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1 873 中野　舞 ナカノ　マイ  2:48:44  40:02  1:20:06 (40:04)  2:00:14 (40:08)  2:40:05 (39:51)  2:48:44 (8:39) 女子29歳以下 1

2 870 野本　有紀子 ノモト　ユキコ  2:57:07  42:13  1:23:56 (41:43)  2:05:50 (41:54)  2:48:16 (42:26)  2:57:07 (8:51) 女子40～49歳 1

3 811 大谷　磨耶 オオタニ　マヤ  2:57:57  41:15  1:22:17 (41:02)  2:04:07 (41:50)  2:48:01 (43:54)  2:57:57 (9:56) 女子40～49歳 2

4 891 結城　真希子 ユウキ　マキコ  3:08:10  44:09  1:28:40 (44:31)  2:13:08 (44:28)  2:58:33 (45:25)  3:08:10 (9:37) 女子30～39歳 1

5 819 加藤　智子 カトウ　トモコ  3:09:50  44:11  1:28:43 (44:32)  2:13:10 (44:27)  2:59:26 (46:16)  3:09:50 (10:24) 女子50～59歳 1

6 852 豊田　美奈子 トヨダ　ミナコ  3:11:56  42:22  1:25:34 (43:12)  2:11:48 (46:14)  3:00:47 (48:59)  3:11:56 (11:09) 女子40～49歳 3

7 839 志村　未奈 シムラ　ミナ  3:14:40  45:54  1:31:35 (45:41)  2:18:03 (46:28)  3:04:49 (46:46)  3:14:40 (9:51) 女子29歳以下 2

8 865 中村　沙知 ナカムラ　サチ  3:20:21  46:54  1:33:59 (47:05)  2:20:38 (46:39)  3:09:00 (48:22)  3:20:21 (11:21) 女子40～49歳 4

9 838 清水　友美 シミズ　トモミ  3:20:28  44:12  1:28:58 (44:46)  2:18:22 (49:24)  3:09:14 (50:52)  3:20:28 (11:14) 女子40～49歳 5

10 813 岡林　あす香 オカバヤシ　アスカ  3:24:02  49:22  1:38:26 (49:04)  2:27:57 (49:31)  3:14:17 (46:20)  3:24:02 (9:45) 女子40～49歳 6

11 835 島田　未歩 シマダ　ミホ  3:24:19  49:20  1:38:27 (49:07)  2:26:48 (48:21)  3:14:13 (47:25)  3:24:19 (10:06) 女子30～39歳 2

12 895 脇田　千穂子 ワキタ　チホコ  3:26:27  49:11  1:37:40 (48:29)  2:25:59 (48:19)  3:15:59 (50:00)  3:26:27 (10:28) 女子40～49歳 7

13 893 吉田　里美 ヨシダ　サトミ  3:27:43  49:13  1:38:23 (49:10)  2:27:55 (49:32)  3:17:18 (49:23)  3:27:43 (10:25) 女子40～49歳 8

14 812 大松　知恵 オオマツ　チエ  3:27:58  49:18  1:38:27 (49:09)  2:27:58 (49:31)  3:17:22 (49:24)  3:27:58 (10:36) 女子40～49歳 9

15 898 佐藤　華奈子 サトウ　カナコ  3:28:57  49:14  1:38:08 (48:54)  2:26:58 (48:50)  3:17:14 (50:16)  3:28:57 (11:43) 女子40～49歳 10

16 808 岩下　梢 イワシタ　コズエ  3:29:21  48:01  1:36:17 (48:16)  2:25:41 (49:24)  2:57:33 (31:52)  3:29:21 (31:48) 女子40～49歳 11

17 841 杉山　友美子 スギヤマ　ユミコ  3:29:33  49:14  1:38:21 (49:07)  2:27:51 (49:30)  3:18:10 (50:19)  3:29:33 (11:23) 女子50～59歳 2

18 885 門間　彩子 モンマ　アヤコ  3:33:09  49:19  1:38:25 (49:06)  2:27:54 (49:29)  3:20:24 (52:30)  3:33:09 (12:45) 女子40～49歳 12

19 818 加藤　志保 カトウ　シホ  3:36:58  50:29  1:41:11 (50:42)  2:31:26 (50:15)  3:24:58 (53:32)  3:36:58 (12:00) 女子40～49歳 13

20 878 古田　睦美 フルタ　ムツミ  3:37:04  49:12  1:38:24 (49:12)  2:28:08 (49:44)  3:24:07 (55:59)  3:37:04 (12:57) 女子50～59歳 3

21 884 目黒　芽衣子 メグロ　メイコ  3:39:54  49:40  1:40:14 (50:34)  2:32:36 (52:22)  3:27:46 (55:10)  3:39:54 (12:08) 女子40～49歳 14

22 850 TSURUTA MASAYO ツルタ　マサヨ  3:40:37  51:59  1:44:19 (52:20)  2:36:19 (52:00)  3:29:04 (52:45)  3:40:37 (11:33) 女子50～59歳 4

23 871 蓮沼　香織 ハスヌマ　カオリ  3:41:43  52:00  1:43:20 (51:20)  2:35:19 (51:59)  3:29:48 (54:29)  3:41:43 (11:55) 女子30～39歳 3

24 816 尾関　佳代子 オゼキ　カヨコ  3:43:27  49:07  1:38:14 (49:07)  2:28:07 (49:53)  3:29:30 (1:01:23)  3:43:27 (13:57) 女子50～59歳 5

東京チャレンジマラソン2021
令和3年（2021年）3月20日（土）
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25 806 市川　愛唯 イチカワ　アユ  3:43:42  48:18  1:38:22 (50:04)  2:32:24 (54:02)  3:31:27 (59:03)  3:43:42 (12:15) 女子29歳以下 3

26 844 須藤　理絵 スドウ　リエ  3:44:25  51:23  1:43:40 (52:17)  2:36:43 (53:03)  3:32:06 (55:23)  3:44:25 (12:19) 女子40～49歳 15

27 876 藤原　靖恵 フジワラ　ヤスエ  3:52:00  54:58  1:49:50 (54:52)  2:44:41 (54:51)  3:40:01 (55:20)  3:52:00 (11:59) 女子40～49歳 16

28 890 山本　昭代 ヤマモト　アキヨ  3:53:24  53:37  1:47:10 (53:33)  2:42:36 (55:26)  3:40:50 (58:14)  3:53:24 (12:34) 女子60歳以上 1

29 822 川崎　望 カワサキ　ノゾミ  3:56:25  51:54  1:43:42 (51:48)  2:40:32 (56:50)  3:41:52 (1:01:20)  3:56:25 (14:33) 女子40～49歳 17

30 824 草野　知美 クサノ　トモミ  3:56:35  55:38  1:50:28 (54:50)  2:45:37 (55:09)  3:44:31 (58:54)  3:56:35 (12:04) 女子50～59歳 6

31 879 松本　あき マツモト　アキ  3:56:44  53:40  1:47:32 (53:52)  2:43:29 (55:57)  3:43:38 (1:00:09)  3:56:44 (13:06) 女子40～49歳 18

32 846 高橋　浩子 タカハシ　ヒロコ  3:58:13  55:57  1:50:36 (54:39)  2:46:28 (55:52)  3:45:37 (59:09)  3:58:13 (12:36) 女子50～59歳 7

33 897 渡邉　智子 ワタナベ　トモコ  3:58:31  56:41  1:53:16 (56:35)  2:49:49 (56:33)  3:47:01 (57:12)  3:58:31 (11:30) 女子30～39歳 4

34 803 新井　玲子 アライ　レイコ  3:58:38  56:28  1:53:00 (56:32)  2:49:31 (56:31)  3:46:11 (56:40)  3:58:38 (12:27) 女子40～49歳 19

35 899 白壁　奏子 シラカベ　カナコ  3:58:55  56:39  1:53:13 (56:34)  2:49:48 (56:35)  3:46:25 (56:37)  3:58:55 (12:30) 女子40～49歳 20

36 810 梅津　美由紀 ウメツ　ミユキ  4:09:34  56:39  1:53:12 (56:33)  2:52:39 (59:27)  3:56:31 (1:03:52)  4:09:34 (13:03) 女子40～49歳 21

37 883 村田　千鶴子 ムラタ　チヅコ  4:12:24  59:24  1:59:46 (1:00:22)  3:00:19 (1:00:33)  3:59:37 (59:18)  4:12:24 (12:47) 女子50～59歳 8

38 830 佐々木　絹子 ササキ　キヌコ  4:12:25  56:34  1:53:09 (56:35)  2:54:06 (1:00:57)  3:58:42 (1:04:36)  4:12:25 (13:43) 女子50～59歳 9

39 801 青木　由佳 アオキ　ユカ  4:14:02  53:50  1:51:13 (57:23)  2:54:28 (1:03:15)  4:01:27 (1:06:59)  4:14:02 (12:35) 女子40～49歳 22

40 861 中嶋　由美 ナカジマ　ユミ  4:14:19  56:52  1:53:17 (56:25)  2:53:44 (1:00:27)  4:00:09 (1:06:25)  4:14:19 (14:10) 女子50～59歳 10

41 845 高橋　祥子 タカハシ　サチコ  4:30:46  57:13  1:56:39 (59:26)  3:01:42 (1:05:03)  4:16:36 (1:14:54)  4:30:46 (14:10) 女子40～49歳 23

DNF 804 石川　ゆかり イシカワ　ユカリ     51:42  1:42:32 (50:50) 女子50～59歳

DNF 807 岩崎　文子 イワサキ　アヤコ     49:18 女子50～59歳

DNF 809 内田　友美 ウチダ　トモミ     49:13  1:38:25 (49:12) 女子40～49歳

DNF 815 小椋　沙友里 オグラ　サユリ     51:18  1:50:25 (59:07) 女子29歳以下

DNF 825 熊澤　直子 クマザワ　ナオコ     46:49  1:33:54 (47:05) 女子50～59歳

DNF 827 斉藤　常 サイトウ　トキワ     57:32  2:03:02 (1:05:30)  3:13:36 (1:10:34) 女子40～49歳

DNF 833 柴崎　亜希子 シバザキ　アキコ     54:13  1:56:25 (1:02:12) 女子40～49歳
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DNF 842 鈴木　敬子 スズキ　ケイコ     56:33  1:53:08 (56:35)  2:50:09 (57:01) 女子30～39歳

DNF 848 谷　彩加 タニ　アヤカ     1:01:31  2:03:09 (1:01:38)  3:06:53 (1:03:44) 女子30～39歳

DNF 858 中軽米　恵子 ナカカルマイ　ケイコ     51:35  1:43:53 (52:18)  2:47:06 (1:03:13) 女子50～59歳

DNF 860 永嶋　かおり ナガシマ　カオリ     46:46  1:33:51 (47:05)  2:20:57 (47:06) 女子50～59歳

DNF 862 永瀬　菜穂子 ナガセ　ナオコ     46:44  1:34:29 (47:45) 女子50～59歳

DNF 864 中庭　めぐみ ナカニワ　メグミ     49:10 女子40～49歳

DNF 869 根岸　雅子 ネギシ　マサコ     56:28  1:53:04 (56:36) 女子30～39歳

DNF 872 服部　麻友巳 ハットリ　マユミ     49:07  1:37:41 (48:34) 女子50～59歳

DNF 875 平松　友季 ヒラマツ　ユウキ     43:14  1:26:26 (43:12) 女子50～59歳

DNF 877 古江　純子 フルエ　ジュンコ     56:24  1:53:04 (56:40) 女子50～59歳

DNF 880 三澤　いずみ ミサワ　イズミ     44:11  1:28:41 (44:30) 女子50～59歳

DNF 881 皆川　紗恵子 ミナガワ　サエコ     51:39  1:45:44 (54:05)  2:52:51 (1:07:07) 女子40～49歳

DNF 882 宮内　康子 ミヤウチ　ヤスコ     55:52  1:54:03 (58:11)  3:04:19 (1:10:16) 女子60歳以上

DNF 886 山内　かおり ヤマウチ　カオリ     47:19  1:34:29 (47:10)  2:23:52 (49:23) 女子40～49歳

DNF 888 山崎　加央里 ヤマザキ　カオリ     42:12  1:24:24 (42:12) 女子30～39歳

DNF 894 吉田　雅子 ヨシダ　マサコ     49:09 女子50～59歳

DNS 802 天野　みなみ アマノ　ミナミ    女子30～39歳

DNS 805 板橋　愛 イタバシ　アイ    女子30～39歳

DNS 814 小川　夕希 オガワ　ユウキ    女子29歳以下

DNS 817 片桐　英子 カタギリ　エイコ    女子50～59歳

DNS 820 金田　朋子 カネダ　トモコ    女子40～49歳

DNS 821 鹿山　宏子 カヤマ　ヒロコ    女子50～59歳

DNS 823 北島　奈緒 キタジマ　ナオ    女子40～49歳

DNS 826 栗原　初江 クリハラ　ハツエ    女子50～59歳
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DNS 828 坂本　久美子 サカモト　クミコ    女子40～49歳

DNS 829 櫻井　広美 サクライ　ヒロミ    女子30～39歳

DNS 831 佐々木　直子 ササキ　ナオコ    女子40～49歳

DNS 832 佐藤　智子 サトウ　トモコ    女子60歳以上

DNS 834 島　優子 シマ　ユウコ    女子40～49歳

DNS 836 島渕　香奈 シマフチ　カナ    女子40～49歳

DNS 837 島本　尚子 シマモト　ナオコ    女子50～59歳

DNS 840 下重　典子 シモジュウ　ノリコ    女子40～49歳

DNS 843 鈴木　聡子 スズキ　サトコ    女子50～59歳

DNS 847 高見　亜紀 タカミ　アキ    女子40～49歳

DNS 849 塚田　豊子 ツカダ　トヨコ    女子50～59歳

DNS 851 寺井　かおり テライ　カオリ    女子40～49歳

DNS 853 THOMPSON LESA トンプソン　リサ    女子40～49歳

DNS 854 内藤　弥栄子 ナイトウ　ヤエコ    女子40～49歳

DNS 855 中井　亮子 ナカイ　リョウコ    女子40～49歳

DNS 856 長江　麻衣子 ナガエ　マイコ    女子40～49歳

DNS 857 永岡　善美 ナガオカ　ヨシミ    女子60歳以上

DNS 859 中澤　葉子 ナカザワ　ヨウコ    女子40～49歳

DNS 863 中津　志保 ナカツ　シホ    女子50～59歳

DNS 866 鍋島　由香里 ナベシマ　ユカリ    女子40～49歳

DNS 867 西垣　有希子 ニシガキ　ユキコ    女子30～39歳

DNS 868 沼田　麻土華 ヌマタ　マドカ    女子30～39歳

DNS 874 樋口　美和 ヒグチ　ミワ    女子40～49歳

DNS 887 山鹿　由莉 ヤマガ　ユリ    女子30～39歳
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DNS 889 山中　洋子 ヤマナカ　ヨウコ    女子60歳以上

DNS 892 湯澤　礼華 ユザワ　アヤカ    女子30～39歳

DNS 896 鷲尾　沙緒里 ワシオ　サオリ    女子30～39歳
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