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1 26093 木村 恵巳 ｷﾑﾗ ｴﾐ たんぽぽＲＣ 宮城県 0:43:54
2 26141 会田 智子 ｱｲﾀ ﾄﾓｺ ミニランナー 福島県 0:44:03
3 26074 佐藤 里香 ｻﾄｳ ﾘｶ 山形県 0:44:15
4 26112 齋藤 純江 ｻｲﾄｳ ｽﾐｴ 笠松走友会 茨城県 0:45:09
5 26029 金子 由美 ｶﾈｺ ﾕﾐ 福島県 0:46:55
6 26073 片寄 由布子 ｶﾀﾖｾ ﾕｳｺ チーム１６ 福島県 0:47:37
7 26179 生田目 智恵子 ﾅﾏﾀﾒ ﾁｴｺ クリームティー 福島県 0:48:21
8 26111 牧ノ原 涼子 ﾏｷﾉﾊﾗ ﾘﾖｳｺ 広野町 福島県 0:48:41
9 26211 梅木 圭子 ｳﾒｷ ｹｲｺ ＴＤ水沢 岩手県 0:48:53

10 26057 鈴木 恵 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ スパーク千代田 茨城県 0:49:46
11 26022 安田 亜希 ﾔｽﾀﾞ ｱｷ 薬走会 福島県 0:50:47
12 26113 塩田 富士子 ｼｵﾀﾞ ﾌｼﾞｺ アルパインＯＮ 福島県 0:50:55
13 26189 小松 智子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ クリームティー 福島県 0:50:57
14 26215 又吉 聡子 ﾏﾀﾖｼ ｻﾄｺ こみゅーん 福島県 0:51:02
15 26001 Ｒｏｂｉｎ Ｊｕｍｐｅｒ ﾛﾋﾞﾝ ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ Ｋａｕａｉ Ｍａｒａｔｈｏｎ 海外 0:51:48
16 26160 佐藤 純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 観月台走友会 福島県 0:52:28
17 26165 宮下 智子 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｺ チーム朝日山 新潟県 0:53:03
18 26145 山田 亜紀子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 宮城県 0:53:29
19 26072 平 朋子 ﾀｲﾗ ﾄﾓｺ 福島県 0:53:51
20 26078 長瀬 美智代 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁﾖ フェニックス 福島県 0:54:06
21 26177 戸城 陽子 ﾄｼﾛ ﾖｳｺ 福島県 0:54:14
22 29001 中井 ひろみ ﾅｶｲ ﾋﾛﾐ 東京都 0:54:34
23 26043 熊坂 照子 ｸﾏｻｶ ﾃﾙｺ 福島県 0:54:42
24 26110 関根 いずみ ｾｷﾈ ｲｽﾞﾐ 茨城県 0:55:01
25 26125 飯島 登世子 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾖｺ 茨城県 0:55:05
26 26140 松川 さゆみ ﾏﾂｶﾜ ｻﾕﾐ 茨城県 0:55:08
27 26028 高林 美貴子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｺ 福島県 0:55:16
28 26054 金子 りさ ｶﾈｺ ﾘｻ 千葉県 0:55:20
29 26019 雨宮 かおり ｱﾒﾐﾔ ｶｵﾘ 福島県 0:55:24
30 26060 肥後 輝呼 ﾋｺﾞ ｱｷｺ 茨城県 0:55:34
31 26206 根本 景子 ﾈﾓﾄ ｹｲｺ 松居屋米屋 福島県 0:56:04
32 26183 沖田 久美子 ｵｷﾀ ｸﾐｺ 福島県 0:56:13
33 26061 宮沢 尚子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｺ チーム丸森病院 宮城県 0:56:18
34 26167 澤井 佳子 ｻﾜｲ ﾖｼｺ 宮城県 0:56:49
35 26185 久保田 佳子 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｺ サスティナ 福島県 0:57:17
36 26096 根本 よし子 ﾈﾓﾄ ﾖｼｺ 福島県 0:57:28
37 26172 高崎 陽子 ﾀｶｻｷ ﾖｳｺ 茨城県 0:57:39
38 26169 山本 洋子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 石神第２小学校 福島県 0:57:47
39 26014 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 福島県 0:58:00
40 26207 諸杉 憲子 ﾓﾛｽｷﾞ ﾉﾘｺ 福島県 0:58:00
41 26068 佐藤 智子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 磐城農業 福島県 0:58:03
42 26076 中川 素子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ 株式会社カーブ 東京都 0:58:23
43 26175 山崎 貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ チーム味三昧 岩手県 0:58:25
44 26048 澤井 美智子 ｻﾜｲ ﾐﾁｺ 東京都 0:58:26
45 26067 高野 博美 ｺｳﾔ ﾋﾛﾐ 福島県 0:58:32
46 26135 伊藤 恭子 ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 宮城県 0:58:41
47 26149 初 桂芳 ﾊﾂ ｹｲﾎｳ 天天 福島県 0:58:58
48 26104 田中 千加 ﾀﾅｶ ﾁｶ 東京都 0:59:13
49 26082 加藤 優子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 宮城県 0:59:19
50 26182 川口 朱美 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｹﾐ 福島県 0:59:27
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51 26033 五十嵐 弘美 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾐ 福島県 0:59:28
52 26045 西山 千恵美 ﾆｼﾔﾏ ﾁｴﾐ 丸紅グループ 東京都 0:59:32
53 26123 蛭田 清代枝 ﾋﾙﾀ ｷﾖｴ さめがわらん 福島県 0:59:38
54 26097 菊池 裕美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ 静岡県 1:00:21
55 26037 鹿中 知穂 ｶﾅｶ ﾁｶﾎ 福島県 1:00:23
56 26200 増子 陽子 ﾏｼｺ ﾖｳｺ 福島県 1:00:26
57 26132 堀江 直美 ﾎﾘｴ ﾅｵﾐ 神奈川県 1:00:53
58 26071 鈴木 友里 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ 海老の丸や 福島県 1:01:07
59 26191 白岩 たつ代 ｼﾗｲﾜ ﾀﾂﾖ 嗚呼走会 福島県 1:01:16
60 26108 磯野 公子 ｲｿﾉ ｷﾐｺ しろくま 茨城県 1:01:38
61 26053 伊藤 幸恵 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 福島県 1:01:40
62 26187 田村 佳奈美 ﾀﾑﾗ ｶﾅﾐ 福島県 1:01:45
63 26101 石川 規容子 ｲｼｶﾜ ｷﾖｺ 福島県 1:01:50
64 26126 渡辺 美佐子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｺ 福島県 1:01:59
65 26070 若松 知子 ﾜｶﾏﾂ ﾄﾓｺ 福島県 1:02:02
66 26137 手塚 和美 ﾃﾂﾞｶ ｶｽﾞﾐ 東京都 1:02:05
67 26090 玉澤 久子 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾋｻｺ 福島県 1:02:10
68 26106 河内 真弓 ｶﾜｳﾁ ﾏﾕﾐ 新潟県 1:02:26
69 26193 鴫原 敦子 ｼｷﾞﾊﾗ ｱﾂｺ 嗚呼走会 福島県 1:02:29
70 26115 酒井 真理子 ｻｶｲ ﾏﾘｺ 福島県 1:02:34
71 26134 有馬 真由美 ｱﾘﾏ ﾏﾕﾐ チームアリマ 福島県 1:02:37
72 26168 大谷 湖水 ｵｵﾀﾆ ｺｽﾞｲ ＡＶＡＮＴＩｍ 福島県 1:02:52
73 26027 関根 節子 ｾｷﾈ ｾﾂｺ 福島県 1:02:53
74 26099 中山 文枝 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐｴ かしまＲＣ 福島県 1:03:02
75 26055 中村 京子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 東京都 1:03:02
76 26049 牧野 千代子 ﾏｷﾉ ﾁﾖｺ 神奈川県 1:03:48
77 26026 鈴木 真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 福島県 1:03:54
78 26197 松岡 薫子 ﾏﾂｵｶ ｶｵﾙｺ 三和中学校 福島県 1:04:09
79 26092 石田 美枝 ｲｼﾀﾞ ﾐｴ ひまわり信金 福島県 1:04:12
80 26170 至極 由紀美 ｼｺﾞｸ ﾕｷﾐ 福島県 1:04:13
81 26173 針生 江美 ﾊﾘｭｳ ｴﾐ 宮城県 1:04:18
82 26086 鶴田 和恵 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞｴ ワップシステム 宮城県 1:04:20
83 26214 根本 由美子 ﾈﾓﾄ ﾕﾐｺ 青い跳ね馬 茨城県 1:04:43
84 26047 長須賀 友子 ﾅｶﾞｽｶ ﾕｳｺ 千葉県 1:04:47
85 26178 高橋 祐子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 福島県 1:05:13
86 26050 堀内 真理子 ﾎﾘｳﾁ ﾏﾘｺ 福島県 1:05:20
87 26139 齊藤 志保 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 宮城県 1:05:25
88 26161 間下 由子 ﾏｼﾓ ﾖｼｺ 東京電力 東京都 1:05:27
89 26012 鈴木 幸江 ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 高久剣道教室 福島県 1:05:28
90 26150 小山 正江 ｺﾔﾏ ﾏｻｴ Ｔｅａｍ Ｋ 福島県 1:05:46
91 26116 伊藤 知子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 三菱商事 東京都 1:05:48
92 26064 井手尾 由美子 ｲﾃﾞｵ ﾕﾐｺ サロメチーム 東京都 1:05:49
93 26143 深谷 沢子 ﾌｶﾔ ｻﾜｺ 茨城県 1:05:51
94 26063 松尾 孝子 ﾏﾂｵ ﾀｶｺ 宮城県 1:05:54
95 26192 矢吹 裕子 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｺ 嗚呼走会 福島県 1:06:05
96 26042 安達 敦子 ｱﾀﾞﾁ ｱﾂｺ 福島県 1:06:06
97 26130 大河原 京子 ｵｵｶﾜﾗ ｷｮｳｺ 福島県 1:06:11
98 26129 金光 由美 ｶﾅﾐﾂ ﾕﾐ ＶＣ５６ 福島県 1:06:13
99 26159 菊地 寿賀 ｷｸﾁ ｽｶﾞ 茨城県 1:06:24

100 26120 坂本 希 ｻｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ さめがわらん 茨城県 1:06:25
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101 26201 丸山 柳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺ チームバックル 茨城県 1:06:38
102 26024 大河原 文子 ｵｵｶﾜﾗ ﾌﾐｺ ◆完走野菜◆ 福島県 1:06:42
103 26119 植木 久美江 ｳｴｷ ｸﾐｴ 東京都 1:06:43
104 26075 中村 玲子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 神奈川県 1:06:46
105 26011 根本 純子 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 1:06:59
106 26058 平田 智枝 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｴ 福島県 1:07:02
107 26204 佐々木 恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 山形県 1:07:04
108 26124 千葉 めぐみ ﾁﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ 福島県 1:07:22
109 26181 織田 千穂 ｵﾘﾀ ﾁﾎ ファゼンダＲＣ 愛媛県 1:07:23
110 26121 岡部 亜紀 ｵｶﾍﾞ ｱｷ さめがわらん 福島県 1:07:30
111 26122 矢吹 直美 ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾐ さめがわらん 福島県 1:07:30
112 26088 峯岸 美晴 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐﾊﾙ 埼玉県 1:07:31
113 26174 佐竹 まゆみ ｻﾀｹ ﾏﾕﾐ 福島県 1:07:49
114 26203 松本 典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ 東京都 1:07:53
115 26202 御厨 まり子 ﾐｸﾘﾔ ﾏﾘｺ 東京都 1:07:56
116 26018 長場 敏子 ﾅｶﾞﾊﾞ ﾄｼｺ 福島県 1:07:56
117 26040 秋山 里美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ チームアキヤマ 福島県 1:08:08
118 26046 木村 知子 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ 丸紅グループ 東京都 1:08:21
119 26095 浅岡 純子 ｱｻｵｶ ｼﾞｭﾝｺ ＶＣ５６ 福島県 1:08:26
120 26039 市原 真帆 ｲﾁﾊﾗ ﾏｻﾎ 櫛田病院 福島県 1:08:44
121 26041 菊地 美喜子 ｷｸﾁ ﾐｷｺ 福島県 1:08:49
122 26163 加茂 直美 ｶﾓ ﾅｵﾐ 東京都 1:09:20
123 26056 岩倉 かつ枝 ｲﾜｸﾗ ｶﾂｴ チーム丸森病院 宮城県 1:09:24
124 26103 千葉 恵津子 ﾁﾊﾞ ｴﾂｺ アリスＪＣ 東京都 1:09:44
125 26171 大内 浩子 ｵｵｳﾁ ﾋﾛｺ 茨城県 1:09:50
126 26017 小賀坂 浩美 ｺｶﾞｻｶ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:10:13
127 26059 齋藤 美江 ｻｲﾄｳ ﾖｼｴ 福島県 1:10:13
128 26023 吉田 恵子 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ 常光サービス 福島県 1:10:27
129 26080 内桶 照子 ｳﾁｵｹ ﾃﾙｺ 福島県 1:10:43
130 26195 金子 正子 ｶﾈｺ ﾏｻｺ 福島県 1:10:53
131 26100 矢田部 頼子 ﾔﾀﾍﾞ ﾖﾘｺ 福島県 1:10:54
132 26035 森下 幸枝 ﾓﾘｼﾀ ﾕｷｴ みちや内科 福島県 1:10:56
133 26153 濱野 和子 ﾊﾏﾉ ｶｽﾞｺ よんかずラブ 東京都 1:11:04
134 26105 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県 1:11:16
135 26194 宮崎 美穂 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 1:11:22
136 26052 片寄 美由紀 ｶﾀﾖｾ ﾐﾕｷ 福島県 1:11:23
137 26162 田井 真弓 ﾀｲ ﾏﾕﾐ 福島県 1:11:27
138 26031 稲木 和恵 ｲﾅｷﾞ ｶｽﾞｴ 福島県 1:11:27
139 26157 白岩 裕子 ｼﾗｲﾜ ﾕｳｺ 福島県 1:11:29
140 26084 佐々木 美有紀 ｻｻｷ ﾐﾕｷ 光ＲＵＮいわき 福島県 1:11:33
141 26098 田村 知恵 ﾀﾑﾗ ﾁｴ 福島県 1:11:47
142 26044 矢内 さとみ ﾔﾅｲ ｻﾄﾐ 丸紅 東京都 1:11:55
143 26166 岡田 かおり ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ 福島県 1:11:57
144 26081 吉岡 真紀子 ﾖｼｵｶ ﾏｷｺ ランニン 福島県 1:12:03
145 26038 蛭田 恭子 ﾋﾙﾀ ｷｮｳｺ こうじま慈愛 福島県 1:12:13
146 26066 小柴 知恵美 ｺｼﾊﾞ ﾁｴﾐ 福島県 1:12:39
147 26196 吉田 裕子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 福島県 1:12:42
148 26051 坂倉 恭子 ｻｶｸﾗ ｷｮｳｺ 埼玉南走友会 埼玉県 1:12:44
149 26144 根本 恵子 ﾈﾓﾄ ｹｲｺ 福島県 1:13:22
150 26085 久我 成美 ｸｶﾞ ﾅﾙﾐ 東京都 1:13:50
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151 26077 円城寺 千秋 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾁｱｷ 福島県 1:13:52
152 26213 瀧 順子 ﾀｷ ｼﾞｭﾝｺ チーム ニチハ 福島県 1:14:35
153 26199 齋藤 志津江 ｻｲﾄｳ ｼﾂﾞｴ 埼玉県 1:14:49
154 26094 松井 千恵子 ﾏﾂｲ ﾁｴｺ 東京都 1:15:40
155 26142 安部 恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 福島県 1:15:58
156 26186 鶴田 千香子 ﾂﾙﾀ ﾁｶｺ 明星学苑 東京都 1:17:21
157 26188 村山 光子 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾂｺ 東京都 1:17:21
158 26065 桑机 恵美 ｸﾜｷ ｴﾐ 福島県 1:17:21
159 26102 渡邊 智美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 福島県 1:17:37
160 26164 齋藤 尚美 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ いわき総合 福島県 1:18:01
161 26176 菱川 恭子 ﾋｼｶﾜ ｷｮｳｺ かしまＲＣ 福島県 1:18:11
162 26069 永山 綾子 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺ 福島県 1:18:21
163 26089 富岡 里江 ﾄﾐｵｶ ﾘｴ 福島県 1:18:37
164 26087 酒井 依子 ｻｶｲ ﾖﾘｺ 栃木県 1:19:35
165 26212 高橋 ゆかり ﾀｶﾊｼ ﾕｶﾘ チーム ニチハ 福島県 1:19:51
166 26118 小松 博子 ｺﾏﾂ ﾋﾛｺ 福島県 1:21:47
167 26083 斎藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ ニューフレンド 宮城県 1:22:30
168 26025 合津 小百合 ｺﾞｳﾂ ｻﾕﾘ 福島県 1:26:29
169 26208 浦田 裕子 ｳﾗﾀ ﾕｳｺ チームＫＩＡＩ 福島県 1:26:49
170 26079 鈴木 裕美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ チームさはこ 東京都 1:27:51
171 26128 野口 恵子 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ 東京都 1:28:18


