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1 1329 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県 仙台市 0:39:58
2 1365 泉谷 めぐみ ｲｽﾞﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ 青森県 青森市 ＭＡＤＣＵＲＥ 0:43:48
3 1339 村上 美由紀 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 宮城県 仙台市 0:45:43
4 1328 古舘 百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ 宮城県 大崎市 あさとあゆ 0:45:59
5 1308 赤坂 玲子 ｱｶｻｶ ﾚｲｺ 岩手県 盛岡市 岩手マスターズ 0:48:07
6 1344 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 岩手県 一関市 一関ＡＣ 0:49:10
7 1357 外山 裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ 秋田県 秋田市 0:49:25
8 1332 佐藤 由香 ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県 名取市 0:50:52
9 1343 早坂 詩乃 ﾊﾔｻｶ ｼﾉ 宮城県 仙台市 仙台明走会 0:52:20
10 1342 小熊 淳子 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 大河原町 0:52:22
11 1362 石岡 祐子 ｲｼｵｶ ﾕｳｺ 青森県 青森市 0:52:25
12 1375 小林 昭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 秋田県 秋田市 0:53:28
13 1303 阿部 美穂子 ｱﾍﾞ ﾐﾎｺ 秋田県 仙北市 田沢湖走ろう会 0:53:49
14 1327 菊地 富美子 ｷｸﾁ ﾌﾐｺ 岩手県 奥州市 0:54:06
15 1315 村田 ルリ子 ﾑﾗﾀ ﾙﾘｺ 秋田県 横手市 山内クラブ 0:55:02
16 1310 佐藤 千佳子 ｻﾄｳ ﾁｶｺ 宮城県 岩沼市 0:55:31
17 1330 畑中 博美 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 宮城県 美里町 南郷ラン・ラン 0:55:41
18 1317 佐藤 聖美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 岩手県 盛岡市 0:56:18
19 1348 大坂 幸 ｵｵｻｶ ﾐﾕｷ 青森県 八戸市 0:57:19
20 1334 原 ルミ子 ﾊﾗ ﾙﾐｺ 秋田県 美郷町 マジランラＲＣ 0:57:28
21 1358 久慈 美佳 ｸｼﾞ ﾐｶ 岩手県 盛岡市 0:57:48
22 1371 岩野 由紀子 ｲﾜﾉ ﾕｷｺ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 0:57:53
23 1325 菊地 暁美 ｷｸﾁ ｱｹﾐ 岩手県 奥州市 0:58:08
24 1373 伏見 弘美 ﾌｼﾐ ﾋﾛﾐ 秋田県 秋田市 0:58:53
25 1364 伊奈 美枝子 ｲﾅ ﾐｴｺ 秋田県 秋田市 0:59:22
26 1314 鈴木 昭子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 宮城県 大和町 ゆっくり～ず 1:00:20
27 1352 石川 早苗 ｲｼｶﾜ ｻﾅｴ 岩手県 北上市 1:01:40
28 1351 稲荷森 佳子 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾖｼｺ 岩手県 盛岡市 1:01:42
29 1360 柴田 美貴子 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷｺ 秋田県 横手市 ポプラーレ 1:01:52
30 1316 土屋 ハツ子 ﾂﾁﾔ ﾊﾂｺ 宮城県 岩沼市 1:02:01
31 1335 川野 智子 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 岩手県 滝沢市 ちよトモくらぶ 1:02:20
32 1323 髙橋 みちえ ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｴ 宮城県 登米市 豊里ランナー 1:02:39
33 1370 松高 茂子 ﾏﾂﾀｶ ｼｹﾞｺ 岩手県 住田町 ＳＪＨクラブ 1:03:29
34 1369 小野寺 政子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｺ 宮城県 気仙沼市 1:03:39
35 1336 細川 尚子 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳｺ 宮城県 石巻市 1:04:54
36 1377 角田 智子 ｶｸﾀ ﾉﾘｺ 岩手県 遠野市 1:05:32
37 1306 髙橋 ミツヨ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 宮城県 名取市 1:05:54
38 1367 堀川 恵 ﾎﾘｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 金ｹ崎町 1:05:56
39 1322 菊池 敦子 ｷｸﾁ ｱﾂｺ 岩手県 花巻市 1:06:10
40 1340 阿部 美香 ｱﾍﾞ ﾐｶ 岩手県 北上市 1:06:14
41 1326 千葉 久美子 ﾁﾊﾞ ｸﾐｺ 岩手県 北上市 カケッコーズ 1:07:10
42 1318 白石 栄子 ｼﾗｲｼ ｴｲｺ 福島県 郡山市 盛岡走友会 1:07:27
43 1378 歌川 睦子 ｳﾀｶﾞﾜ ﾑﾂｺ 宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜九条の会 1:08:09
44 1372 鹿野 静江 ｶﾉ ｼｽﾞｴ 岩手県 盛岡市 1:08:26
45 1355 小松 孝美 ｺﾏﾂ ﾀｶﾐ 岩手県 盛岡市 1:08:26
46 1368 阿部 美由紀 ｱﾍﾞ ﾐﾕｷ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 1:08:38
47 1302 志村 早苗 ｼﾑﾗ ｻﾅｴ 宮城県 仙台市 1:08:39
48 1305 篠村 照子 ｼﾉﾑﾗ ﾃﾙｺ 岩手県 雫石町 1:09:11
49 1376 吉田 明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 岩手県 盛岡市 1:09:34
50 1313 太田 祐子 ｵｵﾀ ﾕｳｺ 宮城県 多賀城市 1:10:10
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51 1331 長澤 玲子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾚｲｺ 岩手県 盛岡市 1:10:31
52 1311 菊地 孝子 ｷｸﾁ ﾀｶｺ 宮城県 仙台市 1:11:51
53 1346 小原 昌江 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｴ 岩手県 北上市 1:12:01
54 1338 酒田 和子 ｻｶﾀ ｶｽﾞｺ 秋田県 由利本荘市 1:12:03
55 1301 柏﨑 富喜子 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾄｷｺ 宮城県 仙台市 1:12:08
56 1312 小西 健子 ｺﾆｼ ｹﾝｺ 秋田県 秋田市 秋田こまくさＲＣ 1:13:06
57 1304 斉藤 花子 ｻｲﾄｳ ﾊﾅｺ 秋田県 秋田市 ももさだ走友会 1:13:13
58 1324 加賀谷 秀美 ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞﾐ 秋田県 秋田市 1:13:28
59 1353 武田 伸子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 岩手県 雫石町 1:13:50
60 1320 木村 勝子 ｷﾑﾗ ｶﾂｺ 宮城県 石巻市 石巻タートルＣ 1:14:00
61 1379 佐々木 仁子 ｻｻｷ ｼﾞﾝｺ 宮城県 大崎市 1:15:52
62 1341 有馬 美保 ｱﾘﾏ ﾐﾎ 岩手県 花巻市 国立花巻病院 1:16:22
63 1333 村上 美由起 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 宮城県 白石市 1:17:02
64 1350 笹花 輝美 ｻｻﾊﾅ ﾃﾙﾐ 岩手県 滝沢市 1:17:06
65 1347 熊谷 和子 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｺ 宮城県 名取市 チームクマ 1:20:03
66 1307 栗澤 かよ子 ｸﾘｻﾜ ｶﾖｺ 秋田県 美郷町 1:25:41
67 1309 佐藤 光子 ｻﾄｳ ﾐﾂｺ 宮城県 加美町 1:27:44
68 1363 大坪 信子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾉﾌﾞｺ 青森県 青森市 古希倶楽部 1:28:01
69 1319 石井 優美 ｲｼｲ ﾕﾐ 秋田県 秋田市 1:28:35
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