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1 6357 児玉 由美 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾐ 岩手県 二戸市 0:41:09
2 6334 菅原 めぐみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 奥州市 0:41:44
3 6372 古舘 百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ 宮城県 大崎市 チームあさとあゆ 0:44:24
4 6387 土橋 真美 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｽﾐ 岩手県 北上市 0:44:48
5 6353 菊地 聖子 ｷｸﾁ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 0:45:22
6 6325 佐藤 睦美 ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ 岩手県 奥州市 0:47:59
7 6371 千葉 ひろみ ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ 岩手県 奥州市 奥州ＡＣ 0:49:11
8 6398 吉越 光子 ﾖｼｺﾞｴ ﾐﾂｺ 宮城県 仙台市 0:49:25
9 6373 八幡 章子 ﾔﾊﾀ ｱｷｺ 岩手県 盛岡市 0:52:09
10 6303 佐藤 かずみ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 岩手県 奥州市 ＴＡＫＵＭＩＸ 0:52:19
11 6393 中川 由紀枝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷｴ 岩手県 金ｹ崎町 0:53:38
12 6333 村上 祥子 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 0:53:43
13 6306 向井 なつえ ﾑｶｲ ﾅﾂｴ 千葉県 柏市 おぶちゃん 0:54:05
14 6317 宍田 文子 ｼｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 宮城県 名取市 仙台ＲＣ 0:54:24
15 6301 道又 由実子 ﾐﾁﾏﾀ ﾕﾐｺ 岩手県 奥州市 チームミチマタ 0:54:45
16 6376 小野寺 知夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾁｶ 岩手県 一関市 0:54:58
17 6375 太田代 香織 ｵｵﾀｼﾛ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 0:55:03
18 6304 佐藤 珠江 ｻﾄｳ ﾀﾏｴ 岩手県 奥州市 0:55:04
19 6368 佐藤 香代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 宮城県 仙台市 0:56:38
20 6338 千葉 富喜子 ﾁﾊﾞ ﾌｷｺ 岩手県 北上市 さゆりプロダクション 0:56:51
21 6354 野澤 寿江 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｴ 埼玉県 さいたま市 0:56:56
22 6344 大沼 純子 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 仙台市 チームまちゃ 0:57:00
23 6363 小田島 和圭子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾜｶｺ 岩手県 北上市 0:57:09
24 6358 木島 麻衣子 ｷｼﾏ ﾏｲｺ 秋田県 横手市 横手蘭走会 0:57:56
25 6382 星 直美 ﾎｼ ﾅｵﾐ 宮城県 仙台市 0:57:59
26 6391 日影 美由希 ﾋｶｹﾞ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:58:00
27 6361 伊藤 留美子 ｲﾄｳ ﾙﾐｺ 秋田県 横手市 横手蘭走会 0:58:19
28 6332 佐藤 かよ ｻﾄｳ ｶﾖ 岩手県 一関市 0:58:52
29 6307 駒込 智美 ｺﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ 福島県 会津若松市 0:58:56
30 6360 柴田 雅恵 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｴ 岩手県 一関市 0:59:50
31 6350 小野寺 由美子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐｺ 岩手県 奥州市 0:59:52
32 6378 山田 陽子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 福島県 相馬市 1:00:04
33 6347 千葉 喜子 ﾁﾊﾞ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 盛岡センタ 1:00:07
34 6331 晴山 祐子 ﾊﾚﾔﾏ ﾕｳｺ 岩手県 北上市 1:00:21
35 6352 安藤 愛子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ 秋田県 大仙市 1:00:28
36 6384 千田 明海 ﾁﾀﾞ ｱｹﾐ 岩手県 北上市 1:01:54
37 6341 高橋 正記子 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｺ 岩手県 奥州市 1:02:16
38 6369 加藤 菜穂子 ｶﾄｳ ﾅﾎｺ 山形県 酒田市 1:02:45
39 6340 齋藤 こずえ ｻｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 岩手県 奥州市 1:02:51
40 6345 三ツ松 早苗 ﾐﾂﾏﾂ ｻﾅｴ 千葉県 船橋市 1:03:03
41 6309 佐々木 古都絵 ｻｻｷ ｺｽﾞｴ 岩手県 奥州市 ＳＡＴ－ＤＡＺＯ 1:03:36
42 6318 阿部 広子 ｱﾍﾞ ﾋﾛｺ 宮城県 富谷市 リヴァイ班 1:03:40
43 6365 須田 美紀子 ｽﾀﾞ ﾐｷｺ 秋田県 秋田市 まやまや 1:04:37
44 6399 佐々木 貴子 ｻｻｷ ﾀｶｺ 宮城県 仙台市 1:04:39
45 6329 内藤 順子 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 宮古市 チームいなじ 1:05:33
46 6359 脇坂 真穂 ﾜｷｻｶ ﾏﾎ 宮城県 仙台市 1:05:39
47 6312 菊地 奏子 ｷｸﾁ ｶﾅｺ 岩手県 奥州市 ＳＡＴ－ＤＡＺＯ 1:06:16
48 6385 高橋 卓子 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｺ 岩手県 奥州市 1:06:54
49 6397 畠山 幸恵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｷｴ 岩手県 紫波町 1:07:05
50 6389 佐藤 洋子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 岩手県 北上市 1:07:13
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51 6386 齋藤 真紀 ｻｲﾄｳ ﾏｷ 宮城県 村田町 1:08:53
52 6305 眞籠 朋美 ﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ 岩手県 奥州市 1:09:30
53 6362 千葉 育子 ﾁﾊﾞ ｲｸｺ 岩手県 奥州市 1:09:31
54 6335 梅津 奈津絵 ｳﾒﾂ ﾅﾂｴ 宮城県 東松島市 1:10:12
55 6381 中村 智美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 宮城県 仙台市 らんらん 1:10:44
56 6315 菅野 圭子 ｶﾝﾉ ｹｲｺ 岩手県 奥州市 1:11:20
57 6337 高橋 久子 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｺ 岩手県 北上市 1:11:57
58 6394 須藤 文子 ｽﾄｳ ﾌﾐｺ 岩手県 奥州市 べっぴん３ 1:12:10
59 6396 瀬川 智代子 ｾｶﾞﾜ ﾁﾖｺ 岩手県 奥州市 べっぴん３ 1:12:10
60 6395 滝川 千明 ﾀｷｶﾜ ﾁｱｷ 岩手県 奥州市 べっぴん３ 1:12:10
61 6308 西村 正子 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｺ 岩手県 奥州市 ＳＡＴ－ＤＡＺＯ 1:12:12
62 6321 瀬川 薫 ｾｶﾞﾜ ｶｵﾙ 岩手県 奥州市 1:12:20
63 6390 久能 彩 ｸﾉｳ ｱﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市 1:14:36
64 6328 阿部 真姫 ｱﾍﾞ ﾏｷ 岩手県 奥州市 1:14:38
65 6400 伊藤 華子 ｲﾄｳ ﾊﾅｺ 岩手県 一関市 1:15:01
66 6336 佐藤 京子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 群馬県 館林市 しがないＲＣ 1:15:10
67 6326 浅沼 祥子 ｱｻﾇﾏ ｼｮｳｺ 神奈川県 厚木市 1:15:11
68 6367 谷藤 典子 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾉﾘｺ 岩手県 盛岡市 谷藤眼科 1:15:16
69 6348 三浦 貴子 ﾐｳﾗ ﾀｶｺ 岩手県 盛岡市 盛岡センタ 1:15:29
70 6320 武田 輝美 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙﾐ 宮城県 東松島市 1:17:41
71 6383 小野 真由美 ｵﾉ ﾏﾕﾐ 岩手県 奥州市 1:18:10
72 6330 赤坂 江利子 ｱｶｻｶ ｴﾘｺ 岩手県 奥州市 1:18:28
73 6323 中嶋 千絵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｴ 青森県 弘前市 1:18:51
74 6374 遠藤 和歌子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶｺ 岩手県 北上市 1:19:01
75 6322 植栗 彩子 ｳｴｸﾞﾘ ｱﾔｺ 東京都 世田谷区 1:19:32
76 6319 後藤 玲美 ｺﾞﾄｳ ﾚﾐ 秋田県 湯沢市 1:19:49
77 6314 木村 美栄子 ｷﾑﾗ ﾐｴｺ 神奈川県 横浜市 シャア専用 1:19:52
78 6349 阿部 祐子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 盛岡センタ 1:20:35
79 6302 小原 春香 ｵﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 岩手県 北上市 1:20:35
80 6351 石黒 陽子 ｲｼｸﾞﾛ ﾖｳｺ 東京都 東久留米市 大泉スマイルランナーズ 1:21:08
81 6342 千田 由希子 ﾁﾀﾞ ﾕｷｺ 岩手県 奥州市 1:22:19
82 6324 斎藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県 角田市 ニューフレンド 1:23:01
83 6343 星野 智子 ﾎｼﾉ ﾄﾓｺ 神奈川県 川崎市 1:24:09
84 6388 梅原 寛子 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛｺ 岩手県 奥州市 1:29:59
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