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1 4307 荒川 典子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 北海道 札幌市 ＭＩＺＵＨＯ 3:05:38
2 4369 中村 友紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 東京都 江東区 江東区陸協 3:20:56
3 4322 有路 玲子 ｱﾘｼﾞ ﾚｲｺ 山形県 尾花沢市 3:26:25
4 4271 丸山 朋子 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ 奈良県 奈良市 3:28:39
5 4345 加藤 礼子 ｶﾄｳ ﾚｲｺ 宮城県 仙台市 ルネサンス仙台泉中央 3:33:18
6 4362 槙尾 三也子 ﾏｷｵ ﾐﾔｺ 神奈川県 川崎市 足柄男塾 3:34:13
7 4342 敦賀 奈津子 ﾂﾙｶﾞ ﾅﾂｺ 青森県 青森市 3:35:08
8 4236 若宮 恵理子 ﾜｶﾐﾔ ｴﾘｺ 東京都 荒川区 走るもんの会 3:36:51
9 4370 岡田 嘉代子 ｵｶﾀﾞ ｶﾖｺ 兵庫県 神戸市 3:37:01
10 4230 須藤 和恵 ｽﾄｳ ｶｽﾞｴ 宮城県 仙台市 みやぎ水産の日 3:37:09
11 4373 村上 友紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷ 東京都 渋谷区 3:37:19
12 4339 原子 久美子 ﾊﾗｺ ｸﾐｺ 青森県 青森市 ＨＮＹＧＤ． 3:38:21
13 4347 若松 瑠利 ﾜｶﾏﾂ ﾙﾘ 東京都 品川区 ＭＹ ＳＴＡＲ 3:44:37
14 4265 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県 秋田市 秋田ランナーズ 3:45:35
15 4308 西村 三千子 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｺ 東京都 葛飾区 ルーナキッチン 3:47:45
16 4341 半田 裕美 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛﾐ 東京都 練馬区 3:49:11
17 4215 三浦 真紀子 ﾐｳﾗ ﾏｷｺ 福島県 相馬市 フローラＲＣ 3:50:58
18 4338 半沢 慶子 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾖｼｺ 福島県 いわき市 3:55:26
19 4297 矢部 麻貴 ﾔﾍﾞ ﾏｷ 神奈川県 横浜市 東京陸協 3:57:11
20 4363 亀島 陽子 ｶﾒｼﾏ ﾖｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 4:01:23
21 4360 小林 静 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 静岡県 静岡市 トモラン静岡 4:02:00
22 4291 加藤 恵美 ｶﾄｳ ｴﾐ 宮城県 大崎市 4:03:43
23 4250 山口 秀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ 静岡県 浜松市 4:06:19
24 4289 羽石 美有紀 ﾊﾈｲｼ ﾐﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 4:10:20
25 4312 安田 由美 ﾔｽﾀ ﾕﾐ 青森県 弘前市 4:10:41
26 4240 遊作 祥子 ﾕｳｻｸ ｼｮｳｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 4:10:53
27 4296 松本 有紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 宮城県 仙台市 4:10:55
28 4228 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 4:11:59
29 4258 尾形 友紀 ｵｶﾞﾀ ﾕｷ 山形県 米沢市 パトラン山形 4:12:02
30 4367 大末 美代子 ｵｵｽｴ ﾐﾖｺ 大分県 由布市 4:12:14
31 4300 浅生田 尚子 ｱｿｳﾀﾞ ﾅｵｺ 東京都 中央区 4:14:14
32 4224 川崎 早苗 ｶﾜｻｷ ｻﾅｴ 東京都 府中市 4:15:28
33 4319 内藤 佳子 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ 東京都 小金井市 ノーリミット 4:16:10
34 4318 江波戸 智子 ｴﾊﾞﾄ ﾄﾓｺ 茨城県 神栖市 えばっちゃん 4:17:11
35 4248 小松 亜紀子 ｺﾏﾂ ｱｷｺ 山形県 山形市 4:17:48
36 4222 工藤 高世 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾖ 青森県 弘前市 チームＬｅ１４ 4:21:07
37 4316 工藤 優子 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｺ 青森県 弘前市 ボディリバイブ 4:21:30
38 4251 田中 育美 ﾀﾅｶ ｲｸﾐ 岩手県 盛岡市 4:25:34
39 4206 齋 みつえ ｻｲ ﾐﾂｴ 宮城県 名取市 ｊ．ｊ．ｃ． 4:26:23
40 4310 柳原 洋子 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 アツクル 4:27:45
41 4330 吉田 理恵子 ﾖｼﾀﾞ ﾘｴｺ 岩手県 一関市 エースケア 4:27:50
42 4242 吉田 奈々子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｺ 岩手県 盛岡市 4:28:33
43 4274 佐藤 恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 秋田県 潟上市 4:32:39
44 4286 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 4:33:15
45 4326 田高 房枝 ﾀｺｳ ﾌｻｴ 岩手県 盛岡市 ゼットン 4:33:57
46 4299 佐藤 美希 ｻﾄｳ ﾐｷ 東京都 練馬区 城北クラブ 4:37:27
47 4216 進藤 優子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ 宮城県 仙台市 4:38:12
48 4260 大堂 真紀代 ｵｵﾄﾞｳ ﾏｷﾖ 福岡県 宗像市 4:38:12
49 4253 天沼 真理 ｱﾏﾇﾏ ﾏﾘ 神奈川県 横浜市 4:38:17
50 4302 伊藤 雪子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 岩手県 矢巾町 4:39:32
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51 4219 結城 美和 ﾕｳｷ ﾐﾜ 宮城県 仙台市 4:39:51
52 4329 一条 香 ｲﾁｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 福島県 会津若松市 ゆずっこ 4:41:41
53 4335 中野 貴子 ﾅｶﾉ ﾀｶｺ 岩手県 宮古市 宮古ＡＣ 4:42:11
54 4229 武藤 美佐緒 ﾑﾄｳ ﾐｻｵ 秋田県 大仙市 4:43:31
55 4317 山口 深帆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾎ 埼玉県 行田市 4:45:40
56 4320 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 4:48:39
57 4365 工藤 由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 4:48:54
58 4254 川井 和栄 ｶﾜｲ ｶｽﾞｴ 宮城県 白石市 チームＡＫＲ 4:50:02
59 4276 熊谷 直子 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｺ 岩手県 滝沢市 4:50:36
60 4256 内舘 博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 花巻市 ランジョグ 4:51:23
61 4290 鎌田 志穂 ｶﾏﾀ ｼﾎ 岩手県 滝沢市 4:51:59
62 4208 松橋 亜希 ﾏﾂﾊｼ ｱｷ 秋田県 秋田市 4:52:46
63 4255 宍田 文子 ｼｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 宮城県 名取市 仙台ＲＣ 4:53:23
64 4306 高橋 裕子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 茨城県 ひたちなか市 4:54:05
65 4247 鎌田 京子 ｶﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 塩竈市 塩竈市立病院 4:54:19
66 4205 菅原 聖子 ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲｺ 秋田県 秋田市 4:56:09
67 4357 大村 愛 ｵｵﾑﾗ ｱｲ 宮城県 仙台市 4:56:27
68 4261 成田 栄子 ﾅﾘﾀ ｴｲｺ 青森県 弘前市 4:56:37
69 4220 相澤 奈緒美 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾐ 宮城県 仙台市 4:57:23
70 4366 成田 千春 ﾅﾘﾀ ﾁﾊﾙ 岩手県 盛岡市 4:57:37
71 4351 千葉 昌代 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖ 宮城県 仙台市 4:57:44
72 4201 鈴木 まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 岩手県 奥州市 4:57:55
73 4303 石郷 邦子 ｲｼｺﾞｳ ｸﾆｺ 青森県 大鰐町 4:58:46
74 4243 伊藤 郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 岩手県 奥州市 前沢小走友会 4:59:01
75 4337 植田 朋子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 秋田県 秋田市 5:00:57
76 4340 村上 祥子 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 荻の窪走遊会 5:01:18
77 4278 村岡 美智子 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁｺ 宮城県 石巻市 メッシュＲＣ 5:02:51
78 4270 楫 美貴 ｶｼﾞ ﾐｷ 東京都 千代田区 5:06:59
79 4245 岩渕 ひとみ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾄﾐ 岩手県 奥州市 5:07:18
80 4349 山家 悦子 ﾔﾏｶﾞ ｴﾂｺ 栃木県 小山市 5:07:47
81 4264 飯田 雅世 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾖ 高知県 高知市 まるランニングクラブ 5:07:49
82 4376 工藤 綾子 ｸﾄﾞｳ ｱﾔｺ 秋田県 由利本荘市 5:08:44
83 4334 鈴木 有美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 福島県 南相馬市 5:09:57
84 4378 佐久間 結子 ｻｸﾏ ﾕｳｺ 東京都 世田谷区 クレイジーＲ 5:10:36
85 4273 佐々木 尚代 ｻｻｷ ﾋｻﾖ 千葉県 富津市 5:11:52
86 4241 根田 みどり ﾈﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 宮城県 仙台市 5:12:23
87 4287 齋藤 良子 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｺ 福島県 須賀川市 5:17:11
88 4269 岩崎 淳子 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 小平市 エムシーシー三鷹ビル 5:18:49
89 4331 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 5:19:04
90 4354 新宅 美樹 ｼﾝﾀｸ ﾐｷ 東京都 新宿区 5:20:10
91 4212 中川 朋代 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ 北海道 函館市 函館（株）カネキ中川青果 5:22:39
92 4327 高橋 加奈子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 岩手県 北上市 5:22:57
93 4311 瀧川 由美子 ﾀｷｶﾜ ﾕﾐｺ 岩手県 北上市 5:24:01
94 4353 谷川 良子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 5:24:11
95 4217 高橋 久実 ﾀｶﾊｼ ｸﾐ 山形県 山形市 5:26:33
96 4238 高橋 真弓 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 宮城県 東松島市 5:27:50
97 4232 安形 裕美 ｱｶﾞﾀ ﾋﾛﾐ 神奈川県 川崎市 5:28:08
98 4295 斎藤 美穂 ｻｲﾄｳ ﾐﾎ 青森県 青森市 5:29:34
99 4207 茂木 孝子 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶｺ 秋田県 仙北市 Ｄｏｎ－Ｐａｌ 5:30:13
100 4379 千葉 希 ﾁﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 宮城県 仙台市 5:32:55
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101 4332 佐川 加奈子 ｻｶﾞﾜ ｶﾅｺ 秋田県 仙北市 ＬＳ蕨’ｓ 5:34:37
102 4263 丹野 郁子 ﾀﾝﾉ ｲｸｺ 青森県 弘前市 5:36:44
103 4209 荒川 朋子 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓｺ 秋田県 大仙市 5:37:09
104 4272 羽沢 晶子 ﾊｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 秋田県 大館市 5:37:35
105 4225 小笠原 理恵 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｴ 岩手県 盛岡市 5:38:16
106 4244 長部 佐織 ｵｻﾍﾞ ｻｵﾘ 宮城県 仙台市 5:40:03
107 4275 奥州 みゆき ｵｳｼｭｳ ﾐﾕｷ 千葉県 千葉市 セントラル千葉 5:40:44
108 4283 長嶺 美香子 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｶｺ 宮城県 仙台市 5:44:06
109 4348 阿部 奈々恵 ｱﾍﾞ ﾅﾅｴ 福島県 福島市 ダイハツ 5:44:09
110 4323 菅本 統子 ｽｶﾞﾓﾄ ﾉﾘｺ 福島県 いわき市 5:44:26
111 4282 三上 智子 ﾐｶﾐ ｻﾄｺ 宮城県 富谷市 5:44:28
112 4266 布田 由理 ﾌﾀﾞ ﾕﾘ 宮城県 柴田町 5:49:46
113 4304 高阪 理恵 ｺｳｻｶ ﾘｴ 青森県 平川市 ボディリバイブ 5:50:41
114 4218 久能 理子 ｸﾉｳ ｻﾄｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 5:50:51
115 4284 佐々木 妙 ｻｻｷ ﾀｴ 東京都 新宿区 5:51:52
116 4350 神山 和子 ｺｳﾔﾏ ｶｽﾞｺ 神奈川県 川崎市 5:55:38
117 4364 田辺 三矢子 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔｺ 埼玉県 さいたま市 田辺接骨院ＲＣ 5:57:16
118 4237 斉藤 実希子 ｻｲﾄｳ ﾐｷｺ 山形県 山形市 チームテルサ 5:58:45
119 4293 木内 理加 ｷﾅｲ ﾘｶ 岩手県 北上市 5:59:59
120 4368 小野寺 友紀 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷ 東京都 大田区 6:07:48
121 4371 平賀 亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ 岩手県 花巻市 6:08:44
122 4262 小山 忍 ｵﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 加美町 6:13:28
123 4223 佐々木 貴子 ｻｻｷ ﾀｶｺ 宮城県 仙台市 6:13:43
124 4313 岡部 麻貴 ｵｶﾍﾞ ﾏｷ 神奈川県 藤沢市 6:17:40
125 4252 山本 美世子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾖｺ 岩手県 北上市 6:18:32
126 4292 千葉 文恵 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｴ 大阪府 大阪市 6:19:16
127 4288 澤村 和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 岩手県 遠野市 澤村家陸上部 6:20:44
128 4325 佐藤 佳子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 東京都 杉並区 6:22:15
129 4268 斎藤 やす子 ｻｲﾄｳ ﾔｽｺ 福島県 福島市 6:23:11
130 4249 藤原 淳子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 遠野市 岩手県立遠野病院 6:24:01
131 4372 加来 千鶴 ｶｸ ﾁﾂﾞﾙ 福岡県 春日市 6:31:59
132 4204 髙橋 純子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 金ｹ崎町 6:34:33
133 4309 那須川 真由美 ﾅｽｶﾜ ﾏﾕﾐ 岩手県 奥州市 6:34:38
134 4202 山浦 明恵 ﾔﾏｳﾗ ｱｷｴ 岩手県 滝沢市 6:37:17
135 4226 藤村 順子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 盛岡市 6:40:40
136 4344 内城 一枝 ﾅｲｼﾞｮｳ ｶｽﾞｴ 岩手県 盛岡市 6:53:31
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