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1 4401 赤坂 玲子 ｱｶｻｶ ﾚｲｺ 岩手県 盛岡市 盛岡ヒールフリー 3:13:39
2 4459 岡本 幸子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 埼玉県 上尾市 上尾市陸協 3:14:08
3 4421 大越 麻子 ｵｵｺｼ ｱｻｺ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 3:22:31
4 4427 藤澤 由紀 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷ 東京都 杉並区 3:27:43
5 4403 横井 由貴子 ﾖｺｲ ﾕｷｺ 山口県 山口市 3:38:10
6 4437 津田 博子 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 3:40:18
7 4431 大門 葉子 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｳｺ 秋田県 秋田市 3:48:57
8 4461 田中 昌子 ﾀﾅｶ ﾏｻｺ 東京都 杉並区 3:52:42
9 4472 深瀬 真理子 ﾌｶｾ ﾏﾘｺ 秋田県 秋田市 3:53:01
10 4448 千葉 美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 東京都 武蔵野市 3:53:48
11 4481 佐藤 由香 ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県 名取市 3:54:52
12 4464 遠藤 裕代 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾖ 岩手県 奥州市 3:54:56
13 4479 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 岩手県 一関市 一関ＡＣ 3:56:04
14 4423 渋谷 祐子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｺ 宮城県 仙台市 Ｊ．Ｊ．Ｃ． 3:57:24
15 4483 野口 緑 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 大阪府 堺市 3:57:46
16 4444 小笠原 信子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ 秋田県 秋田市 3:57:48
17 4469 立脇 昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ 宮城県 名取市 3:58:01
18 4434 羽渕 由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 3:59:56
19 4475 斎藤 和子 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ 岩手県 一関市 木楽々くらぶ 4:08:59
20 4487 池田 美加子 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県 須賀川市 池田温泉病院 4:09:51
21 4477 三上 牧子 ﾐｶﾐ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 花巻走友会 4:10:23
22 4429 久保 牧子 ｸﾎﾞ ﾏｷｺ 青森県 十和田市 4:11:51
23 4486 山田 佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 福島県 福島市 チーム山田 4:13:55
24 4406 梅田 千佳子 ｳﾒﾀﾞ ﾁｶｺ 東京都 八王子市 八王子走ろう会 4:14:16
25 4404 小林 洋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 神奈川県 横浜市 4:19:23
26 4410 及川 真喜子 ｵｲｶﾜ ﾏｷｺ 宮城県 仙台市 4:23:19
27 4440 林 優子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 秋田県 横手市 横手蘭走会 4:26:38
28 4462 齊藤 御名子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ 秋田県 湯沢市 4:28:12
29 4409 千田 ひろえ ﾁﾀﾞ ﾋﾛｴ 岩手県 奥州市 鶴田デイサービスセンター 4:29:17
30 4466 木村 かおる ｷﾑﾗ ｶｵﾙ 青森県 青森市 4:31:00
31 4411 室岡 雅子 ﾑﾛｵｶ ﾏｻｺ 岩手県 盛岡市 4:39:34
32 4473 横田 晶子 ﾖｺﾀ ｱｷｺ 東京都 葛飾区 4:41:53
33 4450 伊藤 和枝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ 神奈川県 横浜市 本牧ＢＣＭ 4:44:02
34 4415 九嶋 明子 ｸｼﾏ ｱｷｺ 宮城県 仙台市 4:44:22
35 4407 作山 隆子 ｻｸﾔﾏ ﾘｭｳｺ 岩手県 盛岡市 もも組 4:44:37
36 4463 大崎 まゆみ ｵｵｻｷ ﾏﾕﾐ 宮城県 仙台市 4:48:08
37 4449 吉野 美砂子 ﾖｼﾉ ﾐｻｺ 岩手県 盛岡市 4:48:56
38 4445 佐藤 聡子 ｻﾄｳ ｿｳｺ 宮城県 仙台市 ｊ．ｊ．ｃ 4:49:10
39 4422 水口 英恵 ﾐﾂﾞｸﾁ ﾊﾅｴ 東京都 中央区 ＣＨＵＲＵＮ 4:51:38
40 4428 小西 妙子 ｺﾆｼ ﾀｴｺ 秋田県 大仙市 4:54:11
41 4418 本間 香 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ 岩手県 滝沢市 4:55:45
42 4414 佐藤 優美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 4:58:46
43 4417 坂田 富佐子 ｻｶﾀ ﾌｻｺ 奈良県 香芝市 4:59:44
44 4439 菊地 暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ 岩手県 奥州市 ＳｅｅＤ 5:00:23
45 4405 佐々木 由貴子 ｻｻｷ ﾕｷｺ 岩手県 奥州市 5:01:27
46 4455 上田 真澄 ｳｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 大阪府 泉佐野市 5:01:39
47 4430 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 宮城県 仙台市 八の会 5:03:26
48 4458 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 秋田県 秋田市 ＦＳＣ秋田 5:05:48
49 4484 狩野 好枝 ｶﾉ ﾖｼｴ 山形県 南陽市 5:09:45
50 4457 伊藤 智子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 秋田県 秋田市 ＳＴＫＳ 5:10:20
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51 4424 菊地 千恵子 ｷｸﾁ ﾁｴｺ 山形県 山形市 5:10:21
52 4471 佐藤 純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 北上市 割烹鎌倉 5:15:11
53 4432 石那田 有子 ｲｼﾅﾀﾞ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 5:23:37
54 4452 香川 花奈江 ｶｶﾞﾜ ｶﾅｴ 東京都 町田市 5:25:22
55 4467 渡辺 典子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ 岩手県 北上市 5:28:24
56 4425 佐藤 香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 北上市 5:34:51
57 4451 藤原 修子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｺ 岩手県 盛岡市 5:37:00
58 4416 三谷 真理 ﾐﾀﾆ ﾏﾘ 北海道 函館市 5:37:52
59 4470 島村 弘美 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 世田谷区 5:40:11
60 4465 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県 盛岡市 5:45:25
61 4468 成田 あけみ ﾅﾘﾀ ｱｹﾐ 秋田県 横手市 5:50:54
62 4426 柴田 典子 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ 山形県 山形市 5:54:39
63 4460 最上 千代子 ﾓｶﾞﾐ ﾁﾖｺ 宮城県 仙台市 5:56:30
64 4453 櫻井 可奈子 ｻｸﾗｲ ｶﾅｺ 山形県 山形市 チームテルサ 5:58:14
65 4433 小原 安喜子 ｵﾊﾞﾗ ｱｷｺ 岩手県 盛岡市 6:05:20
66 4454 小田 由香里 ｵﾀﾞ ﾕｶﾘ 埼玉県 朝霞市 6:19:24
67 4408 坂東 展代 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾖ 東京都 杉並区 百哩走大王妻 6:19:40
68 4446 和田 孝子 ﾜﾀﾞ ﾀｶｺ 広島県 東広島市 6:23:59
69 4442 岩倉 かつ枝 ｲﾜｸﾗ ｶﾂｴ 宮城県 丸森町 丸森病院ゆっくり～ず 6:26:52
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