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6310 伊藤　優美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ  0:41:39秋田市陸協1 秋田県秋田市

6388 石川　美知江 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｴ  0:42:28胆沢南走会2 岩手県奥州市

6351 菅原　めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ  0:42:56胆沢南走会3 岩手県奥州市

6348 佐藤　恵美 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ  0:45:05秋田大学4 秋田県秋田市

6308 大志田　紀子 ｵｵｼﾀﾞ ﾉﾘｺ  0:45:38システムエイド5 岩手県盛岡市

6380 児玉　由美 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾐ  0:46:046 岩手県北上市

6306 高舘　民子 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾀﾐｺ  0:47:01花巻走友会7 岩手県花巻市

6345 羽石　美有紀 ﾊﾈｲｼ ﾐﾕｷ  0:49:19三ヶ尻走友会8 岩手県金ケ崎町

6313 梅木　圭子 ｳﾒｷ ｹｲｺ  0:50:14ＴＤ水沢9 岩手県北上市

6336 田村　朋子 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ  0:51:1510 岩手県盛岡市

6370 佐藤　恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ  0:51:53花泉らんらん11 岩手県一関市

6396 川上　晴美 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾐ  0:52:2712 埼玉県戸田市

6335 向井　なつえ ﾑｶｲ ﾅﾂｴ  0:53:11おぶちゃん13 千葉県柏市

6353 川村　智子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ  0:53:2214 岩手県花巻市

6384 野村　洋子 ﾉﾑﾗ ﾖｳｺ  0:55:59たんぽぽＲＣ15 宮城県仙台市

6347 木島　麻衣子 ｷｼﾏ ﾏｲｺ  0:56:03横手蘭走会16 秋田県横手市

6315 菅原　朋美 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ  0:56:1217 宮城県仙台市

6344 小川　愛 ｵｶﾞﾜ ｱｲ  0:56:1918 埼玉県戸田市

6305 谷地　憲子 ﾔﾁ ﾉﾘｺ  0:57:0819 岩手県雫石町

6395 小原　静枝 ｵﾊﾞﾗ ｼｽﾞｴ  0:57:2420 宮城県仙台市

6392 星　直美 ﾎｼ ﾅｵﾐ  0:57:4621 宮城県仙台市

6367 伊藤　留美子 ｲﾄｳ ﾙﾐｺ  0:59:32横手蘭走会22 秋田県横手市

6342 千田　実穂 ﾁﾀﾞ ﾐﾎ  0:59:39コセガワ鋼管23 岩手県北上市

6391 柴田　美貴子 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷｺ  0:59:51ポプラーレ24 秋田県横手市

6302 道又　由実子 ﾐﾁﾏﾀ ﾕﾐｺ  0:59:57チームミチマタ25 岩手県奥州市

6326 松山　恵美 ﾏﾂﾔﾏ ｴﾐ  1:00:1726 岩手県盛岡市

6383 村上　祥子 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺ  1:01:3227 岩手県奥州市

6311 晴山　祐子 ﾊﾚﾔﾏ ﾕｳｺ  1:01:3728 岩手県北上市

6365 小川　選子 ｵｶﾞﾜ ｴﾘｺ  1:02:1629 秋田県湯沢市

6358 小林　充子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｺ  1:02:5130 東京都新宿区

6349 大谷　美紀 ｵｵﾀﾆ ﾐｷ  1:03:0831 宮城県仙台市

6369 南　香織 ﾐﾅﾐ ｶｵﾘ  1:03:1732 東京都大田区

6397 三上　智美 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾐ  1:03:2133 岩手県盛岡市

6379 田村　由紀代 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾖ  1:03:5634 岩手県盛岡市

6398 遠藤　みゆき ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ  1:05:0835 宮城県東松島市

6381 佐藤　公美 ｻﾄｳ ｸﾐ  1:05:1036 宮城県涌谷町

6386 菅原　希代子 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｺ  1:05:13ＭＣＳ37 岩手県花巻市

6387 阪口　ゆかり ｻｶｸﾞﾁ ﾕｶﾘ  1:06:1138 宮城県仙台市

6343 佐々木　美由紀 ｻｻｷ ﾐﾕｷ  1:06:55ミクぞー39 秋田県横手市

6331 勝股　真由美 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕﾐ  1:07:40ＴＥＲ東北40 岩手県一関市

6362 内藤　順子 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ  1:07:45チームいなじ41 岩手県宮古市

6352 兜森　めぐみ ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ  1:08:2242 岩手県北上市

6328 川端　美智 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾁ  1:08:4643 岩手県大船渡市

6350 三ツ松　早苗 ﾐﾂﾏﾂ ｻﾅｴ  1:09:2244 千葉県船橋市

6361 佐々木　古都絵 ｻｻｷ ｺｽﾞｴ  1:09:2545 岩手県奥州市

6382 三浦　浩子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ  1:10:26ちどりＲＣ46 秋田県男鹿市

6372 宇佐美　笑子 ｳｻﾐ ｼｮｳｺ  1:11:15泉南ＲＣ47 秋田県秋田市

6346 畠山　幸恵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｷｴ  1:11:4548 岩手県紫波町

6303 齋藤　こずえ ｻｲﾄｳ ｺｽﾞｴ  1:11:4949 岩手県奥州市

6337 菅原　美保子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎｺ  1:12:0850 岩手県奥州市
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6363 角井　由夏 ｶｸｲ ﾕｶ  1:12:3551 東京都港区

6334 柏倉　美幸 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾐﾕｷ  1:12:37チームマルオ52 山形県山形市

6338 多田　睦恵 ﾀﾀﾞ ﾑﾂｴ  1:13:24東和町53 岩手県花巻市

6378 近藤　千亜紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｱｷ  1:14:0054 岩手県矢巾町

6327 眞籠　朋美 ﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ  1:14:1055 岩手県奥州市

6307 千葉　育子 ﾁﾊﾞ ｲｸｺ  1:14:1156 岩手県奥州市

6385 阿部　広子 ｱﾍﾞ ﾋﾛｺ  1:14:48ＨＲＣ57 宮城県富谷市

6314 川北　麻衣 ｶﾜｷﾀ ﾏｲ  1:14:50ユービーエス58 東京都港区

6360 中野崎　綿子 ﾅｶﾉｻﾞｷ ﾕｳｺ  1:14:5559 岩手県滝沢市

6355 菊地　奏子 ｷｸﾁ ｶﾅｺ  1:15:0960 岩手県奥州市

6376 植栗　彩子 ｳｴｸﾞﾘ ｱﾔｺ  1:15:1661 東京都世田谷区

6389 高橋　史子 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｺ  1:15:33シーメンス62 東京都板橋区

6309 鈴木　忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ  1:15:4763 岩手県金ケ崎町

6316 小野　真由美 ｵﾉ ﾏﾕﾐ  1:16:2964 岩手県奥州市

6319 佐々木　真智子 ｻｻｷ ﾏﾁｺ  1:16:32飛龍陣65 岩手県奥州市

6320 小田　潔恵 ｵﾀﾞ ｷﾖｴ  1:16:4166 岩手県宮古市

6374 牧　幸恵 ﾏｷ ﾕｷｴ  1:17:4067 岩手県盛岡市

6340 佐藤　理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ  1:17:5768 岩手県盛岡市

6322 高瀬　志緒 ﾀｶｾ ｼｵ  1:18:0169 岩手県盛岡市

6390 近谷　史恵 ｺﾝﾔ ﾌﾐｴ  1:18:4170 岩手県盛岡市

6377 東條　良子 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘｮｳｺ  1:19:2571 岩手県盛岡市

6357 西村　正子 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｺ  1:20:2372 岩手県奥州市

6373 岩城　郁子 ｲﾜｷ ｲｸｺ  1:20:28御恥走73 宮城県利府町

6375 神山　由美子 ｶﾐﾔﾏ ﾕﾐｺ  1:21:3274 岩手県盛岡市

6323 高橋　正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ  1:21:4075 岩手県奥州市

6401 及川　美佳子 ｵｲｶﾜ ﾐｶｺ  1:21:5976 宮城県仙台市

6394 佐藤　晃子 ｻﾄｳ ｱｷｺ  1:22:0577 宮城県仙台市

6332 佐藤　京子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ  1:22:35△ＤＳ78 群馬県館林市

6364 遠藤　深幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ  1:24:1679 岩手県盛岡市

6339 浅沼　祥子 ｱｻﾇﾏ ｼｮｳｺ  1:24:5280 岩手県奥州市

6366 津田　幸子 ﾂﾀﾞ ｻﾁｺ  1:25:3381 岩手県北上市

6341 後藤　玲美 ｺﾞﾄｳ ﾚﾐ  1:26:5982 秋田県湯沢市

6301 小原　春香 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ  1:27:0183 岩手県北上市

6371 木村　美栄子 ｷﾑﾗ ﾐｴｺ  1:27:11シャア専用84 神奈川県横浜市

6325 千田　由希子 ﾁﾀﾞ ﾕｷｺ  1:28:4585 岩手県奥州市

6354 新田　珠恵 ﾆｯﾀ ﾀﾏｴ  1:32:3586 岩手県奥州市

6399 菊地　美智子 ｷｸﾁ ﾐﾁｺ  1:36:4387 岩手県奥州市

6400 LIN,LEE-JANE ﾘﾝ ﾘｰｼﾞｪﾝ  2:11:5688 台湾
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