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1 6619 小野寺 たけ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｺ 岩手県 一関市 千厩 ＡＣ 0:49:05
2 6614 渡邉 喜代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ 岩手県 奥州市 0:49:24
3 6622 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 岩泉町 （株）岩泉きのこ産業 0:52:37
4 6644 岩渕 陽子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｳｺ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 0:53:25
5 6616 阿部 美穂子 ｱﾍﾞ ﾐﾎｺ 秋田県 仙北市 西木走友会 0:54:35
6 6633 喜多 満智子 ｷﾀ ﾏﾁｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 0:56:30
7 6601 佐藤 トモ子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県 奥州市 0:57:00
8 6605 髙橋 英子 ﾀｶﾊｼ ｴｲｺ 埼玉県 川口市 0:57:56
9 6604 細井 康子 ﾎｿｲ ﾔｽｺ 秋田県 秋田市 0:58:13
10 6620 鈴木 伸子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 岩手県 奥州市 0:58:41
11 6612 細川 尚子 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｺ 宮城県 石巻市 0:59:54
12 6609 髙橋 ミツヨ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 宮城県 名取市 0:59:58
13 6615 佐藤 千歳 ｻﾄｳ ﾁﾄｾ 岩手県 奥州市 1:00:08
14 6643 冨田 由美子 ﾄﾐﾀ ﾕﾐｺ 宮城県 仙台市 1:00:09
15 6637 大久保 紀久子 ｵｵｸﾎﾞ ｷｸｺ 東京都 中野区 1:00:34
16 6647 吉田 みね子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾈｺ 山形県 山形市 美結ＲＣ 1:02:34
17 6611 遠藤 美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 秋田県 横手市 ＭｉｓＴ 1:03:24
18 6621 石川 セイ子 ｲｼｶﾜ ｾｲｺ 秋田県 鹿角市 鹿角ランナーズ 1:04:41
19 6603 安倍 直子 ｱﾝﾊﾞｲ ﾅｵｺ 岩手県 奥州市 焼石３６ＦＲＣ 1:04:52
20 6613 佐藤 えみ子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 岩手県 奥州市 1:05:41
21 6624 菊池 敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ 岩手県 花巻市 1:07:03
22 6628 菅原 淳子 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｺ 岩手県 北上市 1:07:13
23 6642 石川 タミ子 ｲｼｶﾜ ﾀﾐｺ 岩手県 奥州市 きらめき奥州 1:07:21
24 6629 高橋 ヒロコ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 埼玉県 川口市 1:08:09
25 6636 安彦 節子 ｱﾋﾞｺ ｾﾂｺ 岩手県 一関市 紫波楽走会 1:09:37
26 6602 菅原 雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 岩手県 一関市 1:09:39
27 6607 村上 幸子 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｺ 岩手県 奥州市 デサント 1:11:37
28 6623 千葉 久美子 ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ 岩手県 北上市 上野町ランラン 1:11:52
29 6641 菅野 京子 ｽｶﾞﾉ ｷｮｳｺ 山形県 天童市 1:12:35
30 6625 山内 スミ子 ﾔﾏｳﾁ ｽﾐｺ 岩手県 宮古市 ミヤコサーモン 1:12:49
31 6626 木沢 順子 ｷｻﾞﾜ ｱﾂｺ 岩手県 宮古市 宮古サーモン 1:13:01
32 6634 堀越 みち子 ﾎﾘｺｼ ﾐﾁｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 1:13:46
33 6632 高橋 幸子 ﾀｶﾊｼ ｺｳｺ 岩手県 奥州市 けんや＆ゆきえ 1:14:25
34 6617 佐々木 誠子 ｻｻｷ ｾｲｺ 岩手県 奥州市 1:16:43
35 6648 佐伯 智恵子 ｻｴｷ ﾁｴｺ 岩手県 一関市 カッチンファミリー 1:18:00
36 6630 吉村 充代 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾖ 神奈川県 相模原市 誠心学園 1:23:00
37 6618 佐藤 光子 ｻﾄｳ ﾐﾂｺ 宮城県 加美町 1:23:21
38 6646 及川 詔子 ｵｲｶﾜ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 1:27:24
39 6627 及川 玉子 ｵｲｶﾜ ﾀﾏｺ 岩手県 奥州市 1:29:42
40 6606 大坪 信子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾉﾌﾞｺ 青森県 青森市 1:30:33
41 6645 末谷 洋子 ｽｴﾔ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 チームック 1:31:46
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