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1 4408 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 3:16:53
2 4452 岡本 幸子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 埼玉県 上尾市 上尾市陸協 3:21:47
3 4402 大越 麻子 ｵｵｺｼ ｱｻｺ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 3:31:33
4 4520 村松 真理子 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾘｺ 東京都 品川区 3:36:05
5 4444 渋谷 祐子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｺ 宮城県 仙台市 Ｊ．Ｊ．Ｃ． 3:39:44
6 4464 金井 智恵子 ｶﾅｲ ﾁｴｺ 千葉県 八千代市 ニッポンランナ 3:45:06
7 4537 於保 恭子 ｵﾎ ｷｮｳｺ 東京都 調布市 味スタランナーズクラブ 3:46:19
8 4493 小野 恭子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 神奈川県 藤沢市 3:47:19
9 4528 三上 牧子 ﾐｶﾐ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 花巻走友会 3:50:36
10 4465 小笠原 信子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ 秋田県 秋田市 3:54:02
11 4532 渡邉 純子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 横浜市 3:55:44
12 4434 菅原 紀子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 宮城県 仙台市 富士電機 3:57:38
13 4429 大門 葉子 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｳｺ 秋田県 秋田市 3:57:53
14 4445 羽渕 由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 3:59:09
15 4407 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 岩手県 一関市 一関ＡＣ 3:59:17
16 4446 中山 美恵 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ 静岡県 掛川市 4:00:24
17 4536 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 4:05:41
18 4482 小島 るみ子 ｵｼﾞﾏ ﾙﾐｺ 福島県 伊達市 吾妻Ｒｕｎ所会 4:06:40
19 4499 遠藤 裕代 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾖ 岩手県 奥州市 4:08:56
20 4512 立脇 昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ 宮城県 名取市 4:09:19
21 4478 岩田 雅美 ｲﾜﾀ ﾏｻﾐ 東京都 中野区 おーい！たまらん 4:12:09
22 4534 久米 美香 ｸﾒ ﾐｶ 東京都 大田区 南蛮連合 4:13:24
23 4437 久保 牧子 ｸﾎﾞ ﾏｷｺ 青森県 十和田市 4:14:47
24 4413 池田 里香 ｲｹﾀﾞ ﾘｶ 北海道 札幌市 4:15:34
25 4443 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都 練馬区 4:16:38
26 4404 千葉 美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 岩手県 奥州市 4:24:23
27 4480 津田 博子 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 4:25:25
28 4414 小沼 裕美 ｺﾇﾏ ﾋﾛﾐ 茨城県 小美玉市 日立土浦 4:28:44
29 4525 進藤 郁子 ｼﾝﾄﾞｳ ｲｸｺ 秋田県 大仙市 4:28:51
30 4417 大塚 貴美子 ｵｵﾂｶ ｷﾐｺ 京都府 京都市 4:29:25
31 4448 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 4:29:29
32 4423 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 4:30:51
33 4463 藤本 さと子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｺ 東京都 豊島区 4:31:20
34 4486 中岡 典子 ﾅｶｵｶ ﾉﾘｺ 福岡県 福岡市 マリーナ 4:32:15
35 4494 高橋 文恵 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｴ 岩手県 八幡平市 沼宮内ＣＬ 4:33:10
36 4416 佐々木 敦子 ｻｻｷ ｱﾂｺ 東京都 東村山市 4:34:05
37 4462 石岡 祐子 ｲｼｵｶ ﾕｳｺ 青森県 青森市 4:34:30
38 4517 斎藤 和子 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ 岩手県 一関市 木楽々くらぶ 4:34:38
39 4490 向井 由香利 ﾑｶｲ ﾕｶﾘ 神奈川県 横浜市 4:36:43
40 4435 室岡 雅子 ﾑﾛｵｶ ﾏｻｺ 岩手県 盛岡市 4:36:57
41 4420 作山 隆子 ｻｸﾔﾏ ﾘｭｳｺ 岩手県 盛岡市 4:38:39
42 4460 林 優子 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ 秋田県 横手市 横手蘭走会 4:39:30
43 4483 木下 千代美 ｷﾉｼﾀ ﾁﾖﾐ 宮城県 仙台市 4:42:25
44 4488 川辺 昌子 ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤクラブ 4:43:11
45 4495 鈴木 優美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 4:44:15
46 4529 山内 浩美 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾐ 千葉県 柏市 ウイングＡＣ 4:44:39
47 4535 角 育美 ｽﾐ ｲｸﾐ 千葉県 柏市 4:46:10
48 4412 九嶋 明子 ｸｼﾏ ｱｷｺ 宮城県 仙台市 4:47:06
49 4442 玉木 みどり ﾀﾏｷ ﾐﾄﾞﾘ 埼玉県 川越市 4:47:24
50 4403 佐々木 良子 ｻｻｷ ﾘｮｳｺ 秋田県 秋田市 佐野薬局 4:48:23
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51 4472 伊藤 和枝 ｲﾄｳ ｶｽﾞｴ 神奈川県 横浜市 本牧 4:49:13
52 4492 木村 かおる ｷﾑﾗ ｶｵﾙ 青森県 青森市 4:51:09
53 4507 石原 久美子 ｲｼﾊﾗ ｸﾐｺ 東京都 目黒区 4:52:11
54 4421 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 4:54:04
55 4513 栗島 良枝 ｸﾘｼﾏ ﾖｼｴ 神奈川県 相模原市 4:54:12
56 4409 道又 由実子 ﾐﾁﾏﾀ 岩手県 奥州市 チームミチマタ 4:56:09
57 4476 金子 律子 ｶﾈｺ ﾘﾂｺ 岩手県 一関市 4:57:08
58 4430 西尾 美砂 ﾆｼｵ ﾐｻ 愛知県 春日井市 ＷｉｎｄＲｕｎ 4:57:54
59 4415 伊藤 史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ 岩手県 北上市 4:57:55
60 4505 山口 きよ江 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｴ 埼玉県 さいたま市 4:58:31
61 4485 小西 妙子 ｺﾆｼ ﾀｴｺ 秋田県 大仙市 4:59:43
62 4506 高橋 美由紀 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 岩手県 花巻市 5:00:44
63 4484 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 チームテヅ 5:03:44
64 4496 菅原 由加里 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶﾘ 東京都 杉並区 5:05:28
65 4410 吉野 美砂子 ﾖｼﾉ ﾐｻｺ 岩手県 盛岡市 5:12:42
66 4527 佐藤 佐千江 ｻﾄｳ ｻﾁｴ 宮城県 村田町 村田 5:13:09
67 4447 今村 美由紀 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 東京都 世田谷区 5:18:04
68 4405 菅原 文子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐｺ 岩手県 金ｹ崎町 5:20:04
69 4501 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 宮城県 仙台市 八の会 5:22:56
70 4457 大崎 まゆみ ｵｵｻｷ ﾏﾕﾐ 宮城県 仙台市 5:23:49
71 4438 宇佐美 操 ｳｻﾐ ﾐｻｵ 秋田県 秋田市 アシロート秋田 5:25:57
72 4521 飯岡 信子 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞｺ 岩手県 盛岡市 5:27:30
73 4497 八重樫 百子 ﾔｴｶﾞｼ ﾓﾓｺ 岩手県 北上市 ケミコンＬＲＣ 5:27:49
74 4503 阿部 聖子 ｱﾍﾞ ｾｲｺ 岩手県 花巻市 5:28:38
75 4418 佐々木 由貴子 ｻｻｷ ﾕｷｺ 岩手県 奥州市 5:29:39
76 4487 前田 泉 ﾏｴﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 横浜市 5:30:41
77 4455 上野 あずさ ｳｴﾉ ｱｽﾞｻ 岩手県 大槌町 5:31:59
78 4470 谷口 美香子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 北海道 函館市 たんぽぽ女子会 5:32:42
79 4481 本間 香 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ 岩手県 滝沢市 5:35:17
80 4422 菊地 千恵子 ｷｸﾁ ﾁｴｺ 山形県 山形市 5:39:48
81 4469 中山 美加 ﾅｶﾔﾏ ﾐｶ 和歌山県 橋本市 5:39:53
82 4466 矢野 留美 ﾔﾉ ﾙﾐ 青森県 青森市 5:42:39
83 4504 舘 靖子 ﾀﾁ ﾔｽｺ 宮城県 仙台市 5:42:43
84 4461 藤原 修子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｺ 岩手県 盛岡市 5:44:20
85 4477 岩島 永見子 ｲﾜｼﾏ ｴﾐｺ 岩手県 盛岡市 5:45:16
86 4518 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 福島県 白河市 5:48:03
87 4428 猪又 和子 ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞｺ 千葉県 君津市 5:48:23
88 4498 齊藤 御名子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ 秋田県 湯沢市 5:48:51
89 4531 長沼 弘美 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾐ 山形県 大蔵村 モグラン 5:50:20
90 4440 山縣 清美 ﾔﾏｶﾞﾀ ｷﾖﾐ 栃木県 宇都宮市 5:51:21
91 4450 丹下 知里 ﾀﾝｹﾞ ﾁｻﾄ 愛知県 名古屋市 カマドック 5:53:01
92 4456 小原 安喜子 ｵﾊﾞﾗ ｱｷｺ 岩手県 盛岡市 5:57:57
93 4433 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県 盛岡市 6:00:30
94 4474 秋澤 亜紀 ｱｷｻﾞﾜ ｱｷ 高知県 高知市 まるＲＣ 6:01:15
95 4530 大嶋 裕美 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾐ 神奈川県 横浜市 6:07:33
96 4526 尾仲 貴美 ｵﾅｶ ﾀｶﾐ 神奈川県 藤沢市 6:07:33
97 4491 佐藤 香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 北上市 6:09:47
98 4510 乾 寿賀子 ｲﾇｲ ｽｶﾞｺ 福島県 いわき市 ランナーズハイ 6:13:11
99 4401 小野寺 章子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳｺ 岩手県 金ｹ崎町 ビューテック 6:14:56
100 4524 石田 朋子 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 市川市 クレイジーランナーズ 6:16:13
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101 4473 渡邉 博美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 山形県 朝日町 6:17:39
102 4439 府川 美智子 ﾌｶﾜ ﾐﾁｺ 神奈川県 横浜市 6:20:51
103 4432 菊地 暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ 岩手県 奥州市 ＳｅｅＤ 6:22:16
104 4514 宮田 佳津江 ﾐﾔﾀ ｶﾂﾞｴ 岩手県 釜石市 6:24:37
105 4431 櫻井 可奈子 ｻｸﾗｲ ｶﾅｺ 山形県 山形市 チームテルサ 6:28:43
106 4451 加藤 敦子 ｶﾄｳ ｱﾂｺ 愛知県 名古屋市 カマドック 6:31:46
107 4508 成田 あけみ ﾅﾘﾀ ｱｹﾐ 秋田県 横手市 6:37:01
108 4427 柴田 典子 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ 山形県 山形市 6:39:28
109 4522 田井 真弓 ﾀｲ ﾏﾕﾐ 福島県 いわき市 6:39:41
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