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4136 若松　瑠利 ﾜｶﾏﾂ ﾙﾘ  3:17:15ＭＹ　ＳＴＡＲ1 東京都品川区

4038 菅野　祥子 ｶﾝﾉ ｼｮｳｺ  3:25:16星総合病院2 福島県須賀川市

4072 橋本　裕美 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ  3:29:07ハニーグッド3 青森県弘前市

4128 原子　久美子 ﾊﾗｺ ｸﾐｺ  3:38:424 青森県青森市

4027 菅　夏樹 ｶﾝ ﾅﾂｷ  3:41:045 神奈川県川崎市

4065 高田　真奈美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾅﾐ  3:44:51ＫＵＬＩＡ6 神奈川県横浜市

4113 菅原　美香子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｶｺ  3:44:59秋田ＬＳＤ7 秋田県秋田市

4071 浦野　真理子 ｳﾗﾉ ﾏﾘｺ  3:45:328 千葉県市原市

4040 中井　絵梨菜 ﾅｶｲ ｴﾘﾅ  3:57:209 東京都世田谷区

4015 藤井　彩菜 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ  3:59:5210 岩手県花巻市

4083 阿部　千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ  4:04:05アツクルボイズ11 岩手県盛岡市

4052 市川　佳愛 ｲﾁｶﾜ ｶｱｲ  4:05:1812 秋田県秋田市

4082 池田　えり子 ｲｹﾀﾞ ｴﾘｺ  4:11:45駿台ＲＣ13 千葉県市川市

4024 鈴木　晴子 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｺ  4:17:49若柳食堂味よし14 宮城県大崎市

4092 藤川　和美 ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾐ  4:17:5015 東京都練馬区

4119 工藤　由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ  4:20:4316 岩手県盛岡市

4137 小志戸前　麻里 ｺｼﾄﾏｴ ﾏﾘ  4:21:3917 岩手県盛岡市

4135 宮城　のぞみ ﾐﾔｷﾞ ﾉｿﾞﾐ  4:24:2718 宮城県仙台市

4101 本村　泰代 ﾓﾄﾑﾗ ﾔｽﾖ  4:27:1119 東京都港区

4026 矢崎　なつみ ﾔｻﾞｷ ﾅﾂﾐ  4:32:15慶應義塾大学20 東京都中野区

4047 齊藤　みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ  4:35:36盛岡走友会21 岩手県盛岡市

4036 佐藤　加奈子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ  4:39:1322 秋田県秋田市

4037 下舘　光 ｼﾓﾀﾞﾃ ﾋｶﾙ  4:39:23高野あーるしー23 岩手県盛岡市

4043 平澤　優子 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｺ  4:39:30盛岡走友会24 岩手県矢巾町

4034 酒井　香奈 ｻｶｲ ｶﾅ  4:40:2725 神奈川県横浜市

4108 高橋　かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ  4:42:57ＫＩＫ26 岩手県花巻市

4115 大関　めぐみ ｵｵｾｷ ﾒｸﾞﾐ  4:43:01ランジョグ27 福島県福島市

4081 種田　理菜 ﾀﾈﾀﾞ ﾘﾅ  4:43:55岩手トヨペット28 岩手県奥州市

4095 齋藤　ゆかり ｻｲﾄｳ ﾕｶﾘ  4:44:3329 青森県弘前市

4051 高橋　摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ  4:45:4830 岩手県金ケ崎町

4109 栗林　さゆり ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾕﾘ  4:46:1831 岩手県北上市

4049 松浦　梓 ﾏﾂｳﾗ ｱｽﾞｻ  4:52:4032 岩手県盛岡市

4088 外山　貴子 ﾄﾔﾏ ﾀｶｺ  4:54:07チームパイン33 千葉県鎌ケ谷市

4023 猿田　和恵 ｻﾙﾀ ｶｽﾞｴ  4:54:4434 秋田県五城目町

4100 本宮　千晴 ﾓﾄﾐﾔ ﾁﾊﾙ  4:57:3835 千葉県香取市

4114 平川　真衣 ﾋﾗｶﾜ ﾏｲ  4:59:4836 宮城県仙台市

4086 大森　麗子 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｺ  5:00:5037 秋田県男鹿市

4012 平井　絢薫 ﾋﾗｲ ｱﾔｶ  5:01:1438 東京都新宿区

4102 野辺　理恵 ﾉﾍﾞ ﾘｴ  5:02:2439 秋田県秋田市

4078 山口　美由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ  5:07:0440 岩手県盛岡市

4058 川合　友里子 ｶﾜｲ ﾕﾘｺ  5:07:0741 宮城県仙台市

4017 梅本　美江 ｳﾒﾓﾄ ﾖｼｴ  5:07:10登米村田製作所42 宮城県登米市

4112 海沼　豊子 ｶｲﾇﾏ ﾄﾖｺ  5:08:15七時雨山ＴＲＣ43 岩手県盛岡市

4103 及川　智美 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾐ  5:09:49ＨＯＰＰＥＲＳ44 岩手県盛岡市

4099 萩原　千尋 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ  5:14:0545 青森県弘前市

4053 奈良　奈津美 ﾅﾗ ﾅﾂﾐ  5:17:4246 秋田県大館市

4045 阿部　裕衣 ｱﾍﾞ ﾕｲ  5:17:58岩手金吾堂47 岩手県一関市

4005 中井　育美 ﾅｶｲ ｲｸﾐ  5:24:2048 岩手県住田町

4117 進藤　優子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ  5:25:0349 宮城県仙台市

4020 戸島　江里香 ﾄｼﾏ ｴﾘｶ  5:25:1150 北海道札幌市
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4002 菅野　さくら ｶﾝﾉ ｻｸﾗ  5:27:2551 岩手県宮古市

4121 岩渕　ひとみ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾄﾐ  5:27:4752 岩手県奥州市

4080 阿部　貴美 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ  5:32:3653 岩手県盛岡市

4076 小野寺　宏美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾐ  5:37:13らんぼるぎーに54 岩手県一関市

4059 伊藤　三和 ｲﾄｳ ﾐﾜ  5:38:21桂月堂55 宮城県塩竈市

4010 川崎　笙子 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｺ  5:40:2956 東京都新宿区

4134 真達　祥子 ﾏﾀﾞﾃ ｼｮｳｺ  5:41:2557 福岡県筑紫野市

4085 前川　鮎子 ﾏｴｶﾜ ｱﾕｺ  5:42:4558 東京都杉並区

4110 民部田　奈穂子 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾅｵｺ  5:45:3259 岩手県盛岡市

4018 増田　育子 ﾏｽﾀﾞ ｲｸｺ  5:47:5860 宮城県角田市

4064 徳田　有希子 ﾄｸﾀﾞ ﾕｷｺ  5:48:1761 東京都練馬区

4032 久慈　沙織 ｸｼﾞ ｻｵﾘ  5:49:2762 岩手県盛岡市

4070 鈴木　香南子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ  5:55:12ＴＭＬ63 宮城県仙台市

4035 九嶋　舞 ｸｼﾏ ﾏｲ  5:56:2664 宮城県仙台市

4067 木戸　紗織 ｷﾄﾞ ｻｵﾘ  6:01:5065 宮城県仙台市

4044 高橋　紗英子 ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ  6:04:3966 福島県郡山市

4030 中川　未久 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｸ  6:06:23ＯＳＡＭ67 埼玉県さいたま市

4104 瀬野木　早苗 ｾﾉｷ ｻﾅｴ  6:08:0468 岩手県八幡平市

4004 佐々木　保奈美 ｻｻｷ ﾎﾅﾐ  6:08:0769 東京都中野区

4124 高澤　みゆき ﾀｶｻﾜ ﾐﾕｷ  6:08:2270 福島県南相馬市

4061 佐藤　翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ  6:08:40ションマスター71 岩手県一関市

4089 高橋　未知 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁ  6:09:55チームＳＧＲ72 宮城県気仙沼市

4046 松尾　香織 ﾏﾂｵ ｶｵﾘ  6:13:4673 岩手県矢巾町

4127 横手　清香 ﾖｺﾃ ｻﾔｶ  6:23:1874 千葉県松戸市

4042 千葉　和美 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾐ  6:25:4275 岩手県奥州市

4014 鎌田　彩加 ｶﾏﾀ ｱﾔｶ  6:25:5676 岩手県奥州市

4029 佐藤　美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ  6:27:23米里限定77 福島県福島市

4091 稲葉　聖美 ｲﾅﾊﾞ ｻﾄﾐ  6:29:3278 東京都江戸川区

4069 菊池　美喜 ｷｸﾁ ﾐｷ  6:30:3579 岩手県奥州市

4073 小野　晴美 ｵﾉ ﾊﾙﾐ  6:35:2080 岩手県陸前高田市

4041 吉田　悠 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ  6:38:4481 岩手県陸前高田市

4021 佐藤　夏菜 ｻﾄｳ ｶﾅ  6:44:06ＹＫＯＤ82 岩手県雫石町

4123 平賀　亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ  6:46:0883 岩手県花巻市

4054 川　みずほ ｶﾜ ﾐｽﾞﾎ  6:47:4284 岩手県一関市

4039 佐々木　麻里 ｻｻｷ ﾏﾘ  6:51:5085 岩手県奥州市
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