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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 4117 鈴木 幸恵 ｽｽﾞｷ ﾕｷｴ 秋田県 秋田市 0:40:08
2 4134 庄司 夏子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ 岩手県 一関市 千葉恵製菓 0:41:35
3 4110 新田 彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 岩手県 花巻市 0:45:57
4 4112 鈴木 真生 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 宮城県 栗原市 激爽 0:46:45
5 4109 齊藤 みゆき ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:47:59
6 4140 阿部 杏子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 仙台市 0:48:16
7 4118 吉田 さゆり ﾖｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 岩手県 花巻市 水沢南小学校 0:54:10
8 4136 藤原 美樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 秋田県 秋田市 0:54:23
9 4127 小向 裕美 ｺﾑｶｲ ﾋﾛﾐ 岩手県 盛岡市 0:56:09
10 4143 及川 千明 ｵｲｶﾜ ﾁｱｷ 岩手県 北上市 0:56:25
11 4144 戸田 加代子 ﾄﾀﾞ ｶﾖｺ 秋田県 横手市 0:58:26
12 4123 佐藤 千紘 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 東京都 目黒区 0:59:20
13 4107 曳地 沙織 ﾋｷﾁ ｻｵﾘ 福島県 伊達市 0:59:22
14 4129 泉 由美 ｲｽﾞﾐ ﾕﾐ 秋田県 潟上市 1:01:51
15 4130 吉田 浩子 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 宮城県 仙台市 1:02:15
16 4142 辻 紋子 ﾂｼﾞ ｱﾔｺ 秋田県 美郷町 フィールド 1:02:38
17 4102 川野 友里子 ｶﾜﾉ ﾕﾘｺ 岩手県 滝沢市 チヨトモクラブ 1:03:03
18 4124 廣部 麻美子 ﾋﾛﾍﾞ ﾏﾐｺ 東京都 世田谷区 1:03:49
19 4101 高橋 恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 西和賀町 小繋沢走友会 1:04:37
20 4106 田宮 愛子 ﾀﾐﾔ ｱｲｺ 東京都 品川区 1:04:52
21 4141 横井 希望 ﾖｺｲ ﾉｿﾞﾐ 秋田県 横手市 1:04:59
22 4115 主藤 里子 ｼｭﾄｳ ｻﾄｺ 宮城県 登米市 チームマーテル 1:06:03
23 4126 中机 純子 ﾅｶﾂｸｴ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 一関市 1:06:42
24 4135 石川 奈々子 ｲｼｶﾜ ﾅﾅｺ 宮城県 仙台市 1:08:40
25 4132 吉田 千代子 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾖｺ 秋田県 大仙市 ショコラッシュ 1:09:44
26 4121 松本 恵理 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ 秋田県 大仙市 フィールド 1:10:52
27 4133 大野 優 ｵｵﾉ ﾕｳ 青森県 八戸市 1:13:39
28 4104 小田嶋 菜美 ｵﾀﾞｼﾏ ﾅﾐ 秋田県 横手市 1:14:12
29 4138 昆 亜耶 ｺﾝ ｱﾔ 岩手県 北上市 1:15:35
30 4125 佐々木 麻里 ｻｻｷ ﾏﾘ 神奈川県 川崎市 1:16:07
31 4131 斉田 実花 ｻｲﾀ ﾐｶ 岩手県 盛岡市 1:19:01
32 4111 吉田 由妃 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 取手市 1:19:24
33 4108 須藤 美幸 ｽﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 岩手県 北上市 須藤夫妻 1:22:04
34 4119 原田 裕子 ﾊﾗﾀ ﾕｳｺ 青森県 五所川原市 1:23:14
35 4122 大宮 尚子 ｵｵﾐﾔ ﾅｵｺ 東京都 目黒区 1:23:30
36 4105 熊谷 聡子 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｺ 秋田県 秋田市 1:25:23
37 4137 児玉 真菜 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾅ 岩手県 釜石市 1:26:33
38 4139 佐藤 裕香 ｻﾄｳ ﾕｶ 岩手県 北上市 1:27:04
39 4116 小田島 ロアン ｵﾀﾞｼﾏ ﾛｱﾝ 岩手県 西和賀町 チームベトナム 1:28:42
40 4103 加藤 知花 ｶﾄｳ ﾁｶ 岩手県 北上市 1:32:03


