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1 6515 坂本 理絵 ｻｶﾓﾄ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 さかもと整形外科 0:42:42
2 6526 高田 かおり ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 日野市 七生ＳＪＫ 0:48:30
3 6533 阿部 典代 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾖ 岩手県 釜石市 0:54:48
4 6555 澁谷 明美 ｼﾌﾞﾔ ｱｹﾐ 山形県 庄内町 0:55:15
5 6559 千葉 あけみ ﾁﾊﾞ ｱｹﾐ 岩手県 盛岡市 盛岡市立松園小学校 0:55:26
6 6513 佐々木 朱実 ｻｻｷ ｱｹﾐ 宮城県 美里町 ひなげしの丘 0:55:39
7 6557 藤原 ゆみ子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 タカヤ 0:56:00
8 6530 川野 智子 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 岩手県 滝沢市 チヨトモクラブ 0:56:07
9 6543 中村 睦子 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂｺ 岩手県 盛岡市 0:56:50
10 6518 米澤 由紀 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｷ 神奈川県 川崎市 0:57:25
11 6505 小野寺 章子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳｺ 岩手県 金ｹ崎町 0:58:22
12 6503 金森 由美 ｶﾅﾓﾘ ﾕﾐ 東京都 あきる野市 0:59:11
13 6553 髙橋 祥子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ 岩手県 金ｹ崎町 0:59:14
14 6542 辻村 晶子 ﾂｼﾞﾑﾗ ｱｷｺ 岩手県 北上市 0:59:40
15 6521 前田 泉 ﾏｴﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 横浜市 0:59:50
16 6535 中村 朋子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 宮城県 仙台市 1:01:15
17 6537 工藤 ひろみ ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 秋田県 秋田市 ロミＲＣ 1:01:34
18 6544 村尾 弘子 ﾑﾗｵ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 1:02:11
19 6538 佐藤 さつ子 ｻﾄｳ ｻﾂｺ 岩手県 奥州市 きらめき奥州 1:02:31
20 6539 清水 宏子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 1:02:49
21 6504 千葉 智子 ﾁﾊﾞ ﾄﾓｺ 岩手県 一関市 一関マスターズ 1:04:02
22 6549 佐藤 由起子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 岩手県 花巻市 合同会社昭典不動産鑑定事務所 1:04:18
23 6522 大田 尚美 ｵｵﾀ ﾅｵﾐ 東京都 江東区 1:04:36
24 6517 遠藤 みゆき ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 宮城県 東松島市 1:04:56
25 6536 岩村 久子 ｲﾜﾑﾗ ﾋｻｺ 秋田県 横手市 横手蘭走会 1:04:59
26 6550 小松原 礼子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 岩手県 奥州市 1:05:06
27 6519 五十嵐 文子 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐｺ 秋田県 大仙市 1:05:08
28 6532 高橋 小百合 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ 岩手県 奥州市 1:06:02
29 6534 齋藤 美智子 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ 岩手県 奥州市 1:06:04
30 6509 菊地 利恵 ｷｸﾁ ﾘｴ 岩手県 奥州市 1:06:13
31 6540 千葉 春美 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾐ 岩手県 平泉町 1:06:45
32 6514 猪又 和子 ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞｺ 千葉県 君津市 すまいる 1:06:47
33 6524 鈴木 咲子 ｽｽﾞｷ ｻｷｺ 岩手県 北上市 1:07:10
34 6561 谷口 美代子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾖｺ 大阪府 高槻市 1:07:51
35 6516 大塚 香織 ｵｵﾂｶ ｶｵﾘ 宮城県 仙台市 仙台ＲＣ 1:08:34
36 6512 北田 友子 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 練馬区 放送大学 1:08:59
37 6501 村上 幸子 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｺ 岩手県 奥州市 デサント 1:09:14
38 6510 達下 まさ子 ﾀﾃｼﾀ ﾏｻｺ 岩手県 奥州市 社協 1:10:51
39 6546 及川 美佳子 ｵｲｶﾜ ﾐｶｺ 宮城県 仙台市 1:10:55
40 6554 渡辺 郁子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸｺ 宮城県 仙台市 1:11:42
41 6556 千葉 直子 ﾁﾊﾞ ﾅｵｺ 宮城県 仙台市 1:11:42
42 6541 鈴木 由美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 宮城県 仙台市 1:11:42
43 6520 鈴木 悦子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 秋田県 大仙市 1:12:34
44 6531 乾 由美 ｲﾇｲ ﾕﾐ 神奈川県 横浜市 ほな行くで！ 1:13:44
45 6552 千葉 佳子 ﾁﾊﾞ ﾖｼｺ 宮城県 仙台市 坂総合病院 1:14:21
46 6525 石川 佐知恵 ｲｼｶﾜ ｻﾁｴ 岩手県 奥州市 1:14:25
47 6527 石田 修子 ｲｼﾀﾞ ｼｭｳｺ 東京都 日野市 1:14:29
48 6506 菊地 美江子 ｷｸﾁ ﾐｴｺ 岩手県 奥州市 ポッポＭＦ 1:15:05
49 6508 鈴木 みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 東亜リース（株） 1:16:30
50 6507 伊藤 美喜子 ｲﾄｳ ﾐｷｺ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 1:24:05
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51 6547 菊地 美智子 ｷｸﾁ ﾐﾁｺ 岩手県 奥州市 1:28:02
52 6562 中家 美智代 ﾅｶﾔ ﾐﾁﾖ 神奈川県 横浜市 ＴＵ３９ 1:30:34
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