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6532 坂本　理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ  0:44:49さかもと整形外1 岩手県盛岡市

6508 三上　牧子 ﾐｶﾐ ﾏｷｺ  0:50:29花巻走友会2 岩手県花巻市

6536 米澤　由紀 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｷ  0:53:503 神奈川県川崎市

6547 高橋　悦子 ﾀｶﾊｼ ｴﾂｺ  0:55:534 秋田県秋田市

6517 小岩　和香 ｺｲﾜ ﾜｶ  0:56:095 岩手県一関市

6542 川越　育子 ｶﾜｺﾞｴ ｲｸｺ  0:57:25サタラン6 東京都北区

6514 佐藤　幸 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ  0:57:437 宮城県仙台市

6513 千田　ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ  0:57:51鶴田デイ8 岩手県奥州市

6544 小泉　まなみ ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾐ  0:57:569 山梨県北杜市

6537 中村　睦子 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂｺ  0:58:1510 岩手県盛岡市

6507 阿部　典代 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾖ  0:58:3611 岩手県釜石市

6516 佐々木　朱実 ｻｻｷ ｱｹﾐ  0:58:58ひなげしの丘12 宮城県美里町

6533 北川　洋子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳｺ  0:59:40北川歯科13 青森県青森市

6538 中野　千鶴子 ﾅｶﾉ ﾁﾂﾞｺ  0:59:4714 岩手県盛岡市

6520 芝口　加奈江 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ｶﾅｴ  1:02:4315 千葉県いすみ市

6519 呉　道善 ｸﾚ ﾐﾁﾖ  1:02:5816 宮城県仙台市

6522 上野　あずさ ｳｴﾉ ｱｽﾞｻ  1:03:2117 岩手県大槌町

6540 菅原　文子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐｺ  1:03:5018 岩手県金ケ崎町

6518 高橋　かつえ ﾀｶﾊｼ ｶﾂｴ  1:05:3319 宮城県大崎市

6550 前田　泉 ﾏｴﾀﾞ ｲｽﾞﾐ  1:05:4320 神奈川県横浜市

6526 長谷川　裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ  1:07:0121 宮城県大崎市

6515 辻村　晶子 ﾂｼﾞﾑﾗ ｱｷｺ  1:07:1522 岩手県北上市

6559 力久　恭子 ﾘｷﾋｻ ｷｮｳｺ  1:07:54八千代ボンズ23 千葉県八千代市

6535 工藤　ひろみ ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ  1:08:00ロミＲＣ24 秋田県秋田市

6553 冨田　由美子 ﾄﾐﾀ ﾕﾐｺ  1:08:0625 宮城県仙台市

6521 只野　由美子 ﾀﾀﾞﾉ ﾕﾐｺ  1:08:48アドバンテージ26 東京都江東区

6555 畠山　元子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓﾄｺ  1:08:55ネッパラン27 秋田県大館市

6512 高橋　小百合 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ  1:09:0228 岩手県奥州市

6525 鈴木　ルミ子 ｽｽﾞｷ ﾙﾐｺ  1:09:4329 岩手県奥州市

6551 山中　純子 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ  1:10:4730 愛知県名古屋市

6524 大塚　香織 ｵｵﾂｶ ｶｵﾘ  1:11:22仙台ＲＣ31 宮城県仙台市

6543 勝股　久美子 ｶﾂﾏﾀ ｸﾐｺ  1:12:0132 岩手県一関市

6502 髙橋　和美 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ  1:12:1133 秋田県横手市

6503 山田　みや子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ  1:13:4234 岩手県奥州市

6529 菊地　利恵 ｷｸﾁ ﾘｴ  1:13:5435 岩手県奥州市

6523 北田　友子 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ  1:14:10放送大学36 東京都練馬区

6541 佐々木　洋子 ｻｻｷ ﾖｳｺ  1:14:5137 秋田県由利本荘市

6509 佐藤　由起子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ  1:14:5838 岩手県花巻市

6534 齋藤　美智子 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ  1:16:5339 岩手県奥州市

6552 能勢　智子 ﾉｾ ﾄﾓｺ  1:17:5240 秋田県由利本荘市

6506 大畑　幸子 ｵｵﾊﾀ ｺｳｺ  1:18:0541 秋田県鹿角市

6531 大平　恭子 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｷｮｳｺ  1:18:5442 岩手県盛岡市

6527 千葉　春美 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾐ  1:19:2143 岩手県平泉町

6528 鈴木　ひろ子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ  1:19:3444 岩手県滝沢市

6510 乗田　晶子 ﾉﾘﾀ ｱｷｺ  1:19:5345 宮城県仙台市

6539 石川　佐知恵 ｲｼｶﾜ ｻﾁｴ  1:20:48アイ・ベスト46 岩手県奥州市

6556 阿部　美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ  1:21:28弘前公園ＲＣ47 青森県弘前市

6558 高橋　幸子 ﾀｶﾊｼ ｺｳｺ  1:21:32けんや＆ゆきえ48 岩手県奥州市

6505 菊地　美江子 ｷｸﾁ ﾐｴｺ  1:24:23ポッポ　ＭＦ49 岩手県奥州市

6511 阿曽沼　久美子 ｱｿﾇﾏ ｸﾐｺ  1:25:0650 宮城県仙台市
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6546 佐々木　なおみ ｻｻｷ ﾅｵﾐ  1:27:27亀レーシング51 秋田県由利本荘市

6557 菅原　淳子 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｺ  1:28:5052 岩手県北上市

6554 LEE,HUI-NA ﾘｰ ﾎｩｲﾅｰ  1:42:0653 台湾

6545 堀川　比佐子 ﾎﾘｶﾜ ﾋｻｺ  1:44:5654 東京都練馬区
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