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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 県名 市区町村名 所属クラブ名 記 録

1 4211 畠山 望美 ﾊﾀｹﾔﾏ 岩手県 盛岡市 0:41:30
2 4204 栁松 千津 ﾔﾅｷﾞﾏﾂ ﾁﾂﾞ 宮城県 仙台市 仙台視覚障害Ｒ 0:41:38
3 4203 桜井 里江子 ｻｸﾗｲ ﾘｴｺ 宮城県 塩竈市 利府ＲＣ 0:44:33
4 4260 伊藤 香里 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 シャテンズ 0:46:13
5 4218 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県 秋田市 秋田ランナーズ 0:47:17
6 4252 阿部 百香 ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県 石巻市 石巻市 0:49:22
7 4220 千葉 栄子 ﾁﾊﾞ ｴｲｺ 宮城県 仙台市 ＡＲＣ仙台 0:49:45
8 4227 鳥井 紀子 ﾄﾘｲ ﾉﾘｺ 秋田県 秋田市 0:50:09
9 4215 多田 輝美 ﾀﾀﾞ ﾃﾙﾐ 岩手県 花巻市 スーパーオセン 0:50:17
10 4257 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 塩竈市 0:51:33
11 4253 安田 直子 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｺ 宮城県 仙台市 0:53:47
12 4202 畑中 博美 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 宮城県 美里町 南郷ランラン 0:53:53
13 4238 久慈 里奈 ｸｼﾞ ﾘﾅ 岩手県 盛岡市 醗酵クラブ 0:55:00
14 4248 武藤 美佐緒 ﾑﾄｳ ﾐｻｵ 秋田県 大仙市 0:55:51
15 4209 鈴木 まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 岩手県 奥州市 虎の穴 0:57:47
16 4246 田村 由紀代 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾖ 岩手県 盛岡市 1:00:04
17 4230 齊藤 正子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 岩手県 盛岡市 1:00:07
18 4270 杉澤 加代子 ｽｷﾞｻﾜ ｶﾖｺ 秋田県 美郷町 フィールド 1:00:26
19 4255 大井 早苗 ｵｵｲ ｻﾅｴ 宮城県 仙台市 1:00:30
20 4243 吉岡 恵 ﾖｼｵｶ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 仙台市 1:00:33
21 4217 手塚 美智子 ﾃﾂﾞｶ ﾐﾁｺ 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト 1:00:53
22 4226 浅沼 薫 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 1:01:38
23 4205 嶽石 朋子 ﾀﾞｹｲｼ ﾄﾓｺ 岩手県 盛岡市 自衛隊岩手地本 1:03:12
24 4219 門脇 文枝 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｴ 宮城県 登米市 チーム夢 1:03:18
25 4237 菅原 輝代美 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖﾐ 秋田県 男鹿市 わいわいクラブ 1:03:58
26 4239 千葉 富喜子 ﾁﾊﾞ ﾌｷｺ 岩手県 北上市 ソーベーズ 1:04:45
27 4264 友永 千春 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁﾊﾙ 秋田県 仙北市 1:05:05
28 4229 能登屋 ゆかり ﾉﾄﾔ ﾕｶﾘ 秋田県 秋田市 1:05:18
29 4265 鈴木 恭子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 岩手県 盛岡市 1:05:44
30 4214 宮崎 恵美 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾐ 宮城県 多賀城市 1:05:45
31 4232 渡會 恭子 ﾜﾀﾗｲ ｷｮｳｺ 秋田県 潟上市 1:05:54
32 4233 杉本 佳子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ 宮城県 仙台市 1:07:18
33 4208 斉藤 陽子 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ 宮城県 仙台市 サイト工業陸上 1:07:33
34 4266 角掛 孝子 ﾂﾉｶｹ ﾀｶｺ 岩手県 盛岡市 1:07:49
35 4244 鈴木 久美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ 宮城県 仙台市 1:08:19
36 4263 鈴木 博子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 秋田県 仙北市 1:08:33
37 4251 石橋 香織 ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾘ 秋田県 大仙市 1:08:38
38 4207 外舘 敏恵 ﾄﾀﾞﾃ ﾄｼｴ 岩手県 矢巾町 1:08:47
39 4242 佐々木 妃呂美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 岩手県 北上市 マゾマゾ団 1:09:16
40 4228 村松 直子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｺ 岩手県 矢巾町 ランランラン 1:09:19
41 4267 畠山 幸喜 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾂｷ 岩手県 一関市 1:10:15
42 4247 遠藤 深幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:11:38
43 4241 高橋 恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 秋田県 美郷町 1:11:40
44 4221 鈴木 美津子 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｺ 福島県 郡山市 1:11:41
45 4216 戸巻 和子 ﾄﾏｷ ｶｽﾞｺ 岩手県 北上市 1:11:54
46 4269 佐々木 芳子 ｻｻｷ ﾖｼｺ 岩手県 遠野市 リクブ遠野 1:12:08
47 4225 尾高 恵美 ｵﾀﾞｶ ﾒｸﾞﾐ 東京都 文京区 1:12:49
48 4236 安藤 愛子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ 秋田県 大仙市 1:14:09
49 4258 佐藤 由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 岩手県 花巻市 1:14:16
50 4224 田中 身和 ﾀﾅｶ ﾐﾜ 秋田県 横手市 1:14:35



Print: 2019/05/26 13:52:14 2 / 2 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 県名 市区町村名 所属クラブ名 記 録

51 4259 高橋 美穂子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 秋田県 由利本荘市 ハンゾー 1:17:01
52 4235 栗林 由里子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｺ 秋田県 横手市 1:17:38
53 4231 澤山 和子 ｻﾜﾔﾏ ｶｽﾞｺ 岩手県 紫波町 ＭＡＲＯＮ５ 1:19:49
54 4212 石田 香子 ｲｼﾀﾞ ｺｳｺ 秋田県 秋田市 1:20:07
55 4261 荻野 美紀 ｵｷﾞﾉ ﾐｷ 神奈川県 横浜市 1:20:15
56 4249 高島 幸恵 ﾀｶｼﾏ ﾕｷｴ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:20:59
57 4213 小玉 享子 ｺﾀﾞﾏ ｷｮｳｺ 秋田県 秋田市 1:24:22
58 4254 福原 千晶 ﾌｸﾊﾗ ﾁｱｷ 秋田県 秋田市 1:26:06
59 4250 安藤 睦子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾑﾂｺ 秋田県 男鹿市 1:26:38
60 4268 本間 直美 ﾎﾝﾏ ﾅｵﾐ 秋田県 美郷町 フィールド 1:28:02
61 4240 横山 恭子 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳｺ 宮城県 仙台市 勝也会 1:34:52
62 4256 及川 ルミ子 ｵｲｶﾜ ﾙﾐｺ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:43:09
63 4206 南川 マユミ ﾐﾅﾐｶﾜ ﾏﾕﾐ 岩手県 北上市 1:51:25


