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1 4311 荒川 典子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 北海道 札幌市 2:57:50
2 4278 堤 佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ 宮城県 仙台市 ＨＡＬＥＯＲＴ 3:02:00
3 4275 下平 麿利子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾘｺ 東京都 中野区 リスタート 3:04:38
4 4314 村松 夏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ 静岡県 富士市 3:09:15
5 4258 若松 瑠利 ﾜｶﾏﾂ ﾙﾘ 東京都 品川区 ＭＹ ＳＴＡＲ 3:15:52
6 4215 杉 佳世子 ｽｷﾞ ｶﾖｺ 岩手県 盛岡市 トヨタ自動車東日本（株） 3:25:57
7 4233 中嶋 洋子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:31:39
8 4269 原子 久美子 ﾊﾗｺ ｸﾐｺ 青森県 青森市 ハニーグッド 3:31:48
9 4312 敦賀 奈津子 ﾂﾙｶﾞ ﾅﾂｺ 青森県 青森市 3:33:32
10 4209 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県 秋田市 秋田ランナーズ 3:33:54
11 4276 高橋 富美 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ 宮城県 石巻市 3:39:57
12 4220 佐々木 得枝 ｻｻｷ ﾄｸｴ 東京都 板橋区 アール２東日本 3:41:52
13 4288 高根 真佐子 ﾀｶﾈ ﾏｻｺ 福島県 福島市 福島県庁チャレンジランナーズ 3:45:05
14 4315 菅原 紀子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 宮城県 仙台市 3:45:47
15 4228 藤田 由紀子 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｺ 宮城県 仙台市 たんぽぽＲＣ 3:46:41
16 4262 鎌田 恵理子 ｶﾏﾀﾞ ｴﾘｺ 秋田県 秋田市 あ！シロート秋田 3:48:29
17 4205 尾田 和代 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 徳島県 板野町 3:50:13
18 4266 色川 富美子 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 千葉県 香取市 佐藤塾ＲＣ 3:51:15
19 4273 若宮 恵理子 ﾜｶﾐﾔ ｴﾘｺ 東京都 荒川区 走るもんの会 3:52:05
20 4223 中野 貴子 ﾅｶﾉ ﾀｶｺ 岩手県 宮古市 宮古ＡＣ 3:55:52
21 4279 阿佐 照美 ｱｻ ﾃﾙﾐ 埼玉県 草加市 埼玉陸上競技協会 3:58:08
22 4219 能戸 かおり ﾉﾄ ｶｵﾘ 北海道 函館市 4:00:30
23 4213 徳田 亜希子 ﾄｸﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 多摩市 4:04:35
24 4317 小倉 加奈代 ｵｸﾞﾗ ｶﾅﾖ 岩手県 盛岡市 4:05:58
25 4201 鈴木 まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 岩手県 奥州市 4:06:06
26 4261 羽石 美有紀 ﾊﾈｲｼ ﾐﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 4:07:10
27 4253 渡邊 祥子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 宮城県 仙台市 仙台明走会 4:08:12
28 4250 工藤 桂子 ｸﾄﾞｳ ｹｲｺ 青森県 弘前市 スポネット弘前ＲＣ 4:09:10
29 4208 三浦 真紀子 ﾐｳﾗ ﾏｷｺ 福島県 相馬市 フローラＲＣ 4:10:26
30 4271 後藤 陽子 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｺ 秋田県 横手市 4:11:42
31 4283 田高 房枝 ﾀｺｳ ﾌｻｴ 岩手県 盛岡市 ゼットン 4:16:13
32 4259 長南 早紀子 ﾁｮｳﾅﾝ ｻｷｺ 埼玉県 久喜市 4:23:10
33 4299 遊作 祥子 ﾕｳｻｸ ｼｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 4:27:46
34 4251 福光 裕子 ﾌｸﾐﾂ ﾕｳｺ 東京都 府中市 ｅＡ東京 4:30:07
35 4307 柳原 洋子 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 4:30:39
36 4287 池田 直子 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｺ 神奈川県 横浜市 4:30:51
37 4265 水戸 祐子 ﾐﾄ ﾕｳｺ 宮城県 名取市 4:31:58
38 4206 和田 ハルナ ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ 徳島県 鳴門市 4:36:50
39 4286 初鹿野 直美 ﾊﾂｶﾉ ﾅｵﾐ 東京都 江東区 4:37:56
40 4306 岩舘 洋子 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 アツクルボーイズ 4:38:31
41 4211 高野 安世 ﾀｶﾉ ﾔｽﾖ 埼玉県 長瀞町 姫まるさくらＲＣ 4:38:36
42 4246 四垂 真弓 ｼﾀﾞﾚ ﾏﾕﾐ 岩手県 一関市 ＴＥＲ 4:38:41
43 4234 伊藤 郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 岩手県 奥州市 4:38:45
44 4202 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 4:38:54
45 4255 勝亦 美佳 ｶﾂﾏﾀ ﾐｶ 埼玉県 さいたま市 4:40:17
46 4316 鎌田 京子 ｶﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 塩竈市 塩竈市立病院 4:40:27
47 4210 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 東京都 足立区 ＲＣ虹 4:41:33
48 4309 小嶋 恵子 ｺｼﾞﾏ ｹｲｺ 福岡県 福岡市 4:41:33
49 4282 松本 佳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｺ 東京都 日野市 ウィルランズ 4:42:32
50 4239 渡邊 未来子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｺ 東京都 北区 4:45:50
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51 4272 森井 由美子 ﾓﾘｲ ﾕﾐｺ 東京都 大田区 4:46:04
52 4222 伊藤 史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ 岩手県 北上市 4:47:28
53 4229 内舘 博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 花巻市 4:47:28
54 4289 小野寺 泉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 大阪府 大阪市 4:48:29
55 4224 小笠原 理恵 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 4:49:37
56 4249 宮沢 尚子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｺ 宮城県 大河原町 丸森病院ゆっくり～ず 4:56:05
57 4274 八重樫 百子 ﾔｴｶﾞｼ ﾓﾓｺ 岩手県 北上市 ケミコンＬＲＣ 4:56:52
58 4320 山本 奈津子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｺ 宮城県 仙台市 4:57:51
59 4293 和田 尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 山形県 天童市 アドマンレーシング 4:59:16
60 4254 熊谷 千重子 ｸﾏｶﾞｲ ﾁｴｺ 宮城県 気仙沼市 チームロハス 4:59:38
61 4226 瀧川 由美子 ﾀｷｶﾜ ﾕﾐｺ 岩手県 北上市 4:59:57
62 4252 村岡 美智子 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁｺ 宮城県 石巻市 メッシュＲＣ 5:00:22
63 4232 谷川 良子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 5:01:53
64 4218 佐々木 妙 ｻｻｷ ﾀｴ 東京都 新宿区 5:02:06
65 4304 田中 肇子 ﾀﾅｶ ﾊﾂｺ 東京都 江戸川区 5:02:50
66 4297 青木 千瑞子 ｱｵｷ ﾁｽﾞｺ 東京都 台東区 発気揚々 5:07:47
67 4280 藤根 真帆 ﾌｼﾞﾈ ﾏﾎ 岩手県 花巻市 5:11:37
68 4237 金田 清美 ｶﾈﾀﾞ ｷﾖﾐ 埼玉県 狭山市 5:21:45
69 4238 大森 桂 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾗ 山形県 山形市 5:24:22
70 4290 成田 千春 ﾅﾘﾀ ﾁﾊﾙ 岩手県 盛岡市 ＩＷＡＳＰＯ 5:25:19
71 4296 後藤 春海 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾐ 岩手県 金ｹ崎町 5:26:44
72 4230 山田 昭子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 宮城県 亘理町 5:27:04
73 4231 山田 千賀子 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ 宮城県 岩沼市 5:27:04
74 4298 千葉 希 ﾁﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 宮城県 仙台市 5:28:54
75 4303 千田 朋子 ﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 岩手県 盛岡市 5:32:12
76 4277 植田 朋子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 秋田県 秋田市 まやまや 5:32:32
77 4214 我妻 里美 ｱｶﾞﾂﾏ ｻﾄﾐ 岩手県 盛岡市 セントラルスポーツ盛岡 5:33:08
78 4245 川井 和栄 ｶﾜｲ ｶｽﾞｴ 宮城県 白石市 チームＡＫＲ 5:33:56
79 4263 井手 みさと ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 東京都 青梅市 5:39:36
80 4212 遠藤 恵美子 ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐｺ 秋田県 秋田市 5:40:45
81 4294 大木 由佳子 ｵｵｷ ﾕｶｺ 岩手県 花巻市 ゼットン 5:40:56
82 4236 古舘 由紀子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｷｺ 岩手県 盛岡市 5:46:14
83 4217 播磨 良子 ﾊﾘﾏ ﾘｮｳｺ 岩手県 滝沢市 5:47:07
84 4221 久能 理子 ｸﾉｳ ｻﾄｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 5:52:12
85 4241 勝股 真由美 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕﾐ 岩手県 一関市 ＴＥＲ東北 5:56:42
86 4240 鈴木 忍 ｽｽﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 金ｹ崎町 6:02:13
87 4308 木内 理加 ｷﾅｲ ﾘｶ 岩手県 北上市 6:02:54
88 4257 工藤 優子 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｺ 青森県 弘前市 ボディーリバイブ 6:03:03
89 4292 及川 美恵 ｵｲｶﾜ ﾐｴ 宮城県 仙台市 6:05:23
90 4235 長嶺 美香子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｶｺ 宮城県 仙台市 6:08:28
91 4207 千葉 文恵 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｴ 大阪府 大阪市 6:09:35
92 4319 阿部 千賀子 ｱﾍﾞ ﾁｶｺ 福島県 新地町 6:12:12
93 4248 小水内 恵 ｺﾐｽﾞﾅｲ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 遠野市 6:14:39
94 4203 髙橋 純子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 金ｹ崎町 6:35:56
95 4285 森 祐子 ﾓﾘ ﾕｳｺ 東京都 豊島区 マキシム・ジャパン 6:42:19
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