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 マラソン女子40歳代
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4288 堤　佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ  3:07:54青葉のまちＲＣ1 宮城県仙台市

4322 嶋田　富美子 ｼﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ  3:19:25愛知陸協2 愛知県岡崎市

4224 加藤　礼子 ｶﾄｳ ﾚｲｺ  3:26:46ルネサンス仙台3 宮城県仙台市

4219 大橋　麗子 ｵｵﾊｼ ﾚｲｺ  3:29:174 神奈川県川崎市

4297 若宮　恵理子 ﾜｶﾐﾔ ｴﾘｺ  3:32:245 東京都荒川区

4277 三浦　ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ  3:33:00あシロート秋田6 秋田県秋田市

4281 池田　朋子 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｺ  3:52:317 秋田県にかほ市

4284 上原　博美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ  3:53:208 神奈川県川崎市

4291 石津　尚子 ｲｼﾂﾞ ﾅｵｺ  4:00:11ランニングデポ9 東京都目黒区

4275 木内　圭子 ｷｳﾁ ｹｲｺ  4:00:46ファンラン10 宮城県塩竈市

4225 中嶋　洋子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ  4:01:4511 青森県弘前市

4227 佐藤　佳代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ  4:05:54ボディプラス12 宮城県仙台市

4333 藤田　由紀子 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｺ  4:11:12たんぽぽＲＣ13 宮城県仙台市

4329 小野　清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ  4:11:24道マラソンク14 北海道札幌市

4294 松本　富貴子 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｷｺ  4:11:3715 東京都品川区

4265 中野　貴子 ﾅｶﾉ ﾀｶｺ  4:12:06宮古ＡＣ16 岩手県宮古市

4245 林　祥子 ﾊﾔｼ ｻﾁｺ  4:14:03たんぽぽＲＣ17 宮城県仙台市

4306 菊地　聖子 ｷｸﾁ ｼｮｳｺ  4:16:3418 岩手県奥州市

4239 相原　文子 ｱｲﾊﾗ ｱﾔｺ  4:16:3919 秋田県横手市

4236 田高　房枝 ﾀｺｳ ﾌｻｴ  4:17:38ゼットン20 岩手県盛岡市

4299 東出　亜子 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｺ  4:18:19チームぼっち21 愛知県名古屋市

4327 菅原　紀子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ  4:20:2622 宮城県仙台市

4347 鈴木　敏美 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ  4:25:2323 滋賀県大津市

4307 杉　佳世子 ｽｷﾞ ｶﾖｺ  4:26:43トヨタ東日本24 岩手県盛岡市

4300 吉越　光子 ﾖｼｺﾞｴ ﾐﾂｺ  4:28:2625 宮城県仙台市

4217 山本　睦子 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｺ  4:28:3226 神奈川県川崎市

4229 久光　志保 ﾋｻﾐﾂ ｼﾎ  4:29:22弩Ｍクラブ27 宮城県仙台市

4348 住友　智恵 ｽﾐﾄﾓ ﾄﾓｴ  4:29:4528 千葉県袖ケ浦市

4249 長南　早紀子 ﾁｮｳﾅﾝ ｻｷｺ  4:30:3329 埼玉県久喜市

4206 吉田　江里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ  4:32:5330 大阪府大阪市

4237 渡邊　祥子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ  4:34:3431 宮城県仙台市

4319 武藤　美佐緒 ﾑﾄｳ ﾐｻｵ  4:35:3432 秋田県大仙市

4343 根岸　亜希 ﾈｷﾞｼ ｱｷ  4:37:43川本歯科33 神奈川県横浜市

4285 阿部　友紀子 ｱﾍﾞ ﾕｷｺ  4:39:10アベラン34 宮城県仙台市

4345 三橋　真由美 ﾐﾂﾊｼ ﾏﾕﾐ  4:41:4935 岩手県盛岡市

4214 越川　志津 ｺｼｶﾜ ｼﾂﾞ  4:41:5036 岩手県盛岡市

4241 中神　真由美 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ  4:41:50七時雨ＴＲＣ37 岩手県盛岡市

4207 渡辺　由美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ  4:41:5938 岩手県盛岡市

4233 高橋　由美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ  4:45:2139 岩手県金ケ崎町

4295 細井　純子 ﾎｿｲ ｼﾞｭﾝｺ  4:46:2740 東京都江東区

4293 鈴木　まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ  4:48:0241 岩手県奥州市

4223 鎌田　志穂 ｶﾏﾀ ｼﾎ  4:48:4942 岩手県滝沢市

4209 松橋　亜希 ﾏﾂﾊｼ ｱｷ  4:49:0243 秋田県秋田市

4203 早坂　詩乃 ﾊﾔｻｶ  4:49:25セントラル南小泉44 宮城県仙台市

4286 伊藤　郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ  4:51:0845 岩手県奥州市

4341 千葉　美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ  4:53:4646 東京都武蔵野市

4290 熊谷　直子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ  4:54:2447 岩手県滝沢市

4332 小野寺　恵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ  4:55:4048 岩手県北上市

4303 田中　保代 ﾀﾅｶ ﾔｽﾖ  4:57:10チーム３０ｓ49 京都府城陽市

4287 田中　あき子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ  4:57:1450 東京都北区
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4215 三戸　直美 ﾐﾄ ﾅｵﾐ  4:58:0451 山口県防府市

4221 山口　馨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ  4:58:0452 山形県山形市

4344 山田　佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ  4:58:54福島ＣＴＣ53 福島県福島市

4325 佐藤　桂子 ｻﾄｳ ｹｲｺ  5:00:3654 青森県弘前市

4310 野崎　あゆみ ﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ  5:10:01リスペクト仙台55 宮城県仙台市

4251 齊藤　雅江 ｻｲﾄｳ ﾏｻｴ  5:11:3656 岩手県北上市

4312 水戸　祐子 ﾐﾄ ﾕｳｺ  5:14:3457 宮城県名取市

4243 成田　千春 ﾅﾘﾀ ﾁﾊﾙ  5:15:2758 岩手県盛岡市

4222 高橋　由佳子 ﾀｶﾊｼ ﾕｶｺ  5:15:42ゼットン59 岩手県花巻市

4283 能勢　陽子 ﾉｾ ﾖｳｺ  5:16:06ランプロＲＣ60 岡山県和気町

4242 岩舘　洋子 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾖｳｺ  5:16:19アツクルボーイ61 岩手県盛岡市

4321 三浦　美佐子 ﾐｳﾗ ﾐｻｺ  5:18:24ＭＹＳＴＡＲ62 東京都調布市

4346 坂本　かおる ｻｶﾓﾄ ｶｵﾙ  5:20:2563 福島県二本松市

4271 鈴木　淳子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ  5:20:39ドゥ・スポーツ64 東京都江東区

4262 河東田　利香 ｶﾄｳﾀﾞ ﾘｶ  5:23:2465 岩手県北上市

4278 千葉　由里 ﾁﾊﾞ ﾕﾘ  5:23:3666 宮城県石巻市

4210 村瀬　佳乃 ﾑﾗｾ ｶﾅ  5:24:3167 神奈川県横浜市

4296 鈴木　有美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ  5:25:0268 福島県南相馬市

4226 我妻　里美 ｱｶﾞﾂﾏ ｻﾄﾐ  5:26:51セントラルスポ69 岩手県盛岡市

4342 齋藤　雅子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ  5:27:4370 宮城県仙台市

4323 中村　美由記 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ  5:30:55おひろ会71 石川県金沢市

4261 鎌田　恵理子 ｶﾏﾀﾞ ｴﾘｺ  5:32:38あシロート秋田72 秋田県秋田市

4314 内舘　博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ  5:33:3073 岩手県花巻市

4301 山口　雅子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｺ  5:33:4274 東京都杉並区

4302 鈴木　久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ  5:37:49ＲＣ虹75 東京都足立区

4235 村松　直子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｺ  5:38:41ランランラン76 岩手県矢巾町

4298 小山　敏江 ｵﾔﾏ ﾄｼｴ  5:38:4677 宮城県気仙沼市

4282 千葉　文恵 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｴ  5:39:0378 大阪府大阪市

4337 菊地　暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ  5:39:36ＳｅｅＤ79 岩手県奥州市

4272 佐藤　美見 ｻﾄｳ ﾐﾐ  5:40:5580 神奈川県横浜市

4202 齋　みつえ ｻｲ ﾐﾂｴ  5:41:43ｊ．ｊ．ｃ81 宮城県仙台市

4238 千葉　昌代 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖ  5:42:4682 宮城県仙台市

4255 大坂　久子 ｵｵｻｶ ﾋｻｺ  5:45:3883 岩手県花巻市

4326 播磨　良子 ﾊﾘﾏ ﾘｮｳｺ  5:50:4584 岩手県滝沢市

4264 和田　尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ  5:52:35毒ガス＊あわわ85 山形県天童市

4273 千葉　希 ﾁﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ  5:53:4186 宮城県仙台市

4289 窪田　陽子 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｺ  5:53:5787 大阪府大阪市

4250 及川　美恵 ｵｲｶﾜ ﾐｴ  5:55:50興承会88 宮城県仙台市

4258 河内　雅世 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾖ  5:58:1289 東京都足立区

4205 藤原　香子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ  5:58:29チーム鎌倉90 岩手県北上市

4240 岡田　明子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ  5:59:2391 群馬県高崎市

4313 宮崎　裕子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｺ  6:02:1292 東京都世田谷区

4274 大嶋　久美子 ｵｵｼﾏ ｸﾐｺ  6:04:05Ｍアカデミー93 東京都大田区

4328 伊藤　史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ  6:05:4194 岩手県北上市

4331 八重樫　百子 ﾔｴｶﾞｼ ﾓﾓｺ  6:08:07ケミコンＬＲＣ95 岩手県北上市

4269 諏佐　純子 ｽｻ ｼﾞｭﾝｺ  6:09:55すがとうＦＣ96 埼玉県所沢市

4244 佐々木　妙 ｻｻｷ ﾀｴ  6:09:5697 東京都新宿区

4334 CHEN,FENG-YING ﾁｪﾝ ﾌｵﾝｲｰﾝ  6:11:0998 台湾

4316 今井　博恵 ｲﾏｲ ﾋﾛｴ  6:11:47チーム３０´ｓ99 京都府京都市

4311 木内　理加 ｷﾅｲ ﾘｶ  6:12:46ＫＴＡ100 岩手県北上市
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4266 山本　朝香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ  6:17:54101 東京都八王子市

4318 熊谷　章子 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷｺ  6:19:23チームテヅ102 岩手県盛岡市

4305 久能　理子 ｸﾉｳ ｻﾄｺ  6:20:22103 神奈川県茅ヶ崎市

4204 府金　夕子 ﾌｶﾞﾈ ﾕｳｺ  6:21:33104 岩手県盛岡市

4246 齋藤　由美 ｻｲﾄｳ ﾕﾐ  6:22:11鶴岡１００キロ105 山形県山形市

4330 吉田　美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ  6:24:08106 岩手県盛岡市

4308 脇坂　真穂 ﾜｷｻｶ ﾏﾎ  6:32:42107 宮城県仙台市

4335 滝澤　真理子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾘｺ  6:34:27108 千葉県流山市

4232 四垂　真弓 ｼﾀﾞﾚ ﾏﾕﾐ  6:36:42県立磐井病院109 岩手県一関市

4304 千葉　久里乃 ﾁﾊﾞ ｸﾘﾉ  6:40:07110 宮城県仙台市

4248 高橋　卓子 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｺ  6:44:36111 岩手県奥州市
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