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4439 大越　麻子 ｵｵｺｼ ｱｻｺ  3:20:461 岩手県盛岡市

4402 赤坂　玲子 ｱｶｻｶ ﾚｲｺ  3:22:44盛岡ヒールフリー2 岩手県盛岡市

4416 藤澤　由紀 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷ  3:41:593 東京都杉並区

4451 横井　由貴子 ﾖｺｲ ﾕｷｺ  3:42:02防府陸協4 山口県山口市

4409 津田　博子 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ  3:43:435 岩手県盛岡市

4453 於保　恭子 ｵﾎ ｷｮｳｺ  3:49:57味スタＲＣ6 東京都目黒区

4422 宮原　菊乃 ﾐﾔﾊﾗ ｷｸﾉ  3:53:467 千葉県市原市

4421 上村　朋子 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｺ  3:54:358 東京都練馬区

4520 女鹿　裕子 ﾒｶﾞ ﾕｳｺ  3:54:359 岩手県宮古市

4521 高橋　恵理子 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ  3:58:4010 山形県酒田市

4430 ボーデン　クニコ ﾎﾞｰﾃﾞﾝ ｸﾆｺ  4:12:4311 東京都目黒区

4465 羽渕　由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ  4:15:19一つ森ＳＭＣ12 秋田県秋田市

4442 大和田　治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ  4:19:31一関ＡＣ13 岩手県一関市

4481 久保　牧子 ｸﾎﾞ ﾏｷｺ  4:20:1514 青森県十和田市

4429 横井　ミエ ﾖｺｲ ﾐｴ  4:22:18にっぽんらんな15 千葉県市原市

4412 木下　千代美 ｷﾉｼﾀ ﾁﾖﾐ  4:24:1016 宮城県仙台市

4485 及川　真喜子 ｵｲｶﾜ ﾏｷｺ  4:24:3117 宮城県仙台市

4457 遠藤　裕代 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾖ  4:26:0718 岩手県奥州市

4490 冨手　裕子 ﾄﾐﾃ ﾕｳｺ  4:28:53花巻走友会19 岩手県花巻市

4467 工藤　星子 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳｺ  4:29:1320 東京都足立区

4497 斎藤　和子 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ  4:30:00木楽々くらぶ21 岩手県一関市

4440 曽川　恵智子 ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ  4:30:20花谷塾22 埼玉県富士見市

4423 町野　美香 ﾏﾁﾉ ﾐｶ  4:31:4423 宮城県仙台市

4434 黒岩　節子 ｸﾛｲﾜ ｾﾂｺ  4:34:0524 神奈川県横浜市

4486 柴田　富久子 ｼﾊﾞﾀ ﾌｸｺ  4:35:15千代田走友会25 東京都台東区

4406 高橋　育子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ  4:35:16割烹鎌倉26 岩手県北上市

4491 進藤　郁子 ｼﾝﾄﾞｳ ｲｸｺ  4:35:28ペアーレ大仙27 秋田県大仙市

4518 佐藤　由香 ｻﾄｳ ﾕｶ  4:38:0628 宮城県名取市

4443 向井　由香利 ﾑｶｲ ﾕｶﾘ  4:40:3029 神奈川県横浜市

4435 照井　久美子 ﾃﾙｲ ｸﾐｺ  4:41:3930 岩手県北上市

4471 外西　滝美 ﾎｶﾆｼ ﾀｷﾐ  4:42:17チーム　薔薇31 埼玉県さいたま市

4463 前田　容子 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｺ  4:45:0832 茨城県取手市

4519 阿部　眞由美 ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ  4:47:2033 宮城県仙台市

4529 水野　陽子 ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｺ  4:49:44八王子ランナー34 東京都八王子市

4419 高橋　文恵 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｴ  4:50:15チームれい35 岩手県八幡平市

4487 竹中　久美子 ﾀｹﾅｶ ｸﾐｺ  4:52:2736 東京都稲城市

4511 立脇　昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ  4:55:31南仙台走友会37 宮城県名取市

4461 作山　隆子 ｻｸﾔﾏ ﾘｭｳｺ  4:55:5238 岩手県盛岡市

4473 鵜原　昌子 ｳﾊﾗ ﾏｻｺ  4:57:1839 神奈川県三浦市

4505 宍戸　智恵 ｼｼﾄﾞ ﾁｴ  4:58:0140 宮城県仙台市

4499 吉名　真貴子 ﾖｼﾅ ﾏｷｺ  4:59:40ランバディ41 大阪府東大阪市

4495 最上　千代子 ﾓｶﾞﾐ ﾁﾖｺ  5:00:48フルデビュー42 宮城県仙台市

4408 藤田　政子 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ  5:01:3143 栃木県宇都宮市

4469 根本　みゆき ﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ  5:02:2144 秋田県大館市

4413 亀田　治子 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾙｺ  5:02:5745 神奈川県横浜市

4498 高橋　さつき ﾀｶﾊｼ ｻﾂｷ  5:06:51高遊46 鹿児島県鹿児島市

4501 金子　律子 ｶﾈｺ ﾘﾂｺ  5:07:0247 岩手県一関市

4432 丸山　美枝子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｴｺ  5:08:2048 愛知県豊川市

4411 齊藤　御名子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ  5:10:0649 秋田県湯沢市

4404 野里　幸枝 ﾉｻﾄ ﾕｷｴ  5:10:1850 岩手県盛岡市
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4470 佐藤　優美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ  5:10:2451 岩手県盛岡市

4527 峰村　泰子 ﾐﾈﾑﾗ ﾔｽｺ  5:11:2652 東京都板橋区

4438 伊藤　和枝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ  5:11:48神奈川県予防53 神奈川県横浜市

4441 畠山　さゆり ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾕﾘ  5:14:12美女ランの会54 岩手県花巻市

4503 秋田　千恵子 ｱｷﾀ ﾁｴｺ  5:14:3555 東京都世田谷区

4446 佐藤　美子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ  5:15:3556 愛知県北名古屋市

4466 堂北　由紀子 ﾄﾞｳｷﾀ ﾕｷｺ  5:15:38一つ森ＳＭＣ57 秋田県秋田市

4483 九嶋　明子 ｸｼﾏ ｱｷｺ  5:24:3358 宮城県仙台市

4528 千田　恵子 ﾁﾀﾞ ｹｲｺ  5:24:4759 神奈川県厚木市

4450 室岡　雅子 ﾑﾛｵｶ ﾏｻｺ  5:26:3960 岩手県盛岡市

4437 渡邉　桂子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ  5:29:21松島歓走会61 宮城県松島町

4532 大久保　順子 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ  5:30:49はやて走友会62 青森県八戸市

4484 飯嶋　洋子 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｳｺ  5:32:1463 北海道帯広市

4405 高橋　明子 ﾀｶﾊｼ ﾒｲｺ  5:34:1064 岩手県奥州市

4459 本間　香 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ  5:35:4665 岩手県滝沢市

4482 白石　明美 ｼﾗｲｼ ｱｹﾐ  5:36:5466 千葉県印西市

4468 橋本　みどり ﾊｼﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ  5:37:4267 神奈川県小田原市

4427 渡辺　典子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ  5:40:2768 岩手県北上市

4510 佐々木　由貴子 ｻｻｷ ﾕｷｺ  5:41:0569 岩手県奥州市

4526 伊藤　礼子 ｲﾄｳ ﾚｲｺ  5:42:21花巻走友会70 岩手県花巻市

4531 戸島　尚子 ﾄｼﾏ ﾅｵｺ  5:52:3871 北海道札幌市

4417 伊藤　智子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ  5:54:18ＳＴＫＳ72 秋田県秋田市

4403 佐藤　さつ子 ｻﾄｳ ｻﾂｺ  5:56:0873 岩手県奥州市

4530 小田嶋　ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ  5:57:17北上桜ペアー74 岩手県北上市

4514 渡辺　真由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ  5:59:5075 宮城県七ヶ浜町

4436 松山　千秋 ﾏﾂﾔﾏ ﾁｱｷ  6:02:2076 秋田県秋田市

4477 會田　郁子 ｱｲﾀ ｲｸｺ  6:04:07松島歓走会77 宮城県塩竈市

4496 阿部　聖子 ｱﾍﾞ ｾｲｺ  6:06:2278 岩手県花巻市

4472 本田　照恵 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾙｴ  6:08:38菅原マジック79 宮城県仙台市

4474 菊地　千恵子 ｷｸﾁ ﾁｴｺ  6:09:0880 山形県山形市

4418 岩村　真奈美 ｲﾜﾑﾗ ﾏﾅﾐ  6:10:5681 千葉県習志野市

4502 大内　今日子 ｵｵｳﾁ ｷｮｳｺ  6:11:08りらいぶ82 宮城県仙台市

4458 中村　朋子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ  6:17:4683 宮城県仙台市

4426 漆山　裕希 ｳﾙｼﾔﾏ ﾕｷ  6:19:4184 宮城県仙台市

4488 成田　あけみ ﾅﾘﾀ ｱｹﾐ  6:21:0885 秋田県横手市

4513 小山　峰子 ｺﾔﾏ ﾐﾈｺ  6:23:36やまねこファミ86 岩手県奥州市

4410 佐藤　純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ  6:24:0587 岩手県北上市

4494 泉　明美 ｲｽﾞﾐ ｱｹﾐ  6:25:3488 大阪府大阪市

4525 中川　佳子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｺ  6:25:56ＯＳＡＭ89 埼玉県さいたま市

4460 宇都木　多美子 ｳﾂｷﾞ ﾀﾐｺ  6:34:2790 東京都杉並区

4464 柴田　典子 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ  6:36:5991 山形県山形市

4462 川島　恵 ｶﾜｼﾏ ﾒｸﾞﾐ  6:37:41渋駆ラ92 群馬県渋川市
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