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1 31185 桶田 真喜子 ｵｹﾀﾞ ﾏｷｺ 牛久走友会 茨城県 0:20:33
2 31187 柴田 将子 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｺ ＲＵＮＳ 茨城県 0:21:25
3 31191 遠藤 浩子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 会津楽走会 福島県 0:21:40
4 31230 今野 玲子 ｺﾝﾉ ﾚｲｺ クラブたーちん 宮城県 0:21:46
5 31069 橋本 由香里 ﾊｼﾓﾄ ﾕｶﾘ 三春の翔＆みー 福島県 0:22:22
6 31097 佐藤 久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 東京都 0:22:36
7 31181 鈴木 美奈子 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｺ 坂下厚生病院 福島県 0:23:54
8 31104 志賀 良枝 ｼｶﾞ ﾖｼｴ 福島県 0:24:09
9 31083 北山 令子 ｷﾀﾔﾏ ﾚｲｺ 埼玉県 0:24:48

10 31229 加羽沢 裕子 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｺ 宇佐美ＲＣ 千葉県 0:25:51
11 31042 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ ＴＮＲママ 福島県 0:26:20
12 31166 竹林 京子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 茨城県 0:26:49
13 31084 小沼 加代子 ｺﾇﾏ ｶﾖｺ ときわ会 福島県 0:26:51
14 31118 畑中 歌織 ﾊﾀﾅｶ ｶｵﾘ 福島県 0:27:14
15 31121 鈴木 裕加里 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 福島県 0:27:16
16 31067 髙野 るり子 ﾀｶﾉ ﾙﾘｺ 福島県 0:27:34
17 31082 小杉山 千秋 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾁｱｷ 福島県 0:27:38
18 31177 阿部 宏美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 常磐工業 福島県 0:27:42
19 31017 白圡 理英 ｼﾗﾄ ﾘｴ 福島県 0:27:44
20 31172 荒木 笑子 ｱﾗｷ ｴﾐｺ ワラガイＲＣ 福島県 0:27:55
21 31157 澤田 美緒 ｻﾜﾀﾞ ﾐｵ 福島県 0:28:14
22 31149 鈴木 路代 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾖ 福島県 0:28:19
23 31016 蛭田 美佐子 ﾋﾙﾀ ﾐｻｺ マルト中岡店 福島県 0:28:28
24 31089 鑓水 典子 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾉﾘｺ チーム春風 福島県 0:28:37
25 31197 根本 ゆかり ﾈﾓﾄ ﾕｶﾘ アルプス電気 福島県 0:29:02
26 31111 松山 ちづる ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ Ｐ―Ｇｉｒｌｓ 福島県 0:29:06
27 31031 大平 静子 ｵｵﾋﾗ ｼｽﾞｺ 福島県 0:29:09
28 31108 船田 祐美 ﾌﾅﾀﾞ ﾕﾐ 東京都 0:29:28
29 31103 児山 尚子 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 福島県 0:29:31
30 31094 永井 道子 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁｺ 相互薬工 福島県 0:29:44
31 31060 千葉 茂代子 ﾁﾊﾞ ﾓﾖｺ 福島県 0:29:46
32 31073 冨岡 諭美子 ﾄﾐｵｶ 福島県 0:29:51
33 31127 園部 明美 ｿﾉﾍﾞ ｱｹﾐ 福島県 0:29:54
34 31174 駒込 智美 ｺﾏｺﾞﾒ ﾄﾓﾐ 福島県 0:29:59
35 31015 根本 淳子 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 0:30:01
36 31072 丹野 夕佳 ﾀﾝﾉ ﾕｶ 福島県 0:30:05
37 31054 塙 裕子 ﾊﾅﾜ ﾕｳｺ 好間保育もも組 福島県 0:30:08
38 31131 早川 文子 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐｺ チームＲＵＮ蘭 福島県 0:30:12
39 31102 清水 由紀枝 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｴ 福島県 0:30:13
40 31186 岩崎 文恵 ｲﾜｻｷ ﾌﾐｴ 福島県 0:30:14
41 31093 高橋 美絵 ﾀｶﾊｼ ﾐｴ ルネサンス 福島県 0:30:16
42 31136 宍戸 綾子 ｼｼﾄﾞ ｱﾔｺ 福島県 0:30:21
43 31114 高 伴子 ｺｳ ﾄﾓｺ 福島県 0:30:23
44 31169 菅野 明未 ｶﾝﾉ ｱｹﾐ Ｔｅａｍ Ｋ 福島県 0:30:30
45 31194 小柳 弘江 ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｴ 嗚呼走会 福島県 0:30:31
46 31050 山崎 淳子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 0:30:39
47 31012 佐川 節子 ｻｶﾞﾜ ｾﾂｺ 福島県 0:30:44
48 31133 安田 めぐみ ﾔｽﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ チームＲＵＮ蘭 福島県 0:30:50
49 31188 白土 一枝 ｼﾗﾄﾞ ｶｽﾞｴ 福島県 0:31:06
50 31202 田仲 結香 ﾀﾅｶ ﾕｶ ＹＵＫＡ 福島県 0:31:08
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51 31028 下山田 美緒 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 福島県 0:31:09
52 31045 関 美恵 ｾｷ ﾐｴ 湯長谷ベース 福島県 0:31:13
53 31074 遠藤 智子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 福島県 0:31:18
54 31057 山本 美晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾊﾙ 福島県 0:31:24
55 31106 鈴木 綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 楽楽走友会矢祭 福島県 0:31:27
56 31124 吉越 真弓 ﾖｼｺｼ ﾏﾕﾐ チームヤマト 福島県 0:31:31
57 31217 赤木 芳子 ｱｶｷ ﾖｼｺ 福島高専 福島県 0:31:31
58 31193 車田 和江 ｸﾙﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ 嗚呼走会 福島県 0:31:35
59 31142 小林 博美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 微研東北ＲＣ 福島県 0:31:35
60 31087 増子 ルリ子 ﾏｼｺ ﾙﾘｺ ときわ会 福島県 0:31:41
61 31137 穂積 百恵 ﾎﾂﾞﾐ ﾓﾓｴ 福島県 0:31:49
62 31138 人見 美貴子 ﾋﾄﾐ ﾐｷｺ 福島県 0:31:52
63 31096 佐藤 薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 福島県 0:31:56
64 31098 八幡 美紀子 ﾔﾊﾀ ﾐｷｺ 福島県 0:31:56
65 31207 羽賀 玲子 ﾊｶﾞ ﾚｲｺ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 0:31:57
66 31023 西村 美代子 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾖｺ 福島県 0:31:58
67 31095 小林 呈子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｲｺ 楽楽走友会矢祭 福島県 0:31:59
68 31038 鈴木 愛 ｽｽﾞｷ ｱｲ 福島県 0:32:03
69 31215 鈴木 純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ チームくすのき 福島県 0:32:07
70 31200 千葉 万里子 ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 福島県 0:32:27
71 31014 渡部 裕美子 ﾜﾀﾍﾞ ﾕﾐｺ 福島県 0:32:37
72 31163 溝井 由記子 ﾐｿﾞｲ ﾕｷｺ 伊達走ＲＡＮ会 福島県 0:32:41
73 31037 佐藤 典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 福島県 0:32:47
74 31213 国井 由美 ｸﾆｲ ﾕﾐ アイランド薬局 福島県 0:32:48
75 31180 木下 こずえ ｷﾉｼﾀ ｺｽﾞｴ 福島県 0:32:49
76 31132 小泉 テル子 ｺｲｽﾞﾐ ﾃﾙｺ チームＲＵＮ蘭 福島県 0:33:05
77 31018 武藤 美英 ﾑﾄｳ ﾐｴ 福島県 0:33:08
78 31030 今泉 尚子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺ 福島県 0:33:09
79 31219 角田 恵 ﾂﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ チームバックル 茨城県 0:33:12
80 31034 長山 みゆき ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾕｷ 福島県 0:33:18
81 31088 長谷川 千枝見 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｴﾐ ときわ会 福島県 0:33:20
82 31101 菅波 睦子 ｽｶﾞﾅﾐ ﾑﾂｺ いわき明星大学 福島県 0:33:20
83 31011 佐藤 智子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 福島県 0:33:22
84 31020 梅津 裕美 ｳﾒﾂ ﾋﾛﾐ Ｅｓｔ Ｅｓｔ 福島県 0:33:23
85 31184 角田 幸子 ﾂﾉﾀﾞ ｻﾁｺ 福島県 0:33:29
86 31179 福島 正子 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｺ 福島県 0:33:34
87 31221 岩本 克子 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂｺ 宮城県 0:33:36
88 31046 熊坂 千夏子 ｸﾏｻｶ ﾁｶｺ 福島県 0:33:38
89 31143 和田 麻美子 ﾜﾀﾞ ﾏﾐｺ 大阪府 0:33:39
90 31204 吉田 菜津子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ ときわ会 福島県 0:33:40
91 31203 細谷 香 ﾎｿﾔ ｶｵﾘ ときわ会 福島県 0:33:40
92 31061 下妻 美佳 ｼﾓﾂﾏ ﾐｶ 福島県 0:33:47
93 31029 矢走 裕子 ﾔﾊｼﾘ ﾕｳｺ 福島県 0:33:53
94 31063 山縣 恵子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ みちや内科 福島県 0:33:54
95 31151 中山 明子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 福島県 0:34:02
96 31125 不藤 真由美 ﾌﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ 福島県 0:34:20
97 31218 菊池 哲子 ｷｸﾁ ｱｷｺ 福島県 0:34:26
98 31224 根本 敦子 ﾈﾓﾄ ｱﾂｺ 福島県 0:34:29
99 31178 塩田 かおり ｼｵﾀﾞ ｶｵﾘ 福島県 0:34:32

100 31066 小川 光江 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂｴ 櫛田病院Ｃ 福島県 0:34:37
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101 31090 山口 絵美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾐ 福島県 0:34:46
102 31220 高橋 純枝 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｴ 福島県 0:35:08
103 31201 大谷 伸子 ｵｵﾀﾆ ﾉﾌﾞｺ 福島県 0:35:11
104 31059 新妻 千枝 ﾆｲﾂﾏ ﾁｴ 福島県 0:35:12
105 31052 秋元 裕子 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｺ 福島県 0:35:15
106 31199 坂本 真知子 ｻｶﾓﾄ ﾏﾁｺ 福島県 0:35:16
107 31211 関 恵 ｾｷ ﾒｸﾞﾐ アイランド薬局 福島県 0:35:17
108 31024 新妻 芳子 ﾆｲﾂﾏ ﾖｼｺ 福島県 0:35:25
109 31135 原田 由美 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ 福島県 0:35:38
110 31227 若松 三重子 ﾜｶﾏﾂ ﾐｴｺ アルプス電気 福島県 0:35:44
111 31025 三瓶 喜代美 ｻﾝﾍﾟｲ ｷﾖﾐ 福島県 0:35:53
112 31086 平山 康子 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽｺ ときわ会 福島県 0:36:03
113 31035 佐々木 敬子 ｻｻｷ ｹｲｺ 福島県 0:36:06
114 31140 江幡 恵 ｴﾊﾞﾀ ｹｲ 福島県 0:36:09
115 31139 小林 容子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 福島県 0:36:10
116 31112 吉田 ゆかり ﾖｼﾀﾞ ﾕｶﾘ まおＲＵＮ 福島県 0:36:10
117 31198 平子 由美子 ﾀｲﾗｺ ﾕﾐｺ フジモリ機工 福島県 0:36:14
118 31109 吉岡 麻美 ﾖｼｵｶ ｱｻﾐ 埼玉県 0:36:15
119 31115 菅 明美 ｽｶﾞ ｱｹﾐ 福島県 0:36:19
120 31134 田中 敬子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ Ｐ－Ｇｉｒｌｓ 福島県 0:36:20
121 31150 佐藤 美紀 ｻﾄｳ ﾐｷ Ｐ－Ｇｉｒｌｓ 福島県 0:36:20
122 31113 菅橋 さゆり ｽｶﾞﾊｼ ｻﾕﾘ 福島県 0:36:21
123 31123 猪狩 博子 ｲｶﾞﾘ ﾋﾛｺ ひまわり信金 福島県 0:36:29
124 31205 加茂 忍 ｶﾓ ｼﾉﾌﾞ 東京都 0:36:40
125 31068 髙木 康子 ﾀｶｷ ﾔｽｺ 福島県 0:36:41
126 31196 阿部 尚枝 ｱﾍﾞ ﾋｻｴ フジモリ機工 福島県 0:36:51
127 31195 眞見 美穂 ﾏﾐ ﾐｽﾞﾎ ベリーズ 福島県 0:36:55
128 31161 伊達 明己 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 伊達走ＲＡＮ会 福島県 0:37:05
129 31126 大矢 真規子 ｵｵﾔ ﾏｷｺ 福島県 0:37:07
130 31122 伊藤 祐子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ ひまわり信金 福島県 0:37:08
131 31162 大山 利香 ｵｵﾔﾏ ﾘｶ 伊達走ＲＡＮ会 福島県 0:37:10
132 31044 生田目 真弓 ﾅﾏﾀﾒ ﾏﾕﾐ 福島県 0:37:14
133 31189 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ 美里パーマ 福島県 0:37:16
134 31078 櫛田 典子 ｸｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 福島県 0:37:18
135 31051 佐藤 五月 ｻﾄｳ ｻﾂｷ チームギャザー 福島県 0:37:34
136 31167 山崎 奈穂美 ﾔﾏｻｷ ﾅﾎﾐ エムアンドケー 福島県 0:37:40
137 31170 西山 富貴恵 ﾆｼﾔﾏ ﾌｷｴ Ｔｅａｍ Ｋ 福島県 0:37:42
138 31049 江尻 久美 ｴｼﾞﾘ ﾋｻﾐ 福島県 0:37:49
139 31043 植松 千代子 ｳｴﾏﾂ ﾁﾖｺ 福島県 0:37:53
140 31021 坂本 さおり ｻｶﾓﾄ ｻｵﾘ 福島県 0:37:56
141 31062 猪狩 佳与 ｲｶﾞﾘ ｶﾖ 福島県 0:38:00
142 31026 四家 愛 ｼｹ ｱｲ ♡♡ＳＭＡＰ♡ 福島県 0:38:02
143 31040 高木 友里恵 ﾀｶｷﾞ ﾕﾘｴ チーム高木 福島県 0:38:09
144 31168 滝沢 佐江子 ﾀｷｻﾞﾜ ｻｴｺ 東京都 0:38:19
145 31105 小野 直美 ｵﾉ ﾅｵﾐ 福島県 0:38:27
146 31159 佐久間 祐美子 ｻｸﾏ ﾕﾐｺ あさかＨＰ 福島県 0:38:35
147 31092 大谷 直永 ｵｵﾀﾆ ﾅｵｴ 福島県 0:38:36
148 31047 富岡 知子 ﾄﾐｵｶ ﾄﾓｺ チーム ベル 福島県 0:38:41
149 31164 櫛田 千里 ｸｼﾀﾞ ﾁｻﾄ 伊達走ＲＡＮ会 福島県 0:39:03
150 31027 滝本 としい ﾀｷﾓﾄ ﾄｼｲ 福島県 0:39:11
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151 31053 遠藤 利恵子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｴｺ 福島県 0:39:25
152 31071 佐藤 玲子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 福島県 0:39:30
153 31190 三浦 香奈女 ﾐｳﾗ ｶﾅｺ 美里パーマ 福島県 0:39:30
154 31128 村井 みゆき ﾑﾗｲ ﾐﾕｷ 福島県 0:40:12
155 31130 八巻 有香 ﾔﾏｷ ﾕｶ 福島県 0:40:14
156 31182 伊藤 則子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 福島県 0:40:33
157 31208 中村 成美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 0:40:37
158 31228 鈴木 みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 福島県 0:41:59
159 31222 高澤 早苗 ﾀｶｻﾜ ｻﾅｴ 福島県 0:42:01
160 31216 草野 絵里 ｸｻﾉ ｴﾘ チームＴＡ 福島県 0:42:01
161 31065 岩崎 民江 ｲﾜｻｷ ﾀﾐｴ みちや内科 福島県 0:42:37
162 31064 江坂 尚子 ｴｻｶ ﾅｵｺ みちや内科 福島県 0:42:37
163 31110 園部 由紀 ｿﾉﾍﾞ ﾕｷ 福島県 0:43:08
164 31129 田中 保乃 ﾀﾅｶ ﾔｽﾉ 神奈川県 0:43:57
165 31076 皆川 淳子 ﾐﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 0:44:38
166 31077 片寄 幸 ｶﾀﾖｾ ﾐﾕｷ 福島県 0:44:38
167 31075 長久保 英美子 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｴﾐｺ 福島県 0:44:38
168 31091 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ 福島県 0:47:05
169 31079 佐藤 勝代 ｻﾄｳｶﾂﾖ 福島県 0:52:14
170 31158 長谷川 久三子 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾐｺ ＭＢＢいわき 福島県 0:55:30


