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1 25047 小野 咲子 ｵﾉ ｻｷｺ 日の出クラブ 福島県 0:39:38
2 25025 佐久間 信子 ｻｸﾏ ﾉﾌﾞｺ 福島県 0:42:01
3 25083 秋元 愛 ｱｷﾓﾄ ｱｲ チーム秋元家 福島県 0:42:25
4 25223 永林 美波 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 福島県 0:44:07
5 25017 俊野 里美 ﾄｼﾉ ｻﾄﾐ かけっこ会 茨城県 0:44:21
6 25031 青木 貴代 ｱｵｷ ﾀｶﾖ チーム青木 福島県 0:46:51
7 25086 宍戸 瞳 ｼｼﾄﾞ ﾋﾄﾐ 東洋システム 福島県 0:49:07
8 25039 中川 可奈子 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅｺ 土気クラブ 千葉県 0:50:36
9 25191 原田 東 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂﾞﾏ 福島県 0:50:42

10 25226 坂本 彩夏 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 福島県 0:51:45
11 25128 楠 絵美里 ｸｽﾉｷ ｴﾐﾘ 福島県 0:52:19
12 25126 永山 麻美子 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏﾐｺ 福島県 0:52:53
13 25148 阿部 彩 ｱﾍﾞ ｱﾔ 福島県 0:53:15
14 25090 津田 かおり ﾂﾀﾞ ｶｵﾘ 福島県 0:53:21
15 25048 平 育実 ﾀｲﾗ ｲｸﾐ 福島県 0:53:27
16 25012 大友 絢香 ｵｵﾄﾓ ｱﾔｶ 福島県 0:53:28
17 25033 新妻 美奈子 ﾆｲﾂﾏ ﾐﾅｺ 東京都 0:54:32
18 25061 小川 敦子 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｺ 福島県 0:55:37
19 25131 小野 みなみ ｵﾉ ﾐﾅﾐ 福島県 0:56:06
20 25196 内田 真理子 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾘｺ 福島県 0:56:07
21 25118 菅原 彩 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔ 宮城県 0:56:10
22 25044 林 絵美 ﾊﾔｼ ｴﾐ ＪＫＲ 福島県 0:56:17
23 25127 立花 朋美 ﾀﾁﾊﾅ ﾄﾓﾐ 福島県 0:56:50
24 25029 三登 百合子 ﾐﾄ ﾕﾘｺ 広島県 0:57:35
25 25207 舟尾 依子 ﾌﾅｵ ﾖﾘｺ チームＭ４ 福島県 0:57:38
26 25177 堀江 樹里亜 ﾎﾘｴ ｼﾞｭﾘｱ 福島県 0:57:44
27 25107 上野 由紀恵 ｳｴﾉ ﾕｷｴ チーム・ペシェ 福島県 0:58:08
28 25093 後藤 詩織 ｺﾞﾄｳ ｼｵﾘ 千葉県 0:58:09
29 25125 立花 凡江 ﾀﾁﾊﾅ ﾅﾐｴ 福島県 0:58:10
30 25178 宮田 盟子 ﾐﾔﾀ ﾒｲｺ アップル薬局 千葉県 0:58:12
31 25135 西原 由有 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳ アップル薬局 千葉県 0:58:16
32 25190 益子 裕香 ﾏｽｺ ﾕｶ 走る会 福島県 0:58:16
33 25054 林田 彩加 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｲｶ ＢＥＥＲＥＳＴ 神奈川県 0:58:46
34 25143 古川 和 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾄﾞｶ 福島県 0:58:50
35 25116 熊田 彩花 ｸﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 福島日産 福島県 0:58:54
36 25140 長瀬 桃子 ﾅｶﾞｾ ﾓﾓｺ シャプラニール 東京都 0:59:03
37 25169 柳 夏美 ﾔﾅｷﾞ ﾅﾂﾐ 福島県 0:59:03
38 25088 安島 恵理 ｱｼﾞﾏ ｴﾘ 神奈川県 0:59:30
39 25113 伊藤 裕佳 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 福島県 0:59:36
40 25097 鈴木 千穂 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ さめがわらん 福島県 0:59:37
41 25114 大村 しおり ｵｵﾑﾗ ｼｵﾘ 福島県 0:59:40
42 25045 松崎 香奈恵 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾅｴ チームＳ 福島県 0:59:59
43 25064 酒井 美妃子 ｻｶｲ ﾐｷｺ 神奈川県 1:00:13
44 25104 倉田 里美 ｸﾗﾀ ｻﾄﾐ 埼玉県 1:00:21
45 25146 豊島 夏海 ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂﾐ いわき明星大学 秋田県 1:00:24
46 25027 岡村 朋子 ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 福島県 1:00:26
47 25213 菅野 有沙 ｶﾝﾉ ｱﾘｻ 福島県 1:00:28
48 25102 秋元 由惠 ｱｷﾓﾄ ﾖｼｴ 福島県 1:00:38
49 25089 安彦 千井 ｱﾋﾞｺ ﾁｲ 福島県 1:00:40
50 25021 鈴木 裕江 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ 福島県 1:01:01
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51 25147 門馬 詞子 ﾓﾝﾏ ﾉﾘｺ 福島県 1:01:08
52 25217 山下 美穂 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾎ 東京都 1:01:13
53 25227 小林 由佳理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ 千葉県 1:01:22
54 25155 菅野 奈々 ｽｶﾞﾉ ﾅﾅ にこやか整骨院 福島県 1:01:23
55 25209 佐藤 愁子 ｻﾄｳ ｼｭｳｺ 福島県 1:01:28
56 25030 山田 綾子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 東京都 1:01:28
57 25019 小川 光咲 ｵｶﾞﾜ ﾐｻｷ 福島県 1:02:01
58 25077 田嶋 早織 ﾀｼﾞﾏ ｻｵﾘ 福島県 1:02:02
59 25052 下山田 結真 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾕﾏ 福島県 1:02:15
60 25094 丹治 由佳利 ﾀﾝｼﾞ ﾕｶﾘ 宮城県 1:02:38
61 25145 大平 詩織 ｵｵﾋﾗ ｼｵﾘ かしま病院 福島県 1:02:43
62 25124 後藤 聡子 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｺ 福島県 1:02:53
63 25043 二階堂 嘉美 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｼﾐ 福島県 1:02:54
64 25154 猪狩 恵美 ｲｶﾞﾘ ﾒｸﾞﾐ ＶＣ５６ 福島県 1:02:56
65 25053 佐藤 里菜 ｻﾄｳ ﾘﾅ 福島県 1:02:57
66 25062 佐藤 彩加 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 福島県 1:02:58
67 25222 蛭田 耶子 ﾋﾙﾀ ﾔｺ 福島県 1:03:22
68 25133 菅野 由 ｶﾝﾉ ﾕｲ ランニン 福島県 1:03:23
69 25181 佐藤 千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 福島県 1:03:31
70 25100 情野 香里 ｾｲﾉ ｶｵﾘ 福島県 1:03:32
71 25040 猪俣 美沙 ｲﾉﾏﾀ ﾐｻ ＶＣ５６ 福島県 1:03:33
72 25078 遠藤 香 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 福島県 1:03:40
73 25091 長澤 唯美 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾐ 福島県 1:03:46
74 25117 熊田 春菜 ｸﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 白樺 福島県 1:03:48
75 25013 本田 幸恵 ﾎﾝﾀﾞ サーテー会 福島県 1:03:56
76 25069 佐藤 結希 ｻﾄｳ ﾕｷ 東京都 1:04:06
77 25179 武田 美香 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶ 福島県 1:04:11
78 25139 鈴木 絵美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 東京都 1:04:22
79 25225 塩田 英美 ｼｵﾀ ｴﾐ 福島県 1:04:31
80 25098 三浦 麻樹 ﾐｳﾗ ﾏｷ 福島県 1:04:33
81 25201 奥村 麻由子 ｵｸﾑﾗ ﾏﾕｺ 山形県 1:04:33
82 25082 佐藤 萌 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 1:04:35
83 25215 黒沼 千佳 ｸﾛﾇﾏ ﾁｶ ＢＷＲＣ 東京都 1:04:47
84 25122 草野 楓 ｸｻﾉ ｶｴﾃﾞ 福島県 1:04:53
85 25188 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 福島県 1:05:00
86 25187 伏見 真衣子 ﾌｼﾐ ﾏｲｺ 福島県 1:05:00
87 25059 松本 七菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 福島県 1:05:02
88 25185 沼崎 綾香 ﾇﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 福島県 1:05:02
89 25212 須藤 久美子 ｽﾄｳ ｸﾐｺ ローレルバレイ 福島県 1:05:08
90 25134 楊 爽 ﾖｳ ｿｳ 天天 福島県 1:05:08
91 25065 小野 淳美 ｵﾉ ｱﾂﾐ 福島県 1:05:25
92 25214 見城 沙希 ｹﾝｼﾞｮｳ ｻｷ 福島県 1:05:28
93 25193 渡部 美咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 福島県 1:05:28
94 25186 大平 朋美 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓﾐ 幸雄会 福島県 1:05:56
95 25068 高宮 由紀子 ﾀｶﾐﾔ ﾕｷｺ びあれすと 神奈川県 1:05:56
96 25197 菅野 友美 ｶﾝﾉ ﾕﾐ 福島県 1:05:56
97 25081 田中 陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 東京都 1:05:58
98 25182 熊田 まゆみ ｸﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 福島県 1:06:23
99 25165 長沢 静香 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｽﾞｶ 福島県 1:06:37

100 25136 曳地 沙織 ﾋｷﾁ ｻｵﾘ 福島県 1:06:46
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101 25138 渡辺 寛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ ＢＷＲＣ 東京都 1:06:53
102 25103 間瀬 まゆみ ﾏｾ ﾏﾕﾐ 福島県 1:07:04
103 25157 酒井 瑞穂 ｻｶｲ ﾐｽﾞﾎ 福島県 1:07:27
104 25173 沼崎 夏美 ﾇﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 東京都 1:07:39
105 25015 平松 恵 ﾋﾗﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 福島県 1:07:54
106 25060 木村 佳代 ｷﾑﾗ ｶﾖ 栃木県 1:08:10
107 25084 佐藤 亜由美 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 福島県 1:08:12
108 25070 斉藤 幸恵 ｻｲﾄｳ ｻﾁｴ 福島県 1:08:20
109 25022 中村 紘子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 福島県 1:08:25
110 25174 上井 理恵 ｳﾜｲ ﾘｴ 常磐共同ガス 福島県 1:08:41
111 25156 佐竹 いずみ ｻﾀｹ ｲｽﾞﾐ 東京都 1:08:42
112 25205 川西 あかね ｶﾜﾆｼ ｱｶﾈ 東北大学 宮城県 1:09:22
113 25032 中尾 安澄 ﾅｶｵ ｱｽﾞﾐ 都留文科大学 福島県 1:09:22
114 25150 中澤 愛海 ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 福島県 1:09:26
115 25151 渋井 望美 ｼﾌﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 福島県 1:09:26
116 25152 デワン きりこ ﾃﾞﾜﾝ ｷﾘｺ 福島県 1:09:26
117 25099 坂寄 美千佳 ｻｶﾖﾘ ﾐﾁｶ 福島県 1:09:29
118 25202 大和田 瑞恵 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 福島県 1:09:31
119 25132 設楽 梢 ｼﾀﾞﾗ ｺｽﾞｴ 福島県 1:09:42
120 25144 南端 美華 ﾅﾝﾊﾞ ﾐｶ 西郷村 福島県 1:09:47
121 25026 只野 佑季 ﾀﾀﾞﾉ ﾕｷ 福島県 1:09:58
122 25142 針金 まゆみ ﾊﾘｶﾞﾈ ﾏﾕﾐ 福島県 1:10:02
123 25221 三星 瑠梨 ﾐﾂﾎﾞｼ ﾙﾘ 福島県 1:10:02
124 25180 村上 春名 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 福島県 1:10:14
125 25057 羽賀 汐里 ﾊｶﾞ ｼｵﾘ 福島県 1:10:32
126 25192 佐藤 南 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 宮城県 1:10:38
127 25119 佐藤 緑 ｻﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ シャプラニール 神奈川県 1:10:42
128 25189 小椋 史保 ｵｸﾞﾗ ｼﾎ メルク 福島県 1:10:47
129 25087 佐藤 舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 福島県 1:10:53
130 25074 宮島 さき ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷ 福島県 1:10:59
131 25101 木原 麻衣子 ｷﾊﾗ ﾏｲｺ 福島県 1:11:08
132 25024 秋山 夏弓 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂﾐ 神谷幼稚園 福島県 1:11:12
133 25115 鎌田 順子 ｶﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 1:11:15
134 25108 村田 馨 ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 福島県 1:11:16
135 25206 伊藤 桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ Ｔ－２９ 福島県 1:11:27
136 25018 尾亦 恵美 ｵﾏﾀ ｴﾐ 福島県 1:11:38
137 25172 梨本 彩乃 ﾅｼﾓﾄ ｱﾔﾉ 群馬県 1:11:41
138 25028 長澤 久美子 ﾅｶﾞｻﾜ ｸﾐｺ 福島県 1:11:45
139 25049 永久保 朱美 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｱｹﾐ 福島県 1:11:59
140 25171 高木 沙織 ﾀｶｷﾞ ｻｵﾘ 福島県 1:12:52
141 25036 志賀 美紀 ｼｶﾞ ﾐｷ 有機合成薬品 福島県 1:13:33
142 25037 鈴木 亜友美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 有機合成薬品 福島県 1:13:33
143 25020 清野 由希子 ｾｲﾉ ﾕｷｺ 門馬商事 福島県 1:13:34
144 25080 折笠 貴子 ｵﾘｶｻ ﾀｶｺ 東京都 1:13:48
145 25208 小笠原 瑞樹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ 福島県 1:13:54
146 25170 藁谷 美咲 ﾜﾗｶﾞｲ ﾐｻｷ 福島県 1:13:54
147 25211 笹木 菜々子 ｻｻｷ ﾅﾅｺ 朝日マリオン 東京都 1:14:01
148 25219 佐藤 実希 ｻﾄｳ ﾐｷ 福島県 1:14:01
149 25216 山崎 菜々栄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅｴ 埼玉県 1:14:01
150 25023 小野 早苗 ｵﾉ ｻﾅｴ 小野夫婦 福島県 1:14:07
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151 25218 大和田 翠 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 福島県 1:14:24
152 29004 松本 奈々 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ ＢＷＲＣ 東京都 1:14:56
153 25058 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 栃木県 1:15:05
154 25042 水野 早苗 ﾐｽﾞﾉ ｻﾅｴ 福島県 1:15:56
155 25041 大平 香 ｵｵﾋﾗ ｶｵﾘ 福島県 1:15:56
156 25159 佐々木 知佳 ｻｻｷ ﾁｶ 東京都 1:16:08
157 25158 町田 ユミ ﾏﾁﾀﾞ ﾕﾐ 福島県 1:16:08
158 25204 鈴木 萌 ｽｽﾞｷ ﾓｴ 福島県 1:16:45
159 25160 鯨岡 奈那子 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾅﾅｺ 福島県 1:17:28
160 25055 山口 夏代 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾖ 共栄ＯＺ２３６ 福島県 1:17:30
161 25034 佐藤 麻衣 ｻﾄｳ ﾏｲ ランスタ 東京都 1:17:30
162 25067 大須賀 久子 ｵｵｽｶﾞ ﾋｻｺ 福島県 1:18:50
163 25167 遊佐 恵里香 ﾕｻ ｴﾘｶ 福島県 1:19:24
164 25038 箭内 芽以 ﾔﾅｲ ﾒｲ 有機合成薬品 福島県 1:19:28
165 25046 清水 七保子 ｼﾐｽﾞ ﾅﾎｺ 関彰商事 福島県 1:19:42
166 25166 小野寺 沙織 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻｵﾘ 福島県 1:20:01
167 25200 菊地 康子 ｷｸﾁ ﾔｽｺ チームバックル 茨城県 1:21:27
168 25073 鈴木 めぐみ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 福島県 1:21:29
169 25050 室井 久美子 ﾑﾛｲ ｸﾐｺ 福島県 1:21:46
170 25014 永塚 久美子 ﾅｶﾞﾂｶ ｸﾐｺ 福島県 1:22:13
171 25168 蛭田 育美 ﾋﾙﾀ ｲｸﾐ 福島県 1:24:09
172 25066 波汐 直美 ﾅﾐｼｵ ﾅｵﾐ 完走野菜 福島県 1:26:13
173 25164 佐藤 ことえ ｻﾄｳ ｺﾄｴ 福島県 1:31:24


