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1 4055 根元 香苗 ﾈﾓﾄ ｶﾅｴ 埼玉県 川口市 青春ランナーズ 3:06:32
2 4079 井波 由希 ｲﾅﾐ ﾕｷ 宮城県 登米市 ウィルランズ 3:13:36
3 4024 水川 あさみ ﾐｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 東京都 豊島区 3:24:59
4 4082 石田 さやか ｲｼﾀﾞ ｻﾔｶ 東京都 江戸川区 ＹＡＧＩＲＴ 3:25:26
5 4008 市川 佳愛 ｲﾁｶﾜ ｶｱｲ 秋田県 秋田市 3:26:16
6 4088 藤井 彩菜 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ 岩手県 花巻市 なでしこＲＣ 3:27:57
7 4030 長岡 智子 ﾅｶﾞｵｶ ﾄﾓｺ 秋田県 秋田市 佐野薬局 3:29:44
8 4025 漆原 和枝 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶｽﾞｴ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤクラブ 3:32:42
9 4027 小原 里穂 ｵﾊﾞﾗ ﾘﾎ 岩手県 金ｹ崎町 3:37:09
10 4094 福重 仁美 ﾌｸｼｹﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 仙台市 3:38:31
11 4059 竹嶋 碧 ﾀｹｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 山形県 庄内町 庄内ゆるラン 3:40:23
12 4023 青山 弘美 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:47:44
13 4068 中村 温美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾐ 岩手県 盛岡市 3:48:21
14 4003 金子 真央 ｶﾈｺ ﾏｵ 東京都 葛飾区 3:50:14
15 4065 高橋 摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ 岩手県 金ｹ崎町 3:51:53
16 4047 丸田 彩夏 ﾏﾙﾀ ｱﾔｶ 秋田県 湯沢市 ｗａｉｔｏｓ 3:54:46
17 4099 山内 千奈都 ﾔﾏｳﾁ ﾁﾅﾂ 東京都 杉並区 3:56:16
18 4006 赤平 海咲 ｱｶﾋﾗ ﾐｻｷ 秋田県 湯沢市 市立大森病院 3:56:32
19 4034 佐藤 伶奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ 宮城県 仙台市 3:57:58
20 4071 吉田 絵里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 仙台市 3:58:36
21 4095 阿部 千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ 岩手県 盛岡市 アツクルボーイズ 3:59:05
22 4067 工藤 あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ 岩手県 盛岡市 4:00:11
23 4048 工藤 由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 4:13:58
24 4087 姉帯 由香 ｱﾈﾀｲ ﾕｶ 岩手県 二戸市 4:18:06
25 4017 高橋 かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 ＫＩＫ 4:22:19
26 4080 小坂 泉 ｺｻｶ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 横浜市 ＣＧＧ 4:22:20
27 4015 菊地 彩 ｷｸﾁ ｱﾔ 岩手県 奥州市 キクチ家 4:22:48
28 4104 小野 景子 ｵﾉ ｹｲｺ 山形県 酒田市 庄内ゆるＲＵＮ 4:28:44
29 4016 阿部 恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 仙台市 4:30:01
30 4032 大森 麗子 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｺ 秋田県 男鹿市 4:30:27
31 4013 鈴木 香深 ｽｽﾞｷ ｶﾌｶ 宮城県 名取市 4:34:22
32 4063 小林 香野 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉ 長野県 上田市 ＪＲ東日本 4:35:57
33 4002 鈴木 香南子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 宮城県 仙台市 4:36:59
34 4044 千葉 彩佳 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 宮城県 仙台市 Ｃ．Ａ．Ｓ 4:37:53
35 4072 野辺 理恵 ﾉﾍﾞ ﾘｴ 秋田県 秋田市 4:38:17
36 4012 三田 夏美 ﾐﾀ ﾅﾂﾐ 宮城県 仙台市 （有）桂月堂 4:42:02
37 4045 種田 理菜 ﾀﾈﾀﾞ ﾘﾅ 岩手県 盛岡市 岩手トヨペット 4:42:41
38 4001 菅野 さくら ｶﾝﾉ ｻｸﾗ 岩手県 宮古市 4:43:11
39 4100 柿田 佳子 ｶｷﾀ ﾖｼｺ 宮城県 仙台市 ＣＡＭＥＬ．ＲＣ 4:45:09
40 4009 蓮澤 真弓 ﾊｽｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 富山県 射水市 4:46:11
41 4053 三浦 真奈美 ﾐｳﾗ ﾏﾅﾐ 山形県 酒田市 劇団ふたり 4:47:06
42 4058 小綿 珠永 ｺﾜﾀ ﾀﾏｴ 東京都 大田区 4:47:33
43 4018 進藤 優子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 宮城県 大崎市 4:48:18
44 4064 阿部 衣利子 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ 岩手県 花巻市 4:49:50
45 4020 岩渕 ひとみ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾄﾐ 岩手県 奥州市 4:53:11
46 4007 田中 美香 ﾀﾅｶ ﾐｶ 秋田県 大館市 4:54:28
47 4056 阿部 裕衣 ｱﾍﾞ ﾕｲ 岩手県 一関市 岩手金吾堂 4:58:34
48 4038 澤 美里 ｻﾜ ﾐｻﾄ 東京都 江東区 5:00:58
49 4084 三浦 蘭 ﾐｳﾗ ﾗﾝ 岩手県 北上市 5:00:59
50 4057 石山 千夏 ｲｼﾔﾏ ﾁﾅﾂ 宮城県 仙台市 伊豆田 5:03:57
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51 4026 松浦 梓 ﾏﾂｳﾗ ｱｽﾞｻ 岩手県 盛岡市 利ちゃん＆ミケ 5:11:24
52 4073 増田 聡子 ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｺ 静岡県 焼津市 疾風迅雷 5:13:16
53 4011 高橋 紗英子 ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ 福島県 郡山市 坪井ランナーズ 5:16:42
54 4010 吉田 奈々子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｺ 岩手県 盛岡市 5:17:30
55 4039 上野 みずき ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 宮城県 仙台市 5:18:13
56 4033 佐々木 裕 ｻｻｷ ﾕｳ 岩手県 北上市 5:19:55
57 4096 平賀 亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ 岩手県 花巻市 5:20:24
58 4066 及川 咲奈 ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ 岩手県 奥州市 あおば会計 5:23:01
59 4035 佐藤 遼子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ 東京都 港区 5:24:48
60 4070 寺嶋 恵 ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 東京都 世田谷区 5:25:11
61 4014 佐々木 恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 仙台市 5:25:13
62 4069 伊藤 恵 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 盛岡市 5:25:27
63 4060 川原 萌子 ｶﾜﾊﾗ ﾓｴｺ 福島県 棚倉町 5:31:34
64 4092 佐々木 寛子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 5:32:14
65 4098 綿谷 雅子 ﾜﾀﾀﾆ ﾏｻｺ 岩手県 釜石市 5:43:29
66 4052 佐藤 奈津子 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 東京都 武蔵野市 5:51:10
67 4005 菊池 美喜 ｷｸﾁ ﾐｷ 岩手県 奥州市 5:51:13
68 4022 佐藤 由香里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 秋田県 大仙市 5:53:11
69 4103 茂木 孝子 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶｺ 秋田県 大仙市 ドンパル 5:53:12
70 4049 河田 奈穂子 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 岩手県 盛岡市 5:56:03
71 4037 伊藤 三和 ｲﾄｳ ﾐﾜ 宮城県 塩竈市 （有）桂月堂 6:03:39
72 4085 小原 舞 ｵﾊﾞﾗ ﾏｲ 岩手県 一関市 株式会社フリーデン 6:05:19
73 4046 佐々木 朝美 ｻｻｷ ｱｻﾐ 岩手県 一関市 Ｃ．Ａ．Ｓ 6:09:56
74 4042 竹内 明日香 ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 宮城県 仙台市 桂月堂 6:10:36
75 4004 鈴木 麻己 ｽｽﾞｷ ﾏｷ 岩手県 一関市 6:14:24
76 4091 荻洲 遥 ｵｷﾞｽ ﾊﾙｶ 宮城県 仙台市 6:16:20
77 4076 肥後 奈々 ﾋﾞｺﾞ ﾅﾅ 埼玉県 さいたま市 6:16:35
78 4075 遠藤 美郷 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻﾄ 山形県 米沢市 6:16:36
79 4043 齋藤 絵梨 ｻｲﾄｳ ｴﾘ 宮城県 仙台市 6:18:17
80 4074 畑山 未樹 ﾊﾀﾔﾏ ﾐｷ 東京都 大田区 6:19:46
81 4083 村上 優 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 6:22:52
82 4036 高橋 さとみ ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 岩手県 奥州市 6:32:46
83 4040 浅野 瑞穂 ｱｻﾉ ﾐｽﾞﾎ 群馬県 前橋市 6:34:11
84 4078 須藤 美幸 ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 岩手県 北上市 須藤夫妻 6:40:27
85 4041 小原 冴瑛 ｵﾊﾞﾗ ｻｴ 岩手県 盛岡市 6:42:51
86 4097 瀬野木 早苗 ｾﾉｷ ｻﾅｴ 岩手県 八幡平市 6:43:28
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