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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 2649 滝ケ平 亜子 ﾀｷｶﾞﾋﾗ ｱｺ 宮城県 仙台市 ユナイテッド 1:26:05
2 2610 川和田 絵里 ｶﾜﾜﾀﾞ ｴﾘ 秋田県 秋田市 1:38:25
3 2631 栗田 たかね ｸﾘﾀ ﾀｶﾈ 宮城県 利府町 1:39:11
4 2617 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 1:39:44
5 2601 鈴木 莉子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 岩手県 宮古市 1:42:17
6 2627 小畑 春菜 ｵﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 宮城県 大崎市 1:43:04
7 2640 大谷 由紀 ｵｵﾀﾆ ﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:43:25
8 2623 山田 恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 山形県 庄内町 1:44:38
9 2647 及川 加奈子 ｵｲｶﾜ ｶﾅｺ 宮城県 松島町 1:46:06
10 2607 小松 澄江 ｺﾏﾂ ｽﾐｴ 秋田県 秋田市 1:46:46
11 2628 大森 麗子 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｺ 秋田県 男鹿市 1:48:05
12 2633 吉田 幸江 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁｴ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:50:08
13 2639 佐藤 千代子 ｻﾄｳ ﾁﾖｺ 宮城県 仙台市 住吉台走友会 1:50:38
14 2624 上川原 由美 ｶﾐｶﾜﾗ ﾕﾐ 宮城県 岩沼市 岩沼ランクラブ 1:51:56
15 2632 佐々木 美奈子 ｻｻｷ ﾐﾅｺ 宮城県 利府町 1:53:28
16 2611 山品 恵里子 ﾔﾏｼﾅ ｴﾘｺ 秋田県 湯沢市 1:55:20
17 2641 柿沼 直子 ｶｷﾇﾏ ﾅｵｺ 宮城県 仙台市 1:56:21
18 2652 村上 祥子 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺ 岩手県 奥州市 1:58:16
19 2602 菅野 まさえ ｶﾝﾉ ﾏｻｴ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 1:58:37
20 2603 小嶋 麻子 ｵｼﾞﾏ ｱｻｺ 宮城県 石巻市 ＪＡいしのまき 2:00:44
21 2651 熊澤 恵美 ｸﾏｻﾞﾜ ｴﾐ 宮城県 仙台市 2:01:44
22 2638 小林 友嘉里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 宮城県 富谷市 2:04:28
23 2637 高橋 加奈子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 岩手県 北上市 2:06:59
24 2606 高橋 育子 ﾀｶﾊｼ ｲｸｺ 岩手県 北上市 2:07:05
25 2605 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 2:08:44
26 2612 佐々木 良子 ｻｻｷ ﾘｮｳｺ 秋田県 秋田市 あシロート秋田 2:10:07
27 2629 本郷 奈央 ﾎﾝｺﾞｳ ﾅｵ 宮城県 多賀城市 2:11:00
28 2614 根田 みどり ﾈﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 宮城県 仙台市 2:12:28
29 2619 鈴木 まゆ子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 岩手県 奥州市 虎の穴 2:13:28
30 2635 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 岩手県 西和賀町 八の会 2:14:34
31 2630 山本 美世子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾖｺ 岩手県 北上市 チーム山 2:15:44
32 2621 金森 和子 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｺ 宮城県 丸森町 2:15:48
33 2618 髙橋 晃子 ﾀｶﾊｼ ｺｳｺ 岩手県 一関市 2:16:08
34 2615 八重樫 百子 ﾔｴｶﾞｼ ﾓﾓｺ 岩手県 北上市 ケミコンＬＲＣ 2:18:33
35 2620 佐藤 かしく ｻﾄｳ ｶｼｸ 宮城県 色麻町 2:19:22
36 2648 長岡 光子 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾂｺ 岩手県 盛岡市 2:19:24
37 2626 三上 智美 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾐ 岩手県 盛岡市 2:21:51
38 2634 澤村 和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 岩手県 遠野市 2:23:07
39 2646 佐藤 幸子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 秋田県 由利本荘市 吉沢簡易郵便局 2:25:41
40 2613 池田 美加子 ｲｹﾀﾞ ﾐｶｺ 福島県 須賀川市 2:25:50
41 2636 小笠原 章代 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾖ 岩手県 北上市 2:26:28
42 2650 沼田 智恵 ﾇﾏﾀ ﾁｴ 宮城県 仙台市 2:28:12
43 2609 齊藤 暁子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 秋田県 秋田市 Ａ．Ｔ．Ｍ＋Ｓ 2:29:09
44 2645 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 2:29:28
45 2616 髙橋 絹子 ﾀｶﾊｼ ｷﾇｺ 宮城県 石巻市 桜坂ＲＣ 2:31:22
46 2622 阪口 ゆかり ｻｶｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 宮城県 仙台市 クッキーＭ 2:34:13
47 2608 湊 廣子 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｺ 秋田県 五城目町 2:43:45
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