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1 4615 後田 紀美 ｳｼﾛﾀﾞ ｷﾐ 福岡県 水巻町 福岡マスターズ 3:26:06
2 4603 鈴木 美津江 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｴ 東京都 日野市 日野走友会 3:49:11
3 4616 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ 東京都 八王子市 チームみんみん 3:59:16
4 4610 菅野 まさえ ｶﾝﾉ ﾏｻｴ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 3:59:37
5 4630 小熊 淳子 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 大河原町 4:01:03
6 4601 高橋 恵理子 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ 山形県 酒田市 4:08:14
7 4604 野田 栄子 ﾉﾀﾞ ｴｲｺ 青森県 八戸市 ウィング八戸 4:09:43
8 4602 山﨑 まき子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷｺ 茨城県 ひたちなか市 水戸石川走友会 4:16:12
9 4629 吉澤 代志美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 千葉県 成田市 4:32:30
10 4608 岩野 由紀子 ｲﾜﾉ ﾕｷｺ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 4:34:48
11 4631 齊藤 良江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 東京都 小金井市 小金井公園ＲＣ 4:48:37
12 4641 岡村 久美子 ｵｶﾑﾗ ｸﾐｺ 埼玉県 深谷市 楽喜走会 4:49:46
13 4611 小田嶋 ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ 岩手県 北上市 北上桜ペアー 4:50:31
14 4637 小野寺 君子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｷﾐｺ 宮城県 仙台市 八乙女ランナーズ 4:55:27
15 4636 吉宮 仁美 ﾖｼﾐﾔ ﾋﾄﾐ 神奈川県 横浜市 みなとみらいナイトラン 4:55:54
16 4623 田中 幸 ﾀﾅｶ ﾕｷ 大阪府 和泉市 5:03:53
17 4642 川田 百合子 ｶﾜﾀ ﾕﾘｺ 岩手県 北上市 5:07:51
18 4622 操 祐子 ﾐｻｵ ﾕｳｺ 宮城県 仙台市 5:13:47
19 4634 高井 千佳子 ﾀｶｲ ﾁｶｺ 東京都 江東区 5:17:02
20 4638 蒲沢 美恵子 ｶﾞﾏｻﾜ ﾐｴｺ 岩手県 八幡平市 盛岡走友会 5:22:01
21 4613 髙橋 美保子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 岩手県 滝沢市 5:25:03
22 4621 渋谷 由美子 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾐｺ 千葉県 富里市 ｆｒｕｎ 5:29:16
23 4640 山野 あつ子 ﾔﾏﾉ ｱﾂｺ 埼玉県 川口市 5:37:03
24 4618 鈴木 裕美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 神奈川県 横浜市 5:39:02
25 4628 青山 恵美子 ｱｵﾔﾏ ｴﾐｺ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 5:44:02
26 4644 小坂 優子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 大阪府 茨木市 大阪城水走会 5:59:19
27 4639 村上 夏枝 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂｴ 福島県 伊達市 6:01:56
28 4612 熊谷 とう子 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｳｺ 岩手県 北上市 パンチ工業（株） 6:02:48
29 4625 渡辺 真由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ 宮城県 七ヶ浜町 6:03:57
30 4620 本間 真由美 ﾎﾝﾏ ﾏﾕﾐ 東京都 練馬区 6:05:38
31 4614 糸井 ミエ ｲﾄｲ ﾐｴ 秋田県 仙北市 西木走遊会 6:07:22
32 4635 山田 昌子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｺ 富山県 富山市 6:09:20
33 4648 高倉 礼子 ﾀｶｸﾗ ﾚｲｺ 宮城県 登米市 6:09:32
34 4609 高橋 かお子 ﾀｶﾊｼ ｶｵｺ 岩手県 金ｹ崎町 永沢レディース 6:14:56
35 4605 及川 憲子 ｵｲｶﾜ ﾉﾘｺ 岩手県 金ｹ崎町 6:23:24
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