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1 4090 下田 翔子 ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳｺ 神奈川県 川崎市 2:48:40
2 4014 水清田 有紀 ﾐｽﾞｾﾀﾞ ﾕｷ 千葉県 船橋市 2:59:23
3 4021 打野 里奈 ｳﾁﾉ ﾘﾅ 東京都 小平市 村山学園 3:18:55
4 4083 中島 麻貴恵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷｴ 千葉県 市川市 吉野医院 3:19:29
5 4128 牧野 絵里子 ﾏｷﾉ ｴﾘｺ 千葉県 八千代市 ユメリク女学園 3:24:26
6 4096 滝ケ平 亜子 ﾀｷｶﾞﾋﾗ ｱｺ 宮城県 東松島市 3:29:59
7 4047 赤平 海咲 ｱｶﾋﾗ ﾐｻｷ 秋田県 湯沢市 3:30:54
8 4084 中村 温美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾐ 岩手県 盛岡市 イワスポ 3:32:13
9 4055 樋口 由実 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐ 岩手県 滝沢市 3:39:11
10 4052 桜庭 珠希 ｻｸﾗﾊﾞ ﾀﾏｷ 宮城県 仙台市 3:41:10
11 4040 橋本 裕美 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 青森県 弘前市 ＨＮＹＧＤ． 3:42:39
12 4139 天野 みなみ ｱﾏﾉ ﾐﾅﾐ 千葉県 流山市 3:46:52
13 4043 青山 弘美 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:51:08
14 4071 安部 有里子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 秋田県 北秋田市 スマイルランクラブ 3:52:31
15 4102 大都 智絵美 ﾀﾞｲﾄ ﾁｴﾐ 福島県 いわき市 3:54:50
16 4131 小松 真莉子 ｺﾏﾂ ﾏﾘｺ 秋田県 秋田市 3:55:26
17 4080 三品 美香子 ﾐｼﾅ ﾐｶｺ 宮城県 仙台市 ＩＧ東北ランナーズ 3:58:33
18 4140 阿部 衣利子 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ 岩手県 花巻市 3:59:13
19 4076 佐藤 祥子 ｻﾄｳ ｼｮｳｺ 青森県 八戸市 なかざわスポーツクリニック 3:59:30
20 4009 阿部 恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 仙台市 3:59:34
21 4065 佐藤 真理江 ｻﾄｳ ﾏﾘｴ 東京都 大田区 4:02:49
22 4141 齋藤 ゆかり ｻｲﾄｳ ﾕｶﾘ 青森県 弘前市 4:02:50
23 4039 鈴木 千秋 ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ 宮城県 岩沼市 ＳＲＣ 4:03:35
24 4005 工藤 あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 4:08:06
25 4002 千田 裕子 ﾁﾀﾞ ﾕｳｺ 岩手県 奥州市 4:11:27
26 4104 水内 麻美 ﾐｽﾞｳﾁ ﾏﾐ 神奈川県 川崎市 4:15:39
27 4136 前田 悠衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 東京都 品川区 4:16:49
28 4015 大森 麗子 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｺ 秋田県 男鹿市 4:16:57
29 4101 久保田 真規子 ｸﾎﾞﾀ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 4:20:54
30 4121 三浦 蘭 ﾐｳﾗ ﾗﾝ 岩手県 北上市 トヨタカローラ南岩手（株） 4:21:12
31 4041 佐藤 伶奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ 宮城県 仙台市 4:23:40
32 4093 吉田 絵里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 仙台市 4:24:15
33 4091 阿部 千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ 岩手県 盛岡市 アツクルボーイズジャンボ‼ 4:26:21
34 4013 神野 愛 ｶﾐﾉ ｱｲ 東京都 杉並区 4:26:27
35 4031 石塚 優 ｲｼｽﾞｶ ﾕｳ 秋田県 横手市 4:28:44
36 4066 高橋 かほり ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 ＫＩＫ 4:29:17
37 4034 上野 みずき ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 宮城県 仙台市 4:30:02
38 4029 松浦 梓 ﾏﾂｳﾗ ｱｽﾞｻ 岩手県 盛岡市 利ちゃん＆ミケ 4:31:23
39 4001 菅野 さくら ｶﾝﾉ ｻｸﾗ 岩手県 宮古市 チームいなじ 4:31:27
40 4088 高橋 洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 宮城県 仙台市 りれ 4:31:44
41 4129 今野 歩美 ｺﾝﾉ ｱﾕﾐ 秋田県 にかほ市 4:34:03
42 4057 野崎 優 ﾉｻﾞｷ ﾕｳ 東京都 墨田区 4:34:40
43 4107 加藤 珠恵 ｶﾄｳ ﾀﾏｴ 秋田県 秋田市 4:36:37
44 4142 寺嶋 恵 ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 千葉県 茂原市 4:38:28
45 4130 藍原 智子 ｱｲﾊﾗ ﾄﾓｺ 東京都 目黒区 4:38:48
46 4020 田中 有 ﾀﾅｶ ﾄﾓ 秋田県 男鹿市 4:42:26
47 4062 加藤 理愛 ｶﾄｳ ﾘｴ 京都府 京都市 4:42:34
48 4023 齋藤 景子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 山形県 酒田市 庄内ゆるＲＵＮ 4:43:06
49 4073 鈴木 満里奈 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ 宮城県 仙台市 4:45:11
50 4114 菅原 愛 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 岩手県 奥州市 郡山駅前陸上部 4:45:55
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51 4060 平田 涼子 ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｺ 神奈川県 川崎市 4:46:38
52 4046 菊地 優美 ｷｸﾁ ﾏｻﾐ 岩手県 奥州市 4:46:47
53 4003 及川 咲奈 ｵｲｶﾜ ｻｸﾗ 岩手県 奥州市 あおば会計 4:49:16
54 4143 武藤 麻理子 ﾑﾄｳ ﾏﾘｺ 千葉県 市川市 4:51:44
55 4111 五味 あずさ ｺﾞﾐ ｱｽﾞｻ 宮城県 大崎市 4:51:50
56 4118 高橋 摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ 岩手県 金ｹ崎町 4:52:38
57 4099 三谷 るみ ﾐﾀﾆ ﾙﾐ 東京都 世田谷区 4:53:25
58 4067 谷口 彩子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｺ 広島県 府中市 4:55:51
59 4079 吉田 早希 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 岩手県 矢巾町 4:56:01
60 4110 小菅 由紀子 ｺｽｶﾞ ﾕｷｺ 福島県 福島市 4:56:34
61 4007 鈴木 香南子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 宮城県 仙台市 ＴＭＬ 4:56:45
62 4097 成田 りえ ﾅﾘﾀ ﾘｴ 青森県 青森市 えんみゆう 4:57:50
63 4146 佐藤 好恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 福島県 田村市 4:58:08
64 4050 綿谷 雅子 ﾜﾀﾀﾆ ﾏｻｺ 岩手県 釜石市 4:59:09
65 4106 佐々木 文 ｻｻｷ ｱﾔ 東京都 墨田区 5:04:41
66 4086 田中 美香 ﾀﾅｶ ﾐｶ 秋田県 大館市 5:07:05
67 4030 岡本 祥果 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｶ 埼玉県 上尾市 岡本歯科医院 5:16:37
68 4081 橋本 ゆり子 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘｺ 宮城県 仙台市 管走会 5:16:39
69 4077 岩渕 美紀 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐｷ 岩手県 金ｹ崎町 5:18:20
70 4138 石塚 夏希 ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ 大阪府 大阪市 5:18:21
71 4094 淵澤 夏海 ﾌﾁｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 東京都 杉並区 5:18:57
72 4038 澤 美里 ｻﾜ ﾐｻﾄ 東京都 江東区 5:22:07
73 4144 石黒 梓 ｲｼｸﾛ ｱｽﾞｻ 茨城県 つくば市 5:23:38
74 4026 虻川 千春 ｱﾌﾞｶﾜ ﾁﾊﾙ 秋田県 大館市 5:24:24
75 4117 高橋 すぎな ﾀｶﾊｼ ｽｷﾞﾅ 栃木県 鹿沼市 5:27:56
76 4133 竹村 恵 ﾀｹﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 秋田県 美郷町 5:28:44
77 4087 伊藤 恵 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 盛岡市 5:28:59
78 4012 齋藤 絵梨 ｻｲﾄｳ ｴﾘ 宮城県 仙台市 5:33:49
79 4027 坂田 真理子 ｻｶﾀ ﾏﾘｺ 岩手県 二戸市 5:33:58
80 4042 高橋 菜緒 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 岩手県 滝沢市 5:34:30
81 4095 松井 馨子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 神奈川県 横浜市 5:40:32
82 4048 河合 悠 ｶﾜｲ ﾊﾙｶ 岩手県 北上市 5:40:40
83 4017 佐々木 美樹 ｻｻｷ ﾐｷ 秋田県 潟上市 5:43:33
84 4137 竹本 寛子 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｺ 兵庫県 西宮市 5:45:14
85 4037 山口 美由紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 5:51:40
86 4100 横山 圭子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ 福島県 いわき市 ＨＡＲＩＭＵＲＡ 5:51:49
87 4025 中井 美代子 ﾅｶｲ ﾐﾖｺ 東京都 板橋区 5:52:53
88 4074 村上 優 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 5:53:20
89 4116 宮下 紗季 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 東京都 江東区 5:54:33
90 4120 上野 絵理子 ｳｴﾉ ｴﾘｺ 宮城県 大郷町 5:56:40
91 4078 岩渕 あきな ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｷﾅ 岩手県 奥州市 株式会社岩手銀行 5:57:23
92 4069 須田 静香 ｽﾀﾞ ｼｽﾞｶ 秋田県 由利本荘市 5:58:29
93 4036 久保田 望 ｸﾎﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 新潟県 新潟市 6:00:07
94 4085 鈴木 美穂 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 岩手県 一関市 6:02:37
95 4004 佐藤 由香里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 秋田県 大仙市 6:07:17
96 4011 菊池 美喜 ｷｸﾁ ﾐｷ 岩手県 奥州市 6:07:42
97 4112 高橋 千佳 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 福島県 福島市 エンドルフィン 6:07:57
98 4113 高橋 菜央子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 山形県 山形市 6:11:03
99 4032 高橋 紗英子 ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ 福島県 郡山市 6:12:04
100 4145 峰 寛子 ﾐﾈ ﾋﾛｺ 埼玉県 久喜市 6:14:12
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101 4058 佐々木 文子 ｻｻｷ ｱﾔｺ 神奈川県 川崎市 6:17:34
102 4035 高橋 さとみ ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 岩手県 奥州市 6:18:58
103 4124 橋本 昌美 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾐ 宮城県 仙台市 6:22:33
104 4010 齋藤 美里 ｻｲﾄｳ ﾐｻﾄ 長野県 長野市 6:27:54
105 4006 高山 有希子 ﾀｶﾔﾏ 岩手県 盛岡市 モーリオＦＩＮＦ 6:33:02
106 4063 藤原 由香 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｶ 宮城県 仙台市 6:33:30
107 4119 佐藤 奈津子 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 東京都 武蔵野市 6:35:16
108 4105 吉岡 日向子 ﾖｼｵｶ ﾋﾅｺ 神奈川県 横浜市 6:36:33
109 4072 山田 麻希 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 埼玉県 さいたま市 株式会社三井住友銀行 6:43:35
110 4051 小原 冴瑛 ｵﾊﾞﾗ ｻｴ 岩手県 盛岡市 6:46:40
111 4082 熊谷 舞 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｲ 岩手県 北上市 岩手銀行 6:52:43
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