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1 10015 高山 優希 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 宮城県 3:05:04
2 10011 橋詰 由佳 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ 埼玉県 3:08:17
3 10017 川原 早智 ｶﾜﾊﾗ ｻﾁ リレマラ 千葉県 3:27:49
4 10019 嶋本 麻菜美 ｼﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ アンデパンダン 京都府 3:29:25
5 10018 荒井 芽衣 ｱﾗｲ ﾒｲ 姥堂小学校 福島県 3:34:34
6 10059 新田 有里香 ﾆｯﾀ ﾕﾘｶ 自衛隊 宮城県 3:37:00
7 10016 内桶 あさ美 ｳﾁｵｹ ｱｻﾐ 福島県 3:37:52
8 10023 山口 静香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ リレマラ 埼玉県 3:43:39
9 10035 上野 紗耶佳 ｳｴﾉ ｻﾔｶ Ｒｕｎべ 福島県 3:46:39

10 10194 中嶋 衣織 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｵﾘ 福島県 4:01:42
11 13004 折笠 凪彩 ｵﾘｶｻ ﾅｷﾞｻ ＤＩＢ 福島県 4:02:27
12 10088 矢澤 紀咲 ﾔｻﾞﾜ ｷｴ 宮城県大崎市 埼玉県 4:03:07
13 10020 西山 歩美 ﾆｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 三春病院 福島県 4:09:10
14 10031 澤村 有紀 ｻﾜﾑﾗ ﾕｷ 東京都 4:09:14
15 10154 芳賀 暁子 ﾊｶﾞ ｱｷｺ 福島県 4:09:36
16 10021 渡辺 ありさ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ キビタンＲＣ 福島県 4:10:45
17 10027 佐藤 由季 ｻﾄｳ ﾕｷ 太田走友会 福島県 4:11:45
18 10094 阿部 加奈子 ｱﾍﾞ ｶﾅｺ 福島県 4:13:38
19 10106 川瀬 詩央里 ｶﾜｾ ｼｵﾘ 神奈川県 4:14:59
20 10072 齊藤 鮎璃 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾘ 愛知県 4:15:19
21 10063 尾崎 知栄 ｵｻﾞｷ ﾁｴ 神奈川県 4:16:22
22 10040 大島 未央 ｵｵｼﾏ ﾐｵ 神奈川県 4:16:52
23 10145 佐藤 浅美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 福島県 4:17:13
24 10024 近藤 朋奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾅ 東京都 4:19:29
25 10041 西山 仁美 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾄﾐ 福島県 4:19:52
26 10065 内藤 ひかり ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾘ リレマラ 東京都 4:22:31
27 10022 野原 万記子 ﾉﾊﾗ ﾏｷｺ 新潟県 4:22:56
28 10181 成田 りえ ﾅﾘﾀ ﾘｴ 青森県 4:27:48
29 10082 瀬谷 美由希 ｾﾔ ﾐﾕｷ チームくぼた 福島県 4:28:38
30 10067 宮澤 佳純 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾐ リレマラ 埼玉県 4:28:43
31 10086 若林 彩香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 茨城県 4:34:33
32 10030 佐藤 好恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 福島県 4:35:13
33 10139 上遠野 優 ｶﾄｵﾉ ﾕｳ 福島県 4:38:07
34 10130 本木 知奈美 ﾓﾄｷ ﾁﾅﾐ 東京都 4:39:38
35 10069 藤 杏奈 ﾌｼﾞ ｱﾝﾅ 磐城ＡＭけいこ 福島県 4:41:11
36 10028 畑 瑞李 ﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 福島県 4:42:29
37 10099 仲田 萌重子 ﾅｶﾀﾞ ﾓｴｺ 福島県 4:42:34
38 10138 齋藤 はるか ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 宮城県 4:43:37
39 10056 西川 裕子 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 大阪府 4:44:09
40 10120 渡邉 未来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 福島県 4:44:38
41 10090 遠藤 普子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 福島県 4:46:00
42 10182 岡 美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 福島県 4:46:20
43 10237 長谷部 奏 ﾊｾﾍﾞ ｶﾅ 文京区ＬＢＬ 東京都 4:47:30
44 10064 草野 海李 ｸｻﾉ ｶｲﾘ 静岡県 4:48:00
45 10029 畑 晴季 ﾊﾀ ﾊﾙｷ 福島県 4:48:38
46 10026 小野 美沙 ｵﾉ ﾐｻ 総合型泉クラブ 福島県 4:50:00
47 10105 岸 彩伽 ｷｼ ｱﾔｶ リレマラ 東京都 4:51:26
48 10221 木村 和加菜 ｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 福島県 4:51:46
49 10051 松下 美里 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻﾄ 神奈川県 4:51:59
50 10068 吉田 萌香 ﾖｼﾀﾞ ﾓｶ 磐城ＡＭけいこ 福島県 4:52:56
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51 10127 鈴木 優佳 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 福島県 4:56:55
52 10146 小原 花菜 ｵﾊﾞﾗ ｶﾅ 山形県 4:58:51
53 10091 三浦 美幸 ﾐｳﾗ ﾐﾕｷ 福島県 4:59:05
54 10151 高橋 亜実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 宮城県 5:00:01
55 10097 緑川 春香 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙｶ 福島県 5:00:01
56 10032 太田 真紀 ｵｵﾀ ﾏｷ ６ＡＡＲＣ 福島県 5:00:19
57 10220 内山 千夏 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ 平第二中学校 福島県 5:00:45
58 10117 山野 夏実 ﾔﾏﾉ ﾅﾂﾐ 福島県 5:01:03
59 10043 梶原 千愛 ｶｼﾞﾊﾗ ﾁｱｲ 東京都 5:01:57
60 10163 平野 涼子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 県庁チャレラン 福島県 5:02:10
61 10193 和田 諒子 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｺ 福島県 5:02:16
62 10087 安達 祐里 ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ 福島県 5:02:44
63 10042 小野 沙織 ｵﾉ ｻｵﾘ バンバンクラブ 東京都 5:12:53
64 10129 増永 梨合花 ﾏｽﾅｶﾞ ﾘﾘｶ 福島県 5:13:06
65 10161 草野 くるみ ｸｻﾉ ｸﾙﾐ 福島県 5:13:24
66 10080 馬場 夕奈 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾅ 山岡ランナーズ 福島県 5:13:35
67 10081 長谷川 愛美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 山岡ランナーズ 福島県 5:13:35
68 10155 越後屋 美歩 ｴﾁｺﾞﾔ ﾐﾎ 神奈川県 5:14:01
69 10160 堀井 咲詠 ﾎﾘｲ ｻｴ 学生 福島県 5:14:46
70 10183 金成 美幸 ｶﾅﾘ ﾐﾕｷ 堺化学工業 福島県 5:17:19
71 10124 増子 瑠菜 ﾏｼｺ ﾙﾅ ローレルバレイ 福島県 5:17:29
72 10142 五十嵐 咲子 ｲｶﾞﾗｼ ｻｷｺ 三菱マテリアル 東京都 5:18:12
73 10148 土山 笙子 ﾂﾁﾔﾏ ｼｮｳｺ 東京都 5:20:01
74 10137 鈴木 保奈美 ｽｽﾞｷ ﾎﾅﾐ 福島県 5:20:07
75 10132 小坂 恵理 ｺｻｶ ｴﾘ 福島県 5:20:16
76 10110 清水 和恵 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｴ 福島県 5:21:07
77 10111 芳賀 桃佳 ﾊｶﾞ ﾓﾓｶ 福島県 5:21:08
78 10075 高嶋 みなみ ﾀｶｼﾏ ﾐﾅﾐ 直美ありがとう 埼玉県 5:22:04
79 10066 山野 千亜紀 ﾔﾏﾉ ﾁｱｷ 福島県 5:22:16
80 10191 鈴木 絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 福島県 5:22:57
81 10114 野田 樹 ﾉﾀﾞ ｲﾂｷ いわき明星大学 福島県 5:23:09
82 10116 澤田 奈緒 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵ 福島県 5:23:09
83 10202 金内 麻友美 ｶﾈｳﾁ ﾏﾕﾐ 千葉県 5:23:38
84 10143 武田 望 ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 会津大学 福島県 5:23:47
85 10152 鈴木 津加砂 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ 福島県 5:24:25
86 10101 吉田 光穂子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎｺ いわきＷＨ 福島県 5:24:52
87 10071 白石 優 ｼﾗｲｼ ﾕｳ 福島県 5:25:37
88 10153 後藤 季葉 ｺﾞﾄｳ ｷﾖ 福島県 5:25:55
89 10134 神原 麻由 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏﾕ 千葉県 5:26:00
90 10226 坂本 良子 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ 東京都 5:26:19
91 10133 鈴木 麻耶 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉県 5:27:10
92 10050 金野 仁美 ｷﾝﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県 5:27:10
93 10172 丹野 ありさ ﾀﾝﾉ ｱﾘｻ 東京都 5:27:10
94 10131 梁 婷 ﾘｮｳ ﾃｲ 大戸屋 東京都 5:29:06
95 10234 小山 紗知 ｵﾔﾏ ｻﾁ エンジェル会 兵庫県 5:29:10
96 10233 板橋 麻里 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾘ エンジェル会 福島県 5:29:10
97 10107 永井 さおり ﾅｶﾞｲ ｻｵﾘ 福島県 5:29:31
98 10178 赤井畑 杏子 ｱｶｲﾊﾀ ｷｮｳｺ 福島県 5:29:36
99 10077 菅野 栞 ｽｹﾞﾉ ｼｵﾘ 福島県 5:29:37

100 10141 星 理沙 ﾎｼ ﾘｻ 宮城県 5:29:46
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101 10118 藁谷 明子 ﾜﾗｶﾞｲ ｱｷｺ 福島県 5:30:11
102 10013 塚原 めぐみ ﾂｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 水ラン 福島県 5:30:37
103 10119 石田 麻樹 ｲｼﾀﾞ ﾏｷ 福島県 5:31:02
104 10187 原 香里 ﾊﾗ ｶｵﾘ 東京都 5:31:23
105 10228 國分 優希 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳｷ 福島県 5:32:12
106 10126 狩野 智葉 ｶﾘﾉ ﾄﾓﾊ 福島県 5:32:43
107 10104 阿部 恵梨香 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 福島県 5:34:52
108 10174 黒田 美里 ｸﾛﾀﾞ ﾐｻﾄ レクサス 福島県 5:38:41
109 10168 古内 美香 ﾌﾙｳﾁﾐｶ ﾐｶ 福島県 5:39:13
110 10189 秋山 紗和里 ｱｷﾔﾏ ｻｵﾘ 東京都 5:41:41
111 10159 佐藤 江里 ｻﾄｳ ｴﾘ 福島県 5:42:09
112 10232 園部 加奈子 ｿﾉﾍﾞ ｶﾅｺ 福島県 5:42:29
113 10092 阿部 沙紀 ｱﾍﾞ ｻｷ スイーツカフェ 福島県 5:44:45
114 10085 坂本 郁衣 ｻｶﾓﾄ ｲｸｴ 福島県 5:45:47
115 10205 渡部 未来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 福島県 5:45:49
116 10244 酒井 妙子 ｻｶｲ ﾀｴｺ 福島県 5:46:14
117 10180 小野 麻衣 ｵﾉ ﾏｲ 福島県 5:47:00
118 10061 佐藤 真里奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 日本大学工学部 福島県 5:47:01
119 10164 白石 沙莉奈 ｼﾗｲｼ ｻﾘﾅ 福島県 5:47:59
120 10052 加藤 智恵子 ｶﾄｳ ﾁｴｺ 白高バスケＯＧ 福島県 5:49:02
121 10209 佐藤 かおり ｻﾄｳ ｶｵﾘ 福島県 5:49:10
122 10195 菅野 歩 ｶﾝﾉ ｱﾕﾑ 宮城県 5:49:55
123 10102 大野 静香 ｵｵﾉ ｼｽﾞｶ ＪＯ－ＢＩ 福島県 5:50:03
124 10225 吉田 葵 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 福島高専 福島県 5:50:11
125 10224 木田 亜梨沙 ｷﾀﾞ ｱﾘｻ 福島高専 福島県 5:50:11
126 10243 鈴木 真奈美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 福島県 5:50:18
127 13005 岸田 理恵子 ｷｼﾀﾞ ﾘｴｺ 福島県 5:50:40
128 10171 田村 由里 ﾀﾑﾗ ﾕﾘ メガスポーツ 宮城県 5:50:43
129 10169 植松 沙也加 ｳｴﾏﾂ ｻﾔｶ 福島高専 福島県 5:52:15
130 10188 吉田 佳奈美 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾐ 福島県 5:52:30
131 10230 鈴木 倫 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 磐高出身漫画家 東京都 5:52:38
132 10070 遠藤 美保 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 福島県 5:52:43
133 10217 吉田 江里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 福島県 5:52:52
134 10076 佐藤 有美 ｻﾄｳ ﾕｳﾐ 福島県 5:54:44
135 10186 五十嵐 秋音 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾈ 福島県 5:54:52
136 10089 大久保 杏奈 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝﾅ 福島県 5:55:28
137 10128 鈴木 美羽 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 福島県 5:55:35
138 10093 国分 夏子 ｺｸﾌﾞﾝ ﾅﾂｺ 和田小学校勤務 福島県 5:57:04
139 10109 田代 響子 ﾀｼﾛ ｷｮｳｺ 福島県 5:57:09
140 10199 會田 紗織 ｱｲﾀ ｻｵﾘ 埼玉県 5:57:26
141 10175 鈴木 陽 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 福島県 5:58:59
142 10238 佐藤 愛 ｻﾄｳ ｱｲ 福島県 5:59:27
143 10098 草野 友紀 ｸｻﾉ ﾕｷ くさのや 福島県 5:59:32
144 10210 池田 友香 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 福島県 5:59:34
145 10047 下山田 理真 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾘﾏ 走る人 福島県 5:59:39
146 10207 下村 晃子 ｼﾓﾑﾗ ｱｷｺ 茨城県 5:59:40


