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1 6194 野田 栞莉 ﾉﾀﾞ ｼｵﾘ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:40:37
2 6191 庄司 夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ 岩手県 一関市 千葉恵製菓 0:40:44
3 6228 鳥屋部 絢香 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾔｶ 宮城県 仙台市 なでしこＲＣ 0:41:27
4 6133 村山 麻衣子 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｲｺ 新潟県 新潟市 チームＴ＆Ｍ 0:42:22
5 6207 戸埜村 比菜 ﾄﾉﾑﾗ ﾋﾅ 岩手県 盛岡市 盛岡大学陸上部 0:43:57
6 6197 藤井 彩菜 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ 岩手県 花巻市 なでしこＲＣ 0:45:14
7 6225 漆原 和枝 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶｽﾞｴ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:46:06
8 6188 神田 玲子 ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 宮城県 仙台市 0:46:14
9 6180 新田 彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 岩手県 花巻市 0:46:55
10 6140 齋藤 寧々 ｻｲﾄｳ ﾈﾈ 宮城県 村田町 0:49:51
11 6134 野村 瑛帆 ﾉﾑﾗ ｱｷﾎ 山形県 山形市 0:50:09
12 6172 佐藤 瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 宮城県 仙台市 0:50:12
13 6161 内記 恵美 ﾅｲｷ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 滝沢市 0:50:32
14 6174 佐藤 麻紀 ｻﾄｳ ﾏｷ 神奈川県 横浜市 木陰で休もう会 0:51:19
15 6139 菊地 彩 ｷｸﾁ ｱﾔ 岩手県 奥州市 菊地家 0:51:44
16 6201 佐藤 心嵐 ｻﾄｳ ｼﾝﾗﾝ 岩手県 奥州市 夢楽の味房 0:52:32
17 6222 吉田 さゆり ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 岩手県 花巻市 水沢南小学校 0:53:22
18 6116 塩山 綾子 ｼｵﾔﾏ ｱﾔｺ 岩手県 盛岡市 0:53:26
19 6101 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾖｼｶ 山形県 新庄市 0:53:33
20 6156 柴田 幸恵 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｴ 岩手県 滝沢市 0:53:34
21 6170 田村 あゆみ ﾀﾑﾗ ｱﾕﾐ 岩手県 盛岡市 0:53:42
22 6190 姉帯 麻里絵 ｱﾈﾀｲ ﾏﾘｴ 岩手県 盛岡市 0:55:07
23 6164 佐々木 成美 ｻｻｷ ﾅﾙﾐ 岩手県 盛岡市 0:55:35
24 6148 阿部 貴美 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ 岩手県 盛岡市 0:55:53
25 6232 渡邉 葵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 福島県 郡山市 やしろＲＣ 0:56:18
26 6107 阿部 文香 ｱﾍﾞ ﾌﾐｶ 岩手県 奥州市 0:56:38
27 6131 栗林 さゆり ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾕﾘ 岩手県 北上市 0:56:42
28 6171 千葉 彩音 ﾁﾊﾞ ｱﾔﾈ 岩手県 奥州市 0:56:49
29 6152 佐藤 麻織 ｻﾄｳ ﾏｵﾘ 岩手県 奥州市 0:56:58
30 6120 大泉 愛奈 ｵｵｲｽﾞﾐ ｱｲﾅ 岩手県 盛岡市 0:57:04
31 6149 熊谷 美佳 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｶ 岩手県 盛岡市 医療法人謙和会 0:58:21
32 6160 渡辺 晶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 岩手県 紫波町 0:58:28
33 6137 菊屋 悠 ｷｸﾔ ﾊﾙｶ 岩手県 奥州市 0:58:33
34 6231 野田 貴子 ﾉﾀﾞ ﾀｶｺ 岩手県 盛岡市 0:59:13
35 6230 熊谷 佳代 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾖ 岩手県 盛岡市 0:59:14
36 6142 曳地 沙織 ﾋｷﾁ ｻｵﾘ 福島県 伊達市 0:59:30
37 6157 小原 舞 ｵﾊﾞﾗ ﾏｲ 岩手県 一関市 フリーデン大東農場 1:00:13
38 6110 千田 里子 ﾁﾀﾞ ｻﾄｺ 岩手県 奥州市 1:00:20
39 6226 三田 翔子 ﾐﾀ ｼｮｳｺ 岩手県 盛岡市 1:00:31
40 6233 小野寺 真結 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾕ 岩手県 奥州市 1:00:58
41 6218 伊藤 香織 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 奥州市 ＡＲＭＧ 1:00:59
42 6235 髙橋 茉優 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 岩手県 金ｹ崎町 1:01:08
43 6238 森谷 奈津子 ﾓﾘﾔ ﾅﾂｺ 岩手県 盛岡市 1:01:17
44 6162 阿部 幸恵 ｱﾍﾞ ｻﾁｴ 岩手県 盛岡市 1:01:25
45 6240 佐藤 綾乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 岩手県 奥州市 1:01:58
46 6236 福田 由希子 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｺ 宮城県 仙台市 Ｂ．Ｒ．Ｔ． 1:02:03
47 6103 高橋 奈生子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 岩手県 花巻市 1:02:14
48 6155 佐々木 朝美 ｻｻｷ ｱｻﾐ 岩手県 一関市 Ｃ．Ａ．Ｓ 1:02:26
49 6206 立野 薫 ﾀﾂﾉ ﾕｷ 岩手県 奥州市 1:02:43
50 6229 鷲塚 唯歩 ﾜｼﾂﾞｶ ﾕｲﾎ 岩手県 盛岡市 1:03:05
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51 6208 中机 純子 ﾅｶﾂｸｴ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 一関市 1:03:08
52 6129 坂本 章子 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺ 岩手県 盛岡市 1:03:16
53 6214 有住 沙耶 ｱﾘｽﾐ ｻﾔ 宮城県 仙台市 宮城教育大学 1:03:23
54 6184 小野寺 綾菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾅ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:03:35
55 6108 吉田 悠 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 岩手県 陸前高田市 1:03:39
56 6198 山田 穂波 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾅﾐ 神奈川県 横浜市 1:03:43
57 6109 伊藤 裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 宮古市 1:03:55
58 6117 北田 亜沙里 ｷﾀﾀﾞ ｱｻﾘ 岩手県 盛岡市 1:04:18
59 6105 那須 侑香 ﾅｽ ﾕｳｶ 岩手県 奥州市 1:04:20
60 6219 小野寺 優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県 奥州市 1:04:22
61 6196 小野寺 星 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｶﾘ 岩手県 奥州市 株式会社北日本銀行 1:04:30
62 6150 志田 優希 ｼﾀﾞ ﾕｳｷ 岩手県 盛岡市 医療法人謙和会 1:04:36
63 6189 菊池 まりな ｷｸﾁ ﾏﾘﾅ 岩手県 二戸市 1:04:42
64 6193 武田 真弓 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:04:59
65 6200 上村 奈緒子 ｳｴﾑﾗ ﾅｵｺ 宮城県 仙台市 1:05:11
66 6239 花輪 凜 ﾊﾅﾜ ﾘﾝ 岩手県 盛岡市 1:05:47
67 6115 菊地 唯 ｷｸﾁ ﾕｲ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 1:06:09
68 6195 下苧坪 和嘉子 ｼﾀｳﾂﾎﾞ ﾜｶｺ 青森県 八戸市 1:06:27
69 6119 上杉 なつみ ｳｴｽｷﾞ ﾅﾂﾐ 埼玉県 三郷市 1:06:33
70 6166 鈴木 久美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ 岩手県 紫波町 1:06:40
71 6118 前田 利佳 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 埼玉県 川口市 1:06:46
72 6192 千田 麻衣子 ﾁﾀﾞ ﾏｲｺ 岩手県 奥州市 1:06:48
73 6144 信田 奈津美 ｼﾉﾀﾞ ﾅﾂﾐ 千葉県 松戸市 1:06:57
74 6146 松本 菜穂 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵ 千葉県 千葉市 1:07:29
75 6136 石川 友美 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 岩手県 奥州市 1:07:50
76 6104 鈴木 奈緒子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 岩手県 奥州市 スズケン岩手 1:08:11
77 6169 小原 真美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾐ 岩手県 奥州市 1:08:20
78 6123 昆野 綾香 ｺﾝﾉ ｱﾔｶ 宮城県 気仙沼市 1:08:27
79 6158 宮崎 未来 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｸ 宮城県 仙台市 チームご当地ソフト 1:08:48
80 6205 立野 絢 ﾀﾂﾉ ｱﾔ 岩手県 奥州市 1:08:53
81 6128 高橋 麻里子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 岩手県 奥州市 1:09:08
82 6111 小野寺 歌月 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾂﾞｷ 岩手県 一関市 1:09:31
83 6182 菊地 涼花 ｷｸﾁ ｽｽﾞｶ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:10:25
84 6159 小岩 理恵 ｺｲﾜ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 1:10:27
85 6102 吉田 美幸 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 岩手県 奥州市 1:10:44
86 6127 及川 静保 ｵｲｶﾜ ｼｽﾞﾎ 岩手県 奥州市 1:10:57
87 6163 梶山 茉衣子 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｲｺ 宮城県 仙台市 東北大学病院 1:11:22
88 6223 瀧澤 志保 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾎ 岩手県 一関市 愛勝会 1:11:57
89 6135 佐藤 真貴 ｻﾄｳ ﾏｷ 神奈川県 横浜市 1:12:13
90 6227 中山 優 ﾅｶﾔﾏ ﾋｶﾙ 岩手県 盛岡市 ベアレン陸上部 1:12:15
91 6122 樋熊 悠希奈 ﾋｸﾞﾏ ﾕｷﾅ 新潟県 十日町市 1:12:25
92 6179 藤井 栄美 ﾌｼﾞｲ ｴﾐ 岩手県 盛岡市 1:12:33
93 6237 工藤 葉子 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｺ 青森県 弘前市 1:12:55
94 6176 榎本 花菜 ｴﾉﾓﾄ ｶﾅ 東京都 世田谷区 マラソン部 1:13:12
95 6151 高橋 安寿紗 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 青森県 青森市 青森地方裁判所 1:13:50
96 6173 上原 和恵 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｴ 東京都 杉並区 ＩＩＤクラブ 1:14:33
97 6199 瀬田 美佳 ｾﾀ ﾐｶ 岩手県 盛岡市 1:14:46
98 6112 石川 智深 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾐ 岩手県 奥州市 チーム ｉ 1:16:07
99 6113 阿部 深里 ｱﾍﾞ ﾐｻﾄ 岩手県 紫波町 チーム ｉ 1:16:07
100 6234 澤口 彩季 ｻﾜｸﾞﾁ ｱｷ 岩手県 盛岡市 1:16:22
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101 6165 歳弘 理香 ﾄｼﾋﾛ ﾘｶ 岩手県 盛岡市 1:17:45
102 6187 伊藤 可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 秋田県 大仙市 1:17:51
103 6168 千葉 美和 ﾁﾊﾞ ﾐﾜ 宮城県 仙台市 1:18:10
104 6215 八重樫 美波 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾅﾐ 岩手県 奥州市 株式会社岩手銀行 1:18:20
105 6221 佐々木 ひかる ｻｻｷ ﾋｶﾙ 岩手県 奥州市 岩手銀行 1:18:20
106 6212 階 ケイティ ｼﾅ ｹｲﾃｨ 岩手県 盛岡市 1:20:19
107 6143 及川 茜 ｵｲｶﾜ ｱｶﾈ 岩手県 奥州市 1:20:24
108 6209 宮 美沙 ﾐﾔ ﾐｻ 岩手県 奥州市 ＴｅａｍＮＡＯＫＯ 1:20:56
109 6216 藤井 美智子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ 岩手県 花巻市 1:22:05
110 6178 鳴海 奈那 ﾅﾙﾐ ﾅﾅ 青森県 五所川原市 1:24:06
111 6204 加藤 晴香 ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:24:18
112 6175 須藤 美幸 ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 岩手県 北上市 須藤夫妻 1:26:35
113 6141 小野 晴美 ｵﾉ ﾊﾙﾐ 岩手県 陸前高田市 1:26:35
114 6203 釜萢 信枝 ｶﾏﾔﾁ ﾉﾌﾞｴ 岩手県 奥州市 チームック 1:26:55
115 6210 千田 友紀 ﾁﾀﾞ ﾕｷ 岩手県 奥州市 ＴｅａｍＮＡＯＫＯ 1:31:25
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