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1 2622 川和田 絵里 ｶﾜﾜﾀﾞ ｴﾘ 秋田県 秋田市 1:49:40
2 2673 長澤 順子 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 秋田県 大仙市 1:49:53
3 2626 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 1:51:38
4 2663 菅野 まさえ ｶﾝﾉ ﾏｻｴ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 1:52:57
5 2651 横澤 雅子 ﾖｺｻﾞﾜ ﾏｻｺ 宮城県 仙台市 1:53:54
6 2624 砂川 めぐみ ｽﾅｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 大田区 1:55:51
7 2620 田野端 美行 ﾀﾉﾊﾀ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 2:00:12
8 2653 宮原 まゆ子 ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾕｺ 秋田県 横手市 東松沢ＪＣ 2:00:40
9 2627 松山 恵美 ﾏﾂﾔﾏ ｴﾐ 岩手県 盛岡市 2:02:44
10 2617 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 2:06:13
11 2670 久保田 真規子 ｸﾎﾞﾀ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 2:07:26
12 2665 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 2:08:27
13 2602 町田 英子 ﾏﾁﾀ ｴｲｺ 秋田県 大仙市 2:09:56
14 2604 野口 愛子 ﾉｸﾞﾁ ｱｲｺ 埼玉県 鴻巣市 2:10:01
15 2657 沼田 智恵 ﾇﾏﾀ ﾁｴ 宮城県 仙台市 2:10:21
16 2669 高橋 由美子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 岩手県 金ｹ崎町 2:11:12
17 2645 宮本 裕子 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 岩手県 宮古市 宮本建築工房 2:11:16
18 2649 清水 瞳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 静岡県 浜松市 風来坊Ｗ 2:11:29
19 2668 桑畑 曜子 ｸﾜﾊﾞﾀ ﾖｳｺ 東京都 大田区 桑 2:11:49
20 2632 佐藤 明子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 秋田県 秋田市 2:12:00
21 2674 村上 恵理子 ﾑﾗｶﾐ ｴﾘｺ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:14:14
22 2614 金森 和子 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｺ 宮城県 丸森町 2:14:19
23 2612 齊藤 麻衣 ｻｲﾄｳ ﾏｲ 秋田県 秋田市 2:14:29
24 2656 山下 美奈子 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅｺ 宮城県 仙台市 2:15:19
25 2629 水戸 理恵 ﾐﾄ ﾘｴ 宮城県 角田市 チーム３１０ 2:15:31
26 2659 石井 幸 ｲｼｲ ﾐﾕｷ 福島県 郡山市 2:15:36
27 2641 小西 妙子 ｺﾆｼ ﾀｴｺ 秋田県 大仙市 2:16:03
28 2662 越川 志津 ｺｼｶﾜ ｼﾂﾞ 岩手県 盛岡市 2:16:58
29 2638 菊池 今日子 ｷｸﾁ ｷｮｳｺ 岩手県 滝沢市 大崎ＲＣ 2:17:25
30 2644 稲荷森 佳子 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 2:17:26
31 2660 照井 久美子 ﾃﾙｲ ｸﾐｺ 岩手県 北上市 2:18:16
32 2609 大山 美栄子 ｵｵﾔﾏ ﾐｴｺ 秋田県 秋田市 2:20:12
33 2628 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 岩手県 西和賀町 八の会 2:20:26
34 2623 清水 祐子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ 宮城県 仙台市 ＥＳＥ仙台 2:22:08
35 2666 會田 郁子 ｱｲﾀ ｲｸｺ 宮城県 塩竈市 松島歓走会 2:22:25
36 2658 谷川 良子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 2:22:55
37 2631 中村 智枝 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｴ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:23:21
38 2667 佐藤 亜紀 ｻﾄｳ ｱｷ 宮城県 加美町 2:23:29
39 2652 八重樫 百子 ﾔｴｶﾞｼ ﾓﾓｺ 岩手県 北上市 ケミコンＬＲＣ 2:23:58
40 2655 宮原 幸子 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾁｺ 岩手県 花巻市 ツガワ 2:25:26
41 2675 伊藤 夕貴 ｲﾄｳ ﾕｷ 岩手県 矢巾町 2:26:10
42 2611 齊藤 文子 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｺ 秋田県 秋田市 2:26:58
43 2636 大久保 順子 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 青森県 八戸市 はやて走友会 2:27:38
44 2639 坂本 章子 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺ 岩手県 盛岡市 2:28:04
45 2615 舛屋 正子 ﾏｽﾔ ﾏｻｺ 秋田県 秋田市 2:28:28
46 2619 髙橋 奈津子 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｺ 岩手県 盛岡市 2:29:46
47 2608 湊 廣子 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｺ 秋田県 五城目町 秋田県走友会 2:30:29
48 2607 野里 幸枝 ﾉｻﾄ ﾕｷｴ 岩手県 盛岡市 2:30:59
49 2625 三浦 貴子 ﾐｳﾗ ﾀｶｺ 山形県 酒田市 2:31:04
50 2616 舛屋 なぎさ ﾏｽﾔ ﾅｷﾞｻ 秋田県 秋田市 2:33:02
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51 2606 佐藤 かしく ｻﾄｳ ｶｼｸ 宮城県 仙台市 ゆっくり～ず 2:34:07
52 2605 佐藤 幸子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 秋田県 由利本荘市 2:36:07
53 2621 髙橋 ミツヨ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 宮城県 名取市 2:36:40
54 2637 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 2:37:40
55 2633 小林 友嘉里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 宮城県 富谷市 2:38:27
56 2647 進藤 あけみ ｼﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ 宮城県 仙台市 2:39:44
57 2601 高橋 奈生子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 岩手県 花巻市 2:39:57
58 2603 田巻 美津枝 ﾀﾏｷ ﾐﾂｴ 栃木県 益子町 2:45:00
59 2630 金田一 昌美 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ﾏｻﾐ 岩手県 遠野市 遠野トライアス 2:48:14
60 2610 齊藤 暁子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 秋田県 秋田市 Ａ。Ｔ。Ｍ＋Ｓ 2:48:58
61 2634 山崎 恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 仙台市 2:48:58
62 2618 白石 栄子 ｼﾗｲｼ ｴｲｺ 福島県 郡山市 盛岡走友会 2:51:40


