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1 30110 國谷 優香里 ｸﾆﾔ ﾕｶﾘ 茨キリ大 福島県 0:19:33
2 30091 橋本 富美子 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｺ 福島県 0:20:44
3 30147 青木 佑夏 ｱｵｷ ﾕｶ 茨城県 0:22:50
4 30159 菅原 史織 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 茨城県 0:22:59
5 30068 吉谷 真生 ﾖｼﾔ ﾏｵ 東京都 0:24:29
6 30072 大谷 瑠美 ｵｵﾀﾆ ﾙﾐ 福島県 0:24:37
7 30020 鵜沼 圭子 ｳﾇﾏ ｹｲｺ 福島県 0:24:44
8 30199 椎名 舞子 ｼｲﾅ ﾏｲｺ 茨城県 0:25:03
9 30012 滝本 美樹 ﾀｷﾓﾄ ﾐｷ 福島県 0:25:10

10 30027 関 愛美 ｾｷ ﾏﾅﾐ 湯長谷ベース 福島県 0:25:16
11 30119 宇佐見 恵 ｳｻﾐ ﾒｸﾞﾐ 福島県 0:25:31
12 30195 三國 早紀 ﾐｸﾆ ｻｷ 元気センター 福島県 0:25:54
13 30043 白岩 美和 ｼﾗｲﾜ ﾐﾜ 福島県 0:25:57
14 30059 今井 静香 ｲﾏｲ ｼｽﾞｶ 福島県 0:26:00
15 30153 今野 郁未 ｺﾝﾉ ｲｸﾐ ヤマダ電気 福島県 0:26:06
16 30063 芦野 洋美 ｱｼﾉ ﾋﾛﾐ ときわ会 福島県 0:26:31
17 30030 大内 美咲 ｵｵｳﾁ ﾐｻｷ 福島県 0:27:09
18 30165 南條 琴枝 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺﾄｴ かしま病院 福島県 0:27:22
19 30166 黒津 幸子 ｸﾛﾂ ｻﾁｺ 福島県 0:27:22
20 30052 鈴木 由起子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 福島県 0:27:37
21 30065 太田 りん ｵｵﾀ ﾘﾝ 福島県 0:27:49
22 30172 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 福島県 0:27:51
23 30126 下遠 優 ｼﾓﾄｳ ﾕｳ 福島県 0:28:09
24 30179 鈴木 文菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ ひまわり信 福島県 0:28:31
25 30075 西 友里恵 ﾆｼ ﾕﾘｴ 福島県 0:28:43
26 30021 深瀬 真美 ﾌｶｾ ﾏﾐ 東京都 0:28:49
27 30155 益戸 愛海 ﾏｽﾄ ﾅﾙﾐ 福島県 0:28:56
28 30156 五賀 朋子 ｺﾞｶﾞ ﾄﾓｺ 福島県 0:28:57
29 30032 山口 陽子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 福島県 0:29:09
30 30074 村山 佳澄 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾐ 福島県 0:29:20
31 30054 二階堂 美智子 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾐﾁｺ 福島県 0:29:23
32 30029 鮫島 愛 ｻﾒｼﾞﾏ ｱｲ 福島県 0:29:26
33 30142 小泉 綾子 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾔｺ 福島県 0:29:28
34 30088 星 麻衣子 ﾎｼ ﾏｲｺ 福島県 0:29:32
35 30152 菅野 智由 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾕ 東北電力 福島県 0:29:42
36 30169 鈴木 春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 福島県 0:29:44
37 30170 阿部 香穂里 ｱﾍﾞ ｶﾎﾘ 福島県 0:29:48
38 30124 結城 由紀 ﾕｳｷ ﾕｷ Ｐ－Ｇｉｒｌｓ 福島県 0:29:59
39 30107 馬目 千維奈 ﾏﾉﾒ ｾｲﾅ 福島県 0:30:10
40 30048 守屋 由紀子 ﾓﾘﾔ ﾕｷｺ 千葉県 0:30:17
41 30190 菊池 季 ｷｸﾁ ﾄｷ 福島県 0:30:27
42 30045 吉田 真悠美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 0:30:36
43 30044 浅田 茜 ｱｻﾀﾞ ｱｶﾈ 会津オリンパス 福島県 0:30:47
44 30046 箱崎 真由美 ﾊｺｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 福島県 0:30:49
45 30104 佐々木 博美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 佐々木一家 福島県 0:31:04
46 30041 小川 千尋 ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ ベストファーム 福島県 0:31:09
47 30121 鈴木 希望 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 福島県 0:31:09
48 30140 滝 さゆり ﾀｷ ｻﾕﾘ 福島県 0:31:09
49 30080 武田 さやか ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｶ ファチェーラ 福島県 0:31:23
50 30129 木船 香 ｷﾌﾞﾈ ｶｵﾘ あさかＨＰ 福島県 0:31:31
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51 30154 重久 ひとみ ｼｹﾞﾋｻ ﾋﾄﾐ 千葉県 0:31:33
52 30101 藁谷 智美 ﾜﾗｶﾞｲ ﾄﾓﾐ 福島県 0:31:41
53 30102 榮 亜耶 ｻｶｴ ｱﾔ 埼玉県 0:31:43
54 30158 志賀 由佳 ｼｶﾞ ﾕｶ 福島県 0:31:44
55 30177 佐川 綾美 ｻｶﾞﾜ ｱﾔﾐ ひまわり信金 福島県 0:31:45
56 30178 鈴木 美桜香 ｽｽﾞｷ ﾐｵｶ ひまわり信金 福島県 0:31:45
57 30089 生田目 美玲 ﾅﾏﾀﾒ ﾐﾚｲ 福島県 0:31:46
58 30103 関根 愛 ｾｷﾈ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:31:47
59 30174 青柳 才 ｱｵﾔｷﾞ ｻｲ 茨城県 0:31:58
60 30076 村田 里枝 ﾑﾗﾀ ﾘｴ 福島県 0:32:01
61 30106 小池 沙和子 ｺｲｹ ｻﾜｺ 福島県 0:32:02
62 30084 木村 奈緒 ｷﾑﾗ ﾅｵ いわき明星大学 福島県 0:32:05
63 30033 宮澤 由枝 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼｴ 福島県 0:32:14
64 30034 栗原 絵梨子 ｸﾘﾊﾗ ｴﾘｺ 福島県 0:32:19
65 30120 宗方 里奈 ﾑﾈｶﾀ ﾘﾅ 福島県 0:32:24
66 30187 吉田 汐穂 ﾖｼﾀﾞ ｼﾎ 福島県 0:32:26
67 30130 和田 仁美 ﾜﾀﾞ ﾋﾄﾐ 福島県 0:32:39
68 30146 阿部 真純 ｱﾍﾞ ﾏｽﾐ 福島県 0:32:56
69 30138 高羽 希江子 ﾀｶﾊﾞ ｷｴｺ 福島県 0:33:02
70 30062 白土 知香 ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓｶ ときわ会 福島県 0:33:06
71 30161 岡崎 綾奈 ｵｶｻﾞｷ ｱﾔﾅ 福島医大 福島県 0:33:07
72 30053 佐藤 那菜穂 ｻﾄｳ ﾅﾅﾎ 福島県 0:33:11
73 30191 鈴木 博子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ チームバックル 茨城県 0:33:12
74 30081 吉田 純 ﾖｼﾀﾞ ｲﾄ ファチェーラ 福島県 0:33:13
75 30127 熊田 千佐恵 ｸﾏﾀﾞ ﾁｻｴ あさかＨＰ 福島県 0:33:14
76 30128 手島 祐衣子 ﾃｼﾏ ﾕｲｺ あさかＨＰ 福島県 0:33:14
77 30017 長山 海夢 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾕ 福島県 0:33:18
78 30134 庄司 由加 ｼｮｳｼﾞ ﾕｶ エルダイニング 福島県 0:33:18
79 30192 豊田 由紀江 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｷｴ せいざん走 茨城県 0:33:21
80 30112 林田 朋美 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ ときわ会 福島県 0:33:27
81 30113 和泉 沙衣 ﾜｲｽﾞﾐ ｻｴ ときわ会 福島県 0:33:27
82 30085 佐藤 奈津希 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ ファチェーラ 福島県 0:33:28
83 30160 渡邉 由香里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 福島県 0:33:33
84 30180 石川 亜未 ｲｼｶﾜ ｱﾐ 茨城県 0:33:48
85 30024 緑川 裕美 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾐ 福島県 0:33:51
86 30132 高橋 加奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 福島県 0:33:53
87 30135 柴薮 日沙子 ｼﾊﾞﾔﾌﾞ ﾋｻｺ 福島県 0:33:58
88 30036 上野代 由衣 ｳｴﾉﾀﾞｲ ﾕｲ イオンリテール 福島県 0:34:00
89 30117 小橋 史子 ｺﾊﾞｼ ﾌﾐｺ チーム・ペシェ 福島県 0:34:01
90 30098 佐藤 裕子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 福島県 0:34:11
91 30145 柳内 夏美 ﾔﾅｲ ﾅﾂﾐ 福島県 0:34:17
92 30162 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 福島県 0:34:27
93 30096 松野 さちえ ﾏﾂﾉ ｻﾁｴ ときわ会 福島県 0:34:38
94 30164 小松 千種 ｺﾏﾂ ﾁｸﾞｻ 茨城県 0:34:48
95 30118 根本 理絵 ﾈﾓﾄ ﾘｴ 茨城県 0:34:48
96 30143 篠崎 彩花 ｼﾉｻﾞｷ ｱﾔｶ 福島県 0:35:10
97 30055 阿部 綾 ｱﾍﾞ ｱﾔ 福島県 0:35:27
98 30039 大田 香菜子 ｵｵﾀ ｶﾅｺ みちや内科 福島県 0:35:31
99 30168 鵜沼 裕美 ｳﾇﾏ ﾋﾛﾐ 福島県 0:35:35

100 30061 菅野 玲子 ｶﾝﾉ ﾚｲｺ 福島県 0:35:36
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101 30139 鈴木 菜生 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 福島県 0:35:37
102 30037 皆川 知美 ﾐﾅｶﾜ ﾄﾓﾐ 福島県 0:35:49
103 30047 岡田 麻希 ｵｶﾀﾞ ﾏｷ 福島県 0:35:49
104 30042 宮川 美貴 ﾐﾔｶﾜ ﾐｷ 福島県 0:35:49
105 30151 那須原 朋未 ﾅｽﾊﾗ ﾄﾓﾐ 福島県 0:35:59
106 30094 井上 葉子 ｲﾉｳｴ ﾖｳｺ みんぷく 福島県 0:36:03
107 30095 服部 亮子 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳｺ ときわ会 福島県 0:36:07
108 30181 櫛田 恵 ｸｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 0:36:08
109 30073 松本 恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 福島県 0:36:09
110 30069 鈴木 啓子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 鹿島建設 福島県 0:36:09
111 30038 吉田 亜紀 ﾖｼﾀﾞ ｱｷ みちや内科 福島県 0:36:15
112 30111 館山 飛鳥 ﾀﾃﾔﾏ ｱｽｶ 走れ！ペンギン 宮城県 0:36:16
113 30077 柳井 早妃 ﾔﾅｲ ｻｷ ファチェーラ 福島県 0:36:22
114 30186 山形 恵理 ﾔﾏｶﾞﾀ ｴﾘ 福島県 0:36:40
115 30131 吉荒 梨花 ﾖｼｱﾗ ﾘｶ 県いわき振興局 福島県 0:36:45
116 30086 谷津 めぐみ ﾔﾂ ﾒｸﾞﾐ 小名浜スポ少 福島県 0:37:00
117 30083 伊藤 彩文 ｲﾄｳ ｱﾔﾐ ファチェーラ 福島県 0:37:20
118 30082 宮川 結衣 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｲ ファチェーラ 福島県 0:37:20
119 30023 藤橋 麻衣 ﾌｼﾞﾊｼ ﾏｲ 福島県 0:37:33
120 30173 藁谷 智子 ﾜﾗｶﾞｲ ﾄﾓｺ 福島県 0:37:38
121 30087 鈴木 友梨子 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ 福島県 0:37:40
122 30064 野口 聖子 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｺ ときわ会 福島県 0:37:45
123 30108 馬目 麻莉沙 ﾏﾉﾒ ｱﾘｻ 福島県 0:37:48
124 30099 小久 佳澄 ｺﾋｻ ｶｽﾐ 福島県 0:38:06
125 30105 佐藤 若菜 ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 東京都 0:38:09
126 30175 浅川 明日香 ｱｻｶﾜ ｱｽｶ ベリーズ 福島県 0:38:16
127 30114 中川 志保 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾎ 宮城県 0:38:18
128 30015 佐藤 由加利 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 福島県 0:38:25
129 30051 本多 智子 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｺ 福島県 0:38:47
130 30122 安司 奈央 ｱﾝｼﾞ ﾅｵ 福島県 0:39:30
131 30123 小梁川 茉里 ｺﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾘ 福島県 0:39:30
132 30137 守山 さやか ﾓﾘﾔﾏ ｻﾔｶ 福島県 0:39:34
133 30176 秋山 未希 ｱｷﾔﾏ ﾐｷ ベリーズ 福島県 0:39:34
134 30171 山口 朋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓ ベリーズ 福島県 0:39:34
135 30136 下山田 愛 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 福島県 0:39:35
136 30013 田子 あや ﾀｺﾞ ｱﾔ 福島県 0:39:44
137 30060 酒井 祥江 ｻｶｲ ﾖｼｴ 福島県 0:39:44
138 30070 根本 真由美 ﾈﾓﾄ ﾏﾕﾐ 福島県 0:39:45
139 30149 千田 聖奈 ﾁﾀﾞ ｾｲﾅ カーブス 茨城県 0:39:46
140 30148 生田目 亜衣 ﾅﾏﾀﾒ ｱｲ カーブス 福島県 0:39:46
141 30150 古賀 葵衣 ｺｶﾞ ｱｵｲ カーブス 福島県 0:39:47
142 30163 澁谷 真由実 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ 福島県 0:39:50
143 30157 藤本 涼香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ 埼玉県 0:40:02
144 30079 鈴木 恵 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ ファチェーラ 福島県 0:40:16
145 30050 吉田 寧子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ 福島県 0:40:19
146 30057 石渡 彩夏 ｲｼﾜﾀﾘ ｱﾔｶ 福島県 0:40:28
147 30183 小野 恵里沙 ｵﾉ ｴﾘｻ アイランド薬局 福島県 0:40:30
148 30040 阿部 麻未 ｱﾍﾞ ｱｻﾐ みちや内科 福島県 0:40:48
149 30185 小野 裕紀恵 ｵﾉ ﾕｷｴ アイランド薬局 福島県 0:40:57
150 30031 吉本 春美 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾐ アンティグリーン 福島県 0:41:18
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151 30067 佐藤 理那 ｻﾄｳ ﾘﾅ いわき明星大学 福島県 0:41:21
152 30097 江尻 みを ｴｼﾞﾘ ﾐｦ 福島県 0:41:53
153 30196 鈴木 静花 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｶ 福島県 0:41:59
154 30026 永井 なおみ ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 福島県 0:42:02
155 30025 藁谷 香織 ﾜﾗｶﾞｲ ｶｵﾘ 福島県 0:42:02
156 30016 佐藤 恵美 ｻﾄｳ ｴﾐ 福島県 0:42:33
157 30197 淺野 美幸 ｱｻﾉ ﾐﾕｷ 福島県 0:44:02
158 30022 渡辺 美由紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 最後尾歩き隊★ 福島県 0:44:20
159 30011 緑川 幸子 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾁｺ 福島県 0:45:41
160 30018 大泉 忍 ｵｵｲｽﾞﾐ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 0:47:45
161 30019 玉川 美樹 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐｷ 宮城県 0:47:45


