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1 32046 佐々木 美恵子 ｻｻｷ ﾐｴｺ シダックス 福島県 0:22:29
2 32031 村松 敏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｺ 福島県 0:24:25
3 32044 齋藤 千枝子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ チームＲＵＮ蘭 福島県 0:26:16
4 32047 荒井 三津子 ｱﾗｲ ﾐﾂｺ 福島県 0:27:06
5 32012 多田 恵子 ﾀﾀﾞ ｹｲｺ 横浜緑走友会 東京都 0:28:05
6 32050 渡部 綾子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ 福島県 0:28:34
7 32053 渡邉 とも子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ 福島県 0:29:40
8 32026 橋爪 和枝 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｽﾞｴ 福島県 0:30:16
9 32023 菊地 みち子 ｷｸﾁ ﾐﾁｺ 福島県 0:30:38

10 32019 沢 多美子 ｻﾜ ﾀﾐｺ 福島県 0:30:46
11 32021 根本 美代子 ﾈﾓﾄ ﾐﾖｺ 茨城県 0:30:50
12 32014 佐川 富己子 ｻｶﾞﾜ ﾄﾐｺ 福島県 0:31:40
13 32028 吉田 順子 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 0:31:50
14 32048 五十嵐 弘子 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｺ 福島県 0:31:51
15 32018 北郷 キン ｷﾀｺﾞｳ ｷﾝ 福島県 0:34:05
16 32011 永山 すみ ﾅｶﾞﾔﾏ ｽﾐ 福島県 0:34:24
17 32013 安藤 まり子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 福島県 0:34:44
18 32056 植木 恵子 ｳｴｷ ｹｲｺ 福島県 0:34:46
19 32040 馬上 百合江 ﾓｳｴ ﾕﾘｴ 福島県 0:35:23
20 32049 伊橋 美和 ｲﾊｼ ﾐﾜ 宮城県 0:35:29
21 32045 吉田 薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 福島県 0:35:38
22 32052 岡﨑 栄理子 ｵｶｻﾞｷ ｴﾘｺ 福島県 0:36:07
23 32054 根本 美奈子 ﾈﾓﾄ ﾐﾅｺ 福島県 0:36:09
24 32032 小宅 代子 ｵﾔｹ ｼﾛｺ 福島県 0:36:33
25 32055 信夫 ふみ子 ｼﾉﾌﾞ ﾌﾐｺ 福島県 0:37:35
26 32038 山崎 ミサヲ ﾔﾏｻｷ ﾐｻｦ 福岡県 0:37:43
27 32017 坪井 睦子 ﾂﾎﾞｲ ﾑﾂｺ ＰＡＬＴＣ 福島県 0:37:44
28 32016 桜井 光枝 ｻｸﾗｲ ﾐﾂｴ 福島県 0:37:46
29 32041 鈴木 好子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ 福島県 0:38:46
30 32036 河西 禎子 ｶﾜﾆｼ ｻﾁｺ 福島県 0:40:56
31 32024 鈴木 いく子 ｽｽﾞｷ ｲｸｺ チーム東っ子 福島県 0:41:53
32 32025 星野 和子 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｺ 茨城県 0:42:47
33 32043 近藤 颯子 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾂｺ 楽々走友会 福島県 0:43:53
34 32015 坂脇 好江 ｻｶﾜｷ ﾖｼｴ 福島県 0:43:54
35 32030 平松 恵子 ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｺ 福島県 0:45:13
36 32029 渡邉 嘉子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ 福島県 0:46:28


