186 川野 智子363 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 長野県

4時間16分39秒187 早田 恭子48 ｿｳﾀﾞ ｷｮｳｺ 大阪府

4時間16分43秒188 本多 恵美子87 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐｺ 東京都

4時間16分53秒189 坪井 貴美子147 ﾂﾎﾞｲ ｷﾐｺ 大阪府

4時間17分37秒190 西巻 真奈美366 ﾆｼﾏｷ ﾏﾅﾐ 愛知県

4時間18分12秒191 米田 加奈美250 ﾖﾈﾀﾞ ｶﾅﾐ 熊本県

4時間18分21秒192 黒柳 志保473 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼﾎ 奈良県

4時間18分28秒193 粕谷 貴美72 ｶｽﾔ ﾖｼﾐ 東京都

4時間18分29秒194 島田 宇多子93 ｼﾏﾀﾞ ｳﾀｺ 大阪府

4時間18分34秒195 児玉 聡美118 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄﾐ 和歌山県

4時間19分08秒196 生田 あゆ美463 ｲｸﾀ ｱﾕﾐ 愛知県

4時間19分15秒197 中野 恵230 ﾅｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

4時間20分35秒198 丸井 小百合373 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 和歌山県

4時間20分44秒199 花谷 めぐむ44 ﾊﾅﾀﾆ ﾒｸﾞﾑ 京都府

4時間20分50秒200 大塚 ゆかり305 ｵｵﾂｶ ﾕｶﾘ 長野県
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4時間21分02秒201 末廣 美希3 ｽｴﾋﾛ ﾐｷ 大阪府

4時間21分16秒202 木平 恭子221 ｷﾋﾗ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間21分22秒203 島田 結衣94 ｼﾏﾀﾞ ﾕｲ 大阪府

4時間21分32秒204 鈴木 由季149 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 愛知県

4時間21分32秒205 佐藤 友香148 ｻﾄｳ ﾕｶ 岐阜県

4時間21分38秒206 成瀬 由紀子26 ﾅﾙｾ ﾕｷｺ 埼玉県

4時間21分58秒207 江刺家 雅子135 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 東京都

4時間22分05秒208 坂井 千恵465 ｻｶｲ ﾁｴ 岐阜県

4時間22分10秒209 長尾 りえ464 ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 東京都

4時間22分32秒210 村田 真理子413 ﾑﾗﾀ ﾏﾘｺ 東京都

4時間22分36秒211 寺村 易予29 ﾃﾗﾑﾗ ﾔｽﾖ 愛知県

4時間22分48秒212 岡部 美咲449 ｵｶﾍﾞ ﾐｻｷ 新潟県

4時間23分04秒213 平尾 敦子243 ﾋﾗｵ ｱﾂｺ 大阪府

4時間23分40秒214 長谷川 未季157 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 東京都

4時間23分40秒215 長谷川 祥子158 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺ 東京都

4時間23分41秒216 土肥 まゆみ455 ﾄﾞﾋ ﾏﾕﾐ 東京都

4時間23分46秒217 千田 幸恵207 ｾﾝﾀﾞ ｻﾁｴ 愛知県

4時間23分59秒218 白藤 悦子276 ｼﾗﾌｼﾞ ｴﾂｺ 大阪府

4時間25分10秒219 大羽 智恵美40 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県

4時間25分33秒220 南 和美309 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾐ 大阪府

4時間25分51秒221 太田 祥子419 ｵｵﾀ ｻﾁｺ 愛知県

4時間26分08秒222 村瀬 亜都沙318 ﾑﾗｾ ｱﾂﾞｻ 愛知県

4時間26分25秒223 中原 明美224 ﾅｶﾊﾗ ｱｹﾐ 神奈川県

4時間26分42秒224 芦澤 千春246 ｱｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 山梨県

4時間26分46秒225 益森 まり4 ﾏｽﾓﾘ ﾏﾘ 神奈川県

4時間27分08秒226 横井 久美子500 ﾖｺｲ ｸﾐｺ 愛知県

4時間27分20秒227 服部 静香441 ﾊｯﾄﾘ ｼｽﾞｶ 愛知県

4時間27分56秒228 溝口 美智代103 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 埼玉県

4時間28分19秒229 宮下 里香63 ﾐﾔｼﾀ ﾘｶ 愛知県

4時間28分33秒230 青柳 恵美301 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐ 山梨県

4時間28分36秒231 登嶋 由紀389 ﾄｼﾏ ﾕｷ 神奈川県

4時間28分42秒232 奥山 こずえ12 ｵｸﾔﾏ ｺｽﾞｴ 神奈川県

4時間28分45秒233 富田 愛美377 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 愛知県

4時間29分05秒234 水野 昭美503 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾙﾐ 愛知県

4時間29分22秒235 元田 真弓114 ﾓﾄﾀﾞ ﾏﾕﾐ 和歌山県

4時間29分42秒236 高済 映子267 ﾀｶｽﾐ ｴｲｺ 東京都

4時間30分23秒237 矢島 良枝89 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｴ 千葉県

4時間30分46秒238 野路 敬子347 ﾉｼﾞ ｹｲｺ 奈良県

4時間30分59秒239 寺内 伸江497 ﾃﾗｳﾁ ﾉﾌﾞｴ 栃木県

4時間31分09秒240 小原 保江177 ｵﾊﾗ ﾔｽｴ 岡山県

4時間31分14秒241 山本 久美子229 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ 奈良県

4時間31分19秒242 橋本 友美404 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知県

4時間31分26秒243 金本 典子446 ｶﾈﾓﾄ ﾉﾘｺ 愛知県

4時間31分34秒244 鎌田 達子124 ｶﾏﾀ ﾀﾂｺ 埼玉県

4時間32分12秒245 中上 あゆみ491 ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 富山県

4時間32分12秒246 倉田 いずみ492 ｸﾗﾀ ｲｽﾞﾐ 富山県

4時間32分12秒247 高島 由紀子493 ﾀｶｼﾏ ﾕｷｺ 富山県

4時間32分30秒248 小林 奈津子56 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｺ 東京都

4時間32分36秒249 平野 ゆうき252 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 埼玉県

4時間32分42秒250 大原 京子329 ｵｵﾊﾗ ｷｮｳｺ 愛知県
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4時間32分55秒251 田中 恵子119 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 大阪府

4時間33分17秒252 塩崎 万里452 ｼｵｻﾞｷ ﾏﾘ 愛知県

4時間33分20秒253 浅井 翠200 ｱｻｲ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県

4時間33分43秒254 西條 美久213 ｻｲｼﾞｮｳ ﾐｸ 三重県

4時間33分44秒255 鈴木 心佳子67 ｽｽﾞｷ ﾐｶｺ 愛知県

4時間33分44秒256 安藤 亜由子395 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾕｺ 愛知県

4時間33分44秒257 佐藤 倫子340 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 愛知県

4時間33分45秒258 水野 早穂214 ﾐｽﾞﾉ ｻﾎ 愛知県

4時間33分55秒259 景山 弥生334 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔﾖｲ 鳥取県

4時間34分03秒260 深瀬 正子15 ﾌｶｾ ﾏｻｺ 神奈川県

4時間34分14秒261 小西 由莉子406 ｺﾆｼ ﾕﾘｺ 京都府

4時間34分16秒262 柳沢 恵美子136 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｴﾐｺ 長野県

4時間34分24秒263 木藤 朋子238 ｷﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 東京都

4時間34分42秒264 阿部 照代209 ｱﾍﾞ ﾃﾙﾖ 滋賀県

4時間34分44秒265 大野 伸子467 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｺ 愛知県

4時間34分53秒266 曽我 香織225 ｿｶﾞ ｶｵﾘ 東京都

4時間34分56秒267 田中 智子85 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 千葉県

4時間34分58秒268 西山 千尋339 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ 岡山県

4時間35分20秒269 林口 ゆきえ82 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木県

4時間35分50秒270 石井 美枝202 ｲｼｲ ﾐｴ 神奈川県

4時間35分53秒271 稲本 有希子71 ｲﾅﾓﾄ ﾕｷｺ 愛知県

4時間35分58秒272 真武 克予287 ﾏﾀｹ ｶﾂﾖ 埼玉県

4時間36分04秒273 藤田 美津子8 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂｺ 静岡県

4時間36分05秒274 加茂 香織331 ｶﾓ ｶｵﾘ 静岡県

4時間36分05秒275 大橋 絵利子332 ｵｵﾊｼ ｴﾘｺ 静岡県

4時間36分09秒276 平林 幸江152 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷｴ 愛知県

4時間36分39秒277 加藤 敦子350 ｶﾄｳ ｱﾂｺ 東京都

4時間36分53秒278 齊藤 美保279 ｻｲﾄｳ ﾐﾎ 愛知県

4時間37分05秒279 渡邊 邦子127 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｺ 東京都

4時間37分17秒280 青木 孝枝320 ｱｵｷ ﾀｶｴ 東京都

4時間37分17秒281 水谷 友美337 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ 愛知県

4時間37分17秒282 大橋 恭子185 ｵｵﾊｼ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間37分20秒283 岡田 美和子247 ｵｶﾀﾞ ﾐﾜｺ 愛知県

4時間37分30秒284 山領 浩美485 ﾔﾏﾘｮｳ ﾋﾛﾐ 大阪府

4時間37分36秒285 林 明日香425 ﾊﾔｼ ｱｽｶ 愛知県

4時間37分54秒286 安田 愛443 ﾔｽﾀﾞ ｱｲ 岐阜県

4時間38分09秒287 倉坪 奈緒美60 ｸﾗﾂﾎﾞ ﾅｵﾐ 愛知県

4時間38分10秒288 倉島 房江327 ｸﾗｼﾏ ﾌｻｴ 長野県

4時間38分16秒289 大田 嗣子210 ｵｵﾀ ﾂｷﾞｺ 愛知県

4時間38分37秒290 吉田 佳世121 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 愛知県

4時間38分46秒291 福田 亜弓美365 ﾌｸﾀ ｱﾕﾐ 愛知県

4時間39分07秒292 門田 桃子348 ｶﾄﾀﾞ ﾓﾓｺ 兵庫県

4時間39分17秒293 枝川 さち子146 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾁｺ 大阪府

4時間39分28秒294 井上 恵美子476 ｲﾉｳｴ ｴﾐｺ 東京都

4時間40分00秒295 酒井 香代子494 ｻｶｲ ｶﾖｺ 愛知県

4時間40分12秒296 丸山 美佐恵113 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｴ 東京都

4時間40分17秒297 牧 千春505 ﾏｷ ﾁﾊﾙ 愛知県

4時間40分20秒298 村上 伊津子154 ﾑﾗｶﾐ ｲﾂｺ 滋賀県

4時間40分28秒299 吉永 裕美子24 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾐｺ 静岡県

4時間40分33秒300 原 佐和子18 ﾊﾗ ｻﾜｺ 千葉県
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4時間40分35秒301 赤松 祥江77 ｱｶﾏﾂ ｻﾁｴ 大阪府

4時間40分35秒302 中村 友子22 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 兵庫県

4時間40分38秒303 盛岡 京子438 ﾓﾘｵｶ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間40分38秒304 島 陽子354 ｼﾏ ﾖｳｺ 三重県

4時間41分01秒305 森田 悦子201 ﾓﾘﾀ ｴﾂｺ 奈良県

4時間41分11秒306 高橋 美穂子23 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 兵庫県

4時間41分30秒307 尾上 貴子268 ｵﾉｴ ﾀｶｺ 東京都

4時間41分30秒308 金澤 愛36 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｲ 千葉県

4時間41分34秒309 岩垂 真紀432 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｷ 長野県

4時間41分51秒310 安藤 えつ子101 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ 京都府

4時間41分55秒311 井上 敦子41 ｲﾉｳｴ ｱﾂｺ 神奈川県

4時間41分57秒312 跡見 文子240 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ 静岡県

4時間42分14秒313 上西 敦子324 ｳｴﾆｼ ｱﾂｺ 岐阜県

4時間42分14秒314 菅沼 峰子326 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾈｺ 岐阜県

4時間42分14秒315 堺 亜紀子325 ｻｶｲ ｱｷｺ 岐阜県

4時間42分20秒316 細川 恵未342 ﾎｿｶﾜ ｴﾐ 大阪府

4時間42分54秒317 田邉 馨433 ﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 千葉県

4時間42分55秒318 豊田 美喜275 ﾄﾖﾀﾞ ﾐｷ 埼玉県

4時間42分59秒319 高田　亜希508 ﾀｶﾀﾞ ｱｷ

4時間43分11秒320 中村 晶子42 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 埼玉県

4時間43分22秒321 内田 真美子95 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾐｺ 埼玉県

4時間43分33秒322 田川 博美99 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 岐阜県

4時間43分35秒323 東方 彩香323 ﾄｳﾎﾞｳ ｱﾔｶ 愛知県

4時間43分39秒324 風間 理江231 ｶｻﾞﾏ ﾘｴ 東京都

4時間43分54秒325 桜井 裕子429 ｻｸﾗｲ ﾕｳｺ 愛知県

4時間44分04秒326 相田 洋子159 ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｺ 群馬県

4時間44分25秒327 水野 小百合428 ﾐｽﾞﾉ ｻﾕﾘ 愛知県

4時間44分26秒328 佐藤 智子457 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 愛知県

4時間44分40秒329 神野 陽子451 ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｺ 愛知県

4時間44分42秒330 絹野 知永子343 ｷﾇﾉ ﾁｴｺ 京都府

4時間44分46秒331 坪内 咲実278 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻｸﾐ 愛知県

4時間45分01秒332 尾田 賀津美445 ｵﾀﾞ ｶﾂﾞﾐ 大阪府

4時間45分05秒333 花井 宏子258 ﾊﾅｲ ﾋﾛｺ 愛知県

4時間45分34秒334 杉浦 有映483 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳ 愛知県

4時間45分50秒335 国広 愛459 ｸﾆﾋﾛ ｱｲ 三重県

4時間45分55秒336 堤 美和子265 ﾂﾂﾐ ﾐﾜｺ 三重県

4時間46分12秒337 佐々木 香菜子70 ｻｻｷ ｶﾅｺ 愛知県

4時間46分19秒338 水口 浩子64 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 静岡県

4時間46分31秒339 大江 祥子375 ｵｵｴ ｼｮｳｺ 和歌山県

4時間46分32秒340 藤岡 智美374 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 和歌山県

4時間46分33秒341 森本 順子293 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

4時間46分46秒342 松原 葉子392 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 愛知県

4時間46分58秒343 峰田 知子335 ﾐﾈﾀ ﾄﾓｺ 東京都

4時間46分59秒344 加藤 真弓336 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ 東京都

4時間47分17秒345 森 由紀子188 ﾓﾘ ﾕｷｺ 埼玉県

4時間47分57秒346 神村 綾356 ｶﾐﾑﾗ ｱﾔ 愛知県

4時間48分16秒347 鶴田 ひとみ466 ﾂﾙﾀ ﾋﾄﾐ 奈良県

4時間48分19秒348 内田 富美子410 ｳﾁﾀﾞ ﾌﾐｺ 東京都

4時間48分36秒349 田村 こずえ357 ﾀﾑﾗ ｺｽﾞｴ 奈良県

4時間48分36秒350 坂井 文子372 ｻｶｲ ｱﾔｺ 奈良県
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4時間49分05秒351 藤原 真理子401 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ 愛知県

4時間49分05秒352 松本 さち400 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁ 愛知県

4時間49分31秒353 村中 由紀387 ﾑﾗﾅｶ ﾕｷ 東京都

4時間49分54秒354 小松崎 曜子69 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県

4時間49分54秒355 萩原 久子74 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻｺ 東京都

4時間49分55秒356 坂井 泰子78 ｻｶｲ ﾀｲｺ 大阪府

4時間50分21秒357 稲見 多恵子409 ｲﾅﾐ ﾀｴｺ 埼玉県

4時間50分23秒358 谷沢 亜希178 ﾀﾆｻﾞﾜ ｱｷ 新潟県

4時間50分25秒359 中澤 明美169 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｹﾐ 群馬県

4時間50分25秒360 関口 美智子205 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 群馬県

4時間50分31秒361 横井 順子262 ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

4時間50分45秒362 森下 昌子361 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｺ 奈良県

4時間50分49秒363 不動 光子233 ﾌﾄﾞｳ ﾐﾂｺ 大阪府

4時間51分02秒364 武藤 真美香487 ﾑﾄｳ ﾏﾐｶ 長野県

4時間51分17秒365 宮澤 里紗450 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｻ 長野県

4時間51分32秒366 和田 有路481 ﾜﾀﾞ ﾕﾐ 大阪府

4時間51分45秒367 木村 洋子456 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 愛知県

4時間51分59秒368 鶴田 園子5 ﾂﾙﾀ ｿﾉｺ 群馬県

4時間52分40秒369 門田 三和子349 ｶﾄﾀﾞ ﾐﾜｺ 岐阜県

4時間52分44秒370 小島 千鶴304 ｺｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県

4時間53分28秒371 鈴屋 千加子123 ｽｽﾞﾔ ﾁｶｺ 愛知県

4時間53分45秒372 千葉 文恵31 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｴ 大阪府

4時間54分17秒373 近藤 真梨恵333 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｴ 愛知県

4時間54分24秒374 杉本 佐登美59 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ 群馬県

4時間54分42秒375 牟田 喜子426 ﾑﾀ ﾖｼｺ 愛知県

4時間54分43秒376 磯部 直子28 ｲｿﾍﾞ ﾅｵｺ 愛知県

4時間54分44秒377 平間 佑美447 ﾋﾗﾏ ﾕﾐ 愛知県

4時間54分46秒378 寄川 育子486 ﾖﾘｶﾜ ｲｸｺ 栃木県

4時間55分27秒379 田中 さちえ430 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ 兵庫県

4時間55分29秒380 吉田 妙子479 ﾖｼﾀﾞ ﾀｴｺ 岐阜県

4時間55分45秒381 中泉 明子218 ﾅｶｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 東京都

4時間56分14秒382 上條 真裕美488 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾕﾐ 長野県

4時間56分15秒383 中間 沙織33 ﾅｶﾏ ｻｵﾘ 愛知県

4時間56分30秒384 氏原 広子403 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｺ 愛知県

4時間56分34秒385 佐藤 祐子386 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 東京都

4時間56分34秒386 中野 伸子458 ﾅｶﾉ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県

4時間56分39秒387 田村 圭子358 ﾀﾑﾗ ｹｲｺ 奈良県

4時間56分47秒388 石川 真季子346 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府

4時間56分49秒389 森田 矢穂里370 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ 静岡県

4時間57分03秒390 杉岡 則子393 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 兵庫県

4時間57分43秒391 岡本 理絵35 ｵｶﾓﾄ ﾘｴ 滋賀県

4時間57分44秒392 井上 寿美34 ｲﾉｳｴ ﾋｻﾐ 滋賀県

4時間57分45秒393 田中 恵11 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 岐阜県

4時間57分45秒394 山崎 直美217 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都

4時間57分59秒395 関口 千代子132 ｾｷｸﾞﾁ ﾁﾖｺ 茨城県

4時間58分10秒396 大南 博美382 ｵｵﾐﾅﾐ ﾋﾛﾐ 愛知県

4時間58分11秒397 寺西 真紀代454 ﾃﾗﾆｼ ﾏｷﾖ 愛知県

4時間58分11秒398 大南 敬美381 ｵｵﾐﾅﾐ ﾀｶﾐ 愛知県

5時間01分01秒399 杉山 千代171 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾖ 愛知県

5時間01分08秒400 堀部 朝子176 ﾎﾘﾍﾞ ｱｻｺ 滋賀県
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5時間01分09秒401 稲葉 みさ子208 ｲﾅﾊﾞ ﾐｻｺ 東京都

5時間01分18秒402 前門 富士子227 ﾏｴｶﾄﾞ ﾌｼﾞｺ 神奈川県

5時間01分26秒403 後藤 妙子368 ｺﾞﾄｳ ﾀｴｺ 愛知県

5時間02分45秒404 鈴木 やよい272 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｲ 静岡県

5時間02分55秒405 高橋 明代145 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾖ 大阪府

5時間03分07秒406 関口 佐知江352 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾁｴ 群馬県

5時間03分14秒407 長尾 聖美80 ﾅｶﾞｵ ｻﾄﾐ 兵庫県

5時間03分38秒408 金子 文江263 ｶﾈｺ ﾌﾐｴ 新潟県

5時間08分46秒409 太田 由紀167 ｵｵﾀ ﾕｷ 静岡県

5時間09分58秒410 鈴木 洋子472 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 茨城県

5時間10分10秒411 城本 葉子306 ｼﾛﾓﾄ ﾖｳｺ 神奈川県

5時間10分16秒412 大槻 愛衣300 ｵｵﾂｷ ｱｲ 岐阜県
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