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6150 庄司　夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ  0:42:12千葉恵製菓1 岩手県一関市

6135 小松　杏衣 ｺﾏﾂ ｱｲ  0:43:07ＴＥＡＭぜっと2 青森県むつ市

6176 神田　玲子 ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｺ  0:44:023 宮城県仙台市

6177 山路　真弓 ﾔﾏｼﾞ ﾏﾕﾐ  0:44:41胆沢南走会4 岩手県奥州市

6119 及川　美香 ｵｲｶﾜ ﾐｶ  0:44:455 岩手県奥州市

6102 小野寺　晴菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾅ  0:46:116 岩手県奥州市

6185 佐藤　伶奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ  0:48:387 宮城県仙台市

6186 阿部　美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ  0:48:458 岩手県北上市

6130 高橋　美誉 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ  0:49:06じゃじゃじゃ9 岩手県盛岡市

6159 新田　彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ  0:49:2210 岩手県花巻市

6194 照井　直子 ﾃﾙｲ ﾅｵｺ  0:49:5111 岩手県盛岡市

6206 後藤　衣吏子 ｺﾞﾄｳ ｴﾘｺ  0:50:34一つ森ＳＭＣ12 秋田県にかほ市

6171 斉藤　悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ  0:52:3513 宮城県仙台市

6149 澤口　彩季 ｻﾜｸﾞﾁ ｱｷ  0:52:5414 岩手県盛岡市

6113 畠山　陽菜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ  0:53:22岩手大学走友会15 岩手県紫波町

6114 荻野　史織 ｵｷﾞﾉ ｼｵﾘ  0:54:01岩大走友会16 岩手県盛岡市

6128 藤原　美理 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ  0:54:42水沢南小教員17 岩手県金ケ崎町

6124 松田　沙也加 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ  0:55:04ほうきの会18 宮城県美里町

6199 吉田　美枝子 ﾖｼﾀﾞ ﾐｴｺ  0:55:0919 岩手県滝沢市

6191 佐藤　瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ  0:56:0820 宮城県仙台市

6145 野村　瑛帆 ﾉﾑﾗ ｱｷﾎ  0:56:1321 山形県山形市

6188 岩渕　美紀 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐｷ  0:57:01ＫＴＡ22 岩手県金ケ崎町

6174 菅野　和泉 ｶﾝﾉ ｲｽﾞﾐ  0:57:3623 宮城県多賀城市

6184 塩山　綾子 ｼｵﾔﾏ ｱﾔｺ  0:58:0024 岩手県盛岡市

6189 小野　真知子 ｵﾉ ﾏﾁｺ  0:58:2825 秋田県羽後町

6200 畠山　瑞 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐﾂ  0:58:3726 宮城県仙台市

6181 阿部　直美 ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ  0:58:5227 岩手県北上市

6126 小原　舞 ｵﾊﾞﾗ ﾏｲ  0:59:14フリーデン28 岩手県一関市

6168 川上　美香 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｶ  0:59:2329 山形県山形市

6211 佐藤　香代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ  0:59:4530 宮城県仙台市

6175 大澤　水希 ｵｵｻﾜ ﾐｽﾞｷ  1:00:0031 岩手県盛岡市

6101 工藤　奈津子 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂｺ  1:00:28あシロート秋田32 秋田県秋田市

6106 小野寺　綾菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ  1:01:5933 岩手県奥州市

6152 八木橋　令子 ﾔｷﾞﾊｼ ﾚｲｺ  1:02:5134 岩手県盛岡市

6141 菊池　亜弓 ｷｸﾁ ｱﾕﾐ  1:02:5135 岩手県盛岡市

6182 中村　敬子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ  1:03:1436 岩手県盛岡市

6112 窪田　あみ ｸﾎﾞﾀ ｱﾐ  1:03:1837 岩手県盛岡市

6120 村上　瑞恵 ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｴ  1:03:2438 岩手県奥州市

6155 多田　郁美 ﾀﾀﾞ ｲｸﾐ  1:03:4439 岩手県盛岡市

6204 澁田　郁美 ｼﾌﾞﾀ ｲｸﾐ  1:03:5640 岩手県盛岡市

6107 石川　友香 ｲｼｶﾜ ﾕｳｶ  1:04:2341 岩手県奥州市

6108 千田　里子 ﾁﾀﾞ ｻﾄｺ  1:04:2642 岩手県奥州市

6180 藤島　純子 ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:05:1943 岩手県滝沢市

6214 桜井　幸子 ｻｸﾗｲ ｻﾁｺ  1:06:0244 宮城県仙台市

6208 紀田　友枝 ｷﾀﾞ ﾄﾓｴ  1:06:1245 岩手県盛岡市

6156 伊藤　千尋 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ  1:06:1346 岩手県滝沢市

6190 柳原　光恵 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ ﾐﾂｴ  1:06:1647 岩手県奥州市

6154 吉田　美幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ  1:06:21なし48 岩手県奥州市

6164 石川　友美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ  1:07:0749 岩手県奥州市

6173 トマス　アンナ ﾄﾏｽ ｱﾝﾅ  1:07:1850 岩手県奥州市
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6178 小野寺　優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ  1:07:4151 岩手県奥州市

6212 谷村　成代 ﾔﾑﾗ ﾅﾙﾖ  1:07:4352 岩手県盛岡市

6109 奥地　真理恵 ｵｸﾁ ﾏﾘｴ  1:07:51杜さんぽ53 宮城県大崎市

6104 小野寺　由美子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐｺ  1:07:5254 岩手県奥州市

6133 遠藤　綾子 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｺ  1:07:5855 岩手県紫波町

6193 熊谷　真由美 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕﾐ  1:07:5956 岩手県奥州市

6209 久光　由美子 ﾋｻﾐﾂ ﾕﾐｺ  1:08:45四池さん57 宮城県大崎市

6167 塩山　亜紀 ｼｵﾔﾏ ｱｷ  1:08:5858 岩手県盛岡市

6144 遠藤　千晶 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｱｷ  1:09:1959 岩手県一関市

6163 片山　春奈 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ  1:09:2960 東京都町田市

6170 吉田　浩子 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ  1:09:3461 宮城県多賀城市

6148 深川　友美 ﾌｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ  1:10:0962 青森県八戸市

6103 鈴木　みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ  1:10:1463 岩手県奥州市

6216 田原　志津子 ﾀﾊﾞﾙ ｼﾂﾞｺ  1:10:1764 宮城県石巻市

6125 大平　涙美 ｵｵﾀｲﾗ ﾙｲ  1:10:3765 青森県八戸市

6147 牧　奈津子 ﾏｷ ﾅﾂｺ  1:10:5466 神奈川県横浜市

6131 羽場　千里 ﾊﾊﾞ ﾁｻﾄ  1:11:11ＹＢＤ67 宮城県仙台市

6215 佐々木　恵子 ｻｻｷ ｹｲｺ  1:11:4468 秋田県横手市

6136 鈴木　奈緒子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ  1:12:2169 岩手県奥州市

6116 鈴木　里穂 ｽｽﾞｷ ﾘﾎ  1:12:3070 宮城県仙台市

6139 鈴木　久美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ  1:12:3271 岩手県北上市

6140 高橋　奈生子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ  1:12:3572 岩手県花巻市

6142 藤井　美智子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ  1:12:4373 岩手県花巻市

6129 鈴木　奈々恵 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｴ  1:13:03ＹＢＤ74 宮城県仙台市

6187 千葉　隆子 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｺ  1:14:1175 岩手県一関市

6197 佐々木　美晴 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ  1:14:3476 岩手県遠野市

6183 今野　里栄 ｺﾝﾉ ｻﾄｴ  1:14:4377 岩手県一関市

6169 福島　梓 ﾌｸｼﾏ ｱｽﾞｻ  1:14:5478 岩手県盛岡市

6179 西岡　沙弥香 ﾆｼｵｶ ｻﾔｶ  1:15:0279 岩手県北上市

6111 寒河江　みゆり ｻｶﾞｴ ﾐﾕﾘ  1:15:0480 宮城県柴田町

6203 柴田　淳子 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ  1:15:0681 埼玉県坂戸市

6143 高橋　華菜子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ  1:15:1282 岩手県紫波町

6202 若生　麻衣子 ﾜｺｳ ﾏｲｺ  1:15:20石割桜走友会83 岩手県盛岡市

6117 佐藤　裕恵 ｻﾄｳ ﾋﾛｴ  1:15:44日本大学84 神奈川県藤沢市

6157 多田　梢 ﾀﾀﾞ ｺｽﾞｴ  1:16:5185 岩手県盛岡市

6123 小野寺　祐希 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷ  1:16:5186 岩手県奥州市

6115 小野寺　紗希 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｷ  1:17:0087 岩手県奥州市

6137 白藤　綾 ｼﾗﾌｼﾞ ｱﾔ  1:17:23ＹＢＤ88 宮城県仙台市

6201 小原　真美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾐ  1:18:0389 岩手県奥州市

6110 千葉　佳奈 ﾁﾊﾞ ｶﾅ  1:18:17杜さんぽ90 宮城県仙台市

6151 椿原　沙紀 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｻｷ  1:18:5891 岩手県盛岡市

6122 千葉　暉子 ﾁﾊﾞ ｱｷｺ  1:19:1092 岩手県北上市

6121 千葉　詩緒璃 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ  1:19:2093 岩手県花巻市

6210 青柳　希和 ｱｵﾔｷﾞ ｷﾜ  1:20:0394 東京都品川区

6161 佐藤　奈央美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ  1:21:2295 岩手県北上市

6162 立野　舞 ﾀﾂﾉ ﾏｲ  1:23:2896 岩手県奥州市

6165 後藤　彩都子 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｺ  1:23:3097 岩手県盛岡市

6160 柏尾　知里 ｶｼｵ ﾁｻﾄ  1:25:3698 岩手県盛岡市

6105 菊地　涼花 ｷｸﾁ ｽｽﾞｶ  1:26:2999 岩手県奥州市

6195 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ  1:32:06100 岩手県一関市
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6158 石田　郁絵 ｲｼﾀﾞ ｲｸｴ  1:34:34101 岩手県奥州市

6213 斎藤　あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ  1:44:55ニューフレンド102 宮城県角田市
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