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12  34.59TEAM Y&Y1003 名越 ゆかり 加藤 葉子1 2:00:43.99

12 00:30.89 34.44sun＆moon1025 木村 五月 其田 安菜2 2:01:14.88

12 02:00.36 34.02闇練女子部1005 山崎 知美 木下 香織 東浦 八重3 2:02:44.35

12 03:54.61 33.50Team スクアドラ ジョッシー1004 涌本 紗代子 源 汐里 江住 めぐみ4 2:04:38.60

12 03:59.11 33.48Ultra Pervers Ladys1035 緒方 亜紗美 中山 めぐみ 原 理紗子5 2:04:43.11

12 04:28.30 33.35team All out1021 石橋 由美子 美並 聡子6 2:05:12.29

12 05:29.43 33.08万馬券道場牝馬限定1002 澤井 祥子 澤井 祝子 澤井 祭子7 2:06:13.42

12 08:48.98 32.23WILSON CYCLE AKSK1022 金田 芳 山田 佳菜恵 田辺 愛 齋藤 静香8 2:09:32.98

12 09:30.37 32.06チームナカツジにいひめ1008 岡田 京子 松口 由紀 中西 杏菜9 2:10:14.36

11 -1Lap 31.53BEACH レディース1018 細川 寿美子 森 律子 村本 裕子10 2:01:24.51

11 -1Lap 31.28大垣ピストンズ 桃1001 小栗 智子 石川 真理 柘植 友子 岩田 聡子11 2:02:22.74

11 -1Lap 30.78チームナカツジみかん1009 中辻 令子 濵口 由美 南 紀子12 2:04:21.64

11 -1Lap 30.42TEAM 10mm MASK1030 駒井 祐美 中島 早苗 榑沼 梓 藤江 恭子13 2:05:49.44

11 -1Lap 30.33TEAM 10mm YC1028 和泉 知亜季 濱田 祐子14 2:06:12.84

11 -1Lap 30.31CLOVER BICYCLE G1032 柴谷 絢子 三浦 和美 安田 絵美15 2:06:17.78

11 -1Lap 30.01ＣＨＡＰＴＥＲ０８　女子部1007 長瀬 あさ美 河村 有香里 伊藤 絵美16 2:07:32.85

11 -1Lap 29.96TEAM　TOPFIELD1006 藤原 三和子 土田 聡子17 2:07:45.33

11 -1Lap 28.44キャノンデール心斎橋H1014 西村 美奈 佐々木 穂波18 2:14:36.87

10 -2Lap 28.94トンデモ　マドンナ1031 森 真由美 梅野 茜 芦原 智子 小林 久美子19 2:00:15.81

10 -2Lap 28.61TEAM アバギャル1016 大谷 こずえ 坪野 由佳 井田 智子 藤村 あゆみ20 2:01:39.29

10 -2Lap 28.14バルカクラブカナザワレディー1036 駒口 雅子 金谷 茜衣 高野 礼美21 2:03:40.97

10 -2Lap 27.84Clover Bicycle n41038 帰山 いづみ 高橋 歩 河津 庸子22 2:05:00.34

10 -2Lap 27.81TEAM NARO女子会1013 成岡 一恵 中村 紫乃23 2:05:07.26

10 -2Lap 27.78Team ヤマダサイクル　ガール1026 市川 万那美 細井 美奈 笹野 有未 山口 貴子24 2:05:17.01

10 -2Lap 27.77OCC　ウィメンズ1012 綿引 仁美 関口 寿子 岡 久美子25 2:05:18.04

10 -2Lap 27.69TEAM 10mm HAK1029 中口 宏美 中村 佳苗 平谷 朝子26 2:05:40.60

10 -2Lap 26.91リブロング神戸1017 今井 朱美 仁科 かほる27 2:09:18.15

10 -2Lap 26.50Team ヤマダサイクルセンター1027 西内 綾 河本 絵李子 菊池 祥子 河井 真琴28 2:11:18.39

9 -3Lap 26.99+CHARIBU1020 村井 柚紀 三熊 愛 松江 久留美29 1:56:03.77

9 -3Lap 25.98バルバトヤマローザ1034 宮田 南美江 細野 眞珠 小西 真由美 荒井 由依30 2:00:32.14

9 -3Lap 25.45アウグーリオ・エマーブル1033 足立 紋 山田 奈々 猪本 尚美 朝日 香那31 2:03:05.13

9 -3Lap 24.67Clover Bicycle n51039 菅谷 知子 塩谷 裕美 青木 あい 林 優生32 2:06:56.76

9 -3Lap 24.52チームＳＰ1037 田中 真己子 飯塚 早希 小林 麻里衣 長澤 藍33 2:07:43.78

9 -3Lap 24.42静岡青葉IMY1023 齋藤 育子 長谷川 美香 大宇根 ゆい34 2:08:13.88

9 -3Lap 23.49TEAM BONDS1024 赤尾 沙紀 青島 朋香35 2:13:20.37

8 -4Lap 23.14違駄天レディース1010 山本 則子 松居 里枝 後藤 藍36 2:00:18.55

8 -4Lap 22.72SunFish1019 越後 はるな 林 千尋37 2:02:33.48

8 -4Lap 22.62ブラックツリー1011 黒木 真里樹 黒木 里美38 2:03:04.86

8 -4Lap 20.13Kihoku1015 森本 衣里 山本 真由 友重 みゆき 伊藤 千春39 2:18:18.35
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