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1 6176 野田 栞莉 ﾉﾀﾞ ｼｵﾘ 岩手県 花巻市 わたなべ脳神経外科ＣＬ 0:38:27
2 6131 鈴木 幸恵 ｽｽﾞｷ ﾕｷｴ 秋田県 秋田市 0:39:24
3 6164 庄司 夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ 岩手県 一関市 千葉恵製菓 0:41:53
4 6197 山本 恵里 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘ 岩手県 盛岡市 八幡平市陸上競技協会 0:42:32
5 6111 安孫子 広菜 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅ 山形県 東根市 Ｗａｉｔｏｓ 0:42:57
6 6172 鳥屋部 絢香 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾔｶ 岩手県 盛岡市 0:43:18
7 6149 山路 真弓 ﾔﾏｼﾞ ﾏﾕﾐ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:43:20
8 6108 小野寺 晴菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾅ 岩手県 奥州市 東北学院大学 0:44:47
9 6151 及川 美香 ｵｲｶﾜ ﾐｶ 岩手県 奥州市 0:45:46
10 6185 樋口 由実 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐ 岩手県 滝沢市 0:46:27
11 6195 新田 彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 岩手県 花巻市 0:46:36
12 6160 高橋 春花 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾅ 青森県 青森市 青森県立保健大学 0:48:08
13 6120 野村 瑛帆 ﾉﾑﾗ ｱｷﾎ 山形県 山形市 0:48:51
14 6156 庄子 瞳 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 仙台市 0:50:00
15 6129 藤田 みゆき ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕｷ 岩手県 奥州市 0:50:51
16 6192 及川 さくら ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ 岩手県 奥州市 0:51:00
17 6153 岩渕 美紀 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐｷ 岩手県 金ｹ崎町 ＫＴＡ 0:51:20
18 6119 斉藤 悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 宮城県 仙台市 0:53:23
19 6116 塩山 綾子 ｼｵﾔﾏ ｱﾔｺ 岩手県 盛岡市 0:53:30
20 6142 熊谷 真 ｸﾏｶﾞｲ ﾁｶ 岩手県 奥州市 0:54:19
21 6163 岩渕 愛菜 ｲﾜﾌﾞﾁ ｲﾄﾅ 埼玉県 川口市 0:54:19
22 6187 諏訪 由樹 ｽﾜ ﾕｷ 秋田県 大館市 0:56:49
23 6199 太田 笙子 ｵｵﾀ ｼｮｳｺ 秋田県 秋田市 0:57:10
24 6170 姉帯 麻里絵 ｱﾈﾀｲ ﾏﾘｴ 岩手県 盛岡市 0:57:22
25 6106 吉川 侑花 ｷｯｶﾜ ﾕｳｶ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 0:57:30
26 6132 三田 翔子 ﾐﾀ ｼｮｳｺ 岩手県 盛岡市 0:57:50
27 6183 千葉 彩音 ﾁﾊﾞ ｱﾔﾈ 岩手県 奥州市 0:57:52
28 6125 伊藤 香織 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 奥州市 ＡＲＭＧ 0:57:58
29 6141 鈴木 美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 岩手県 北上市 0:58:18
30 6127 鈴木 美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 岩手県 一関市 0:58:43
31 6188 鷲塚 唯歩 ﾜｼﾂﾞｶ ﾕｲﾎ 岩手県 盛岡市 0:58:45
32 6110 森岡 歩美 ﾓﾘｵｶ ｱﾕﾐ 東京都 葛飾区 0:58:52
33 6145 菊屋 悠 ｷｸﾔ ﾊﾙｶ 岩手県 奥州市 0:58:54
34 6159 千田 里子 ﾁﾀﾞ ｻﾄｺ 岩手県 奥州市 0:59:52
35 6115 千葉 隆子 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｺ 岩手県 一関市 1:00:24
36 6137 坂本 章子 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺ 岩手県 盛岡市 1:00:33
37 6122 周 呉彦 ｼｭｳ ｺﾞｹﾞﾝ 東京都 小平市 1:00:36
38 6191 佐藤 瀬菜 ｻﾄｳ ｾﾅ 岩手県 奥州市 1:01:34
39 6102 菊地 唯 ｷｸﾁ ﾕｲ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 1:01:56
40 6179 横山 ゆうみ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾐ 宮城県 仙台市 二日町マラソンＴ 1:02:12
41 6174 トマス アンナ ﾄﾏｽ ｱﾝﾅ 岩手県 奥州市 1:02:12
42 6107 及川 由貴 ｵｲｶﾜ ﾕｷ 宮城県 南三陸町 東亜リース（株） 1:02:23
43 6152 小原 真美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾐ 岩手県 奥州市 1:02:24
44 6139 伊藤 裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 宮古市 1:02:30
45 6150 佐々木 美晴 ｻｻｷ ﾐﾊﾙ 岩手県 遠野市 1:02:36
46 6121 竹村 恵 ﾀｹﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 秋田県 美郷町 1:02:36
47 6177 中山 優 ﾅｶﾔﾏ ﾋｶﾙ 岩手県 盛岡市 ベアレン陸上部 1:02:54
48 6109 吉田 美幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩手県 奥州市 1:02:56
49 6140 小野寺 綾菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:03:15
50 6161 仙台 真理奈 ｾﾝﾀﾞｲ ﾏﾘﾅ 秋田県 大館市 1:03:27
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51 6126 小野寺 優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県 奥州市 1:03:39
52 6162 伊藤 怜奈 ｲﾄｳ ﾚﾅ 秋田県 大館市 1:03:40
53 6148 小野寺 星 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｶﾘ 岩手県 奥州市 1:03:41
54 6117 鈴木 奈緒子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 岩手県 奥州市 スズケン岩手 1:03:55
55 6135 佐藤 美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 福島県 福島市 米里限定 1:04:27
56 6124 石川 友美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 岩手県 奥州市 1:04:37
57 6173 高橋 奈生子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 岩手県 花巻市 1:05:20
58 6113 高橋 智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 宮城県 多賀城市 1:05:25
59 6182 岩渕 慶子 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｺ 宮城県 大崎市 1:05:56
60 6154 寿 真実 ｺﾄﾌﾞｷ ﾏﾐ 岩手県 滝沢市 1:06:38
61 6171 千葉 詩緒璃 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 岩手県 花巻市 1:06:45
62 6166 鈴木 みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 岩手県 奥州市 1:06:48
63 6181 三澤 優美子 ﾐｻﾜ ﾕﾐｺ 岩手県 奥州市 1:07:09
64 6175 及川 美佳 ｵｲｶﾜ ﾐｶ 宮城県 仙台市 1:07:30
65 6194 昆野 綾香 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 宮城県 気仙沼市 1:07:38
66 6105 小野寺 れいな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲﾅ 宮城県 気仙沼市 東亜リース（株） 1:07:49
67 6169 藤井 美智子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ 岩手県 花巻市 1:08:14
68 6184 山下 真美 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾐ 岩手県 盛岡市 1:09:04
69 6134 齊藤 美樹 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 東京都 品川区 1:09:37
70 6189 高橋 華菜子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 岩手県 紫波町 1:10:20
71 6118 小野 晴美 ｵﾉ ﾊﾙﾐ 岩手県 陸前高田市 1:10:22
72 6123 岩渕 春芳 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 岩手県 一関市 1:11:09
73 6146 伊藤 可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 秋田県 大仙市 1:11:22
74 6133 伊藤 里香 ｲﾄｳ ﾘｶ 岩手県 奥州市 1:11:43
75 6168 多田 梢 ﾀﾀﾞ ｺｽﾞｴ 岩手県 盛岡市 1:12:38
76 6130 本郷 真弓 ﾎﾝｺﾞｳ ﾏﾕﾐ 宮城県 仙台市 1:14:09
77 6190 横山 彩 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔ 岩手県 盛岡市 1:16:28
78 6144 及川 茜 ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ 岩手県 奥州市 1:16:40
79 6167 柏尾 知里 ｶｼｵ ﾁｻﾄ 岩手県 盛岡市 1:17:20
80 6104 工藤 葉月 ｸﾄﾞｳ ﾊﾂﾞｷ 岩手県 盛岡市 東亜リース（株） 1:18:34
81 6157 佐藤 奈央美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 岩手県 北上市 1:21:04
82 6186 釜萢 信枝 ｶﾏﾔﾁ ﾉﾌﾞｴ 岩手県 奥州市 1:22:07
83 6198 金谷 すみれ ｶﾅﾔ ｽﾐﾚ 宮城県 登米市 1:22:30
84 6196 千葉 由佳 ﾁﾊﾞ ﾕｶ 宮城県 登米市 1:22:30
85 6136 佐々木 裕美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 宮城県 大崎市 トーカロ株式会社 1:28:10
86 6165 菅原 さや香 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 岩手県 奥州市 1:29:39
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