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1 10501 Ｂｒｅｅ Ｗｅｅ ﾌﾞﾘｰ ｳｨｰ 海外 3:05:19
2 10517 瀬川 裕子 ｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 千葉県 3:28:57
3 10525 河野 めぐみ ｺｳﾉ ﾒｸﾞﾐ 悠遊健康村病院 新潟県 3:34:48
4 10520 高橋 由希絵 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 東京都 3:37:37
5 10527 廣田 清香 ﾋﾛﾀ ｻﾔｶ 八戸市 青森県 3:37:45
6 10526 福重 仁美 ﾌｸｼｹﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 3:43:09
7 10529 橋本 美香 ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ 福島県 3:43:49
8 10521 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 福島県 3:47:30
9 10536 上武 真佐恵 ｳｴﾀｹ ﾏｻｴ 栃木県 3:47:46

10 10530 上田 理沙 ｳｴﾀﾞ ﾘｻ 東京都 3:48:39
11 10557 五十嵐 里絵 ｲｶﾗｼ ﾘｴ チームつるかめ 新潟県 3:49:49
12 10532 菅原 優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 宮城県 3:55:26
13 10519 平子 妙子 ﾋﾗｺ ﾀｴｺ ふくしまＴＲＣ 福島県 3:56:20
14 10563 金田 歩美 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾐ ＦＴＲＣ 福島県 3:59:02
15 10528 田代 恵 ﾀｼﾛ ｹｲ 埼玉県 4:04:34
16 10539 齊藤 啓子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 福島県 4:09:27
17 10531 海老主 絵里香 ｴﾋﾞｼ ｴﾘｶ ランジョグ 福島県 4:09:45
18 10574 岡本 明日香 ｵｶﾓﾄ ｱｽｶ 宮城県 4:11:29
19 10533 小倉 佳菜子 ｵｸﾞﾗ ｶﾅｺ 福島県 4:12:40
20 10560 真壁 さやか ﾏｶﾍﾞ ｻﾔｶ 宮城県 4:14:33
21 10626 工藤 幸子 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｺ 東京都 4:14:55
22 10578 澤上 晶 ｻｱﾜｶﾞﾐ ｱｷ Ｊヴィレッジ 福島県 4:16:22
23 10561 高山 知香 ﾀｶﾔﾏ ﾁｶ クーリエ 千葉県 4:16:55
24 10559 阿部 恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 4:17:45
25 10542 矢萩 千春 ﾔﾊｷﾞ ﾁﾊﾙ 福島県 4:18:36
26 10541 角田 美智子 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ 須賀川走友会 福島県 4:19:15
27 10575 細野 純子 ﾎｿﾉ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 4:22:18
28 10544 湯田 満希 ﾕﾀﾞ ﾏｷ 東京都 4:23:03
29 10556 須崎 里香 ｽｻﾞｷ ﾘｶ 東京都 4:26:09
30 10602 阿部 綾 ｱﾍﾞ ｱﾔ ＺＥＲＯ 福島県 4:27:04
31 10640 吉田 絵里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 4:27:27
32 10597 中村 多美子 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 東京都 4:27:28
33 10562 湯山 和恵 ﾕﾔﾏ ｶｽﾞｴ 水戸ランナー塾 茨城県 4:28:09
34 10567 松本 有加 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 東京都 4:30:49
35 10583 平岡 萌子 ﾋﾗｵｶ ﾓｴｺ 東京都 4:31:42
36 10608 稲川 みなみ ｲﾅｶﾜ ﾐﾅﾐ 福島県 4:31:56
37 10576 上遠野 里恵 ｶﾄｵﾉ ｻﾄｴ 福島県 4:32:24
38 10568 大上 淑子 ｵｵｶﾐ ｼｭｸｺ 福島県 4:32:52
39 10569 藤川 愛 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｲ 東京都 4:35:59
40 10524 渡邊 ゆきえ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 神奈川県 4:36:20
41 10543 吉田 祐子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 福島県 4:37:36
42 10555 石井 みさと ｲｼｲ ﾐｻﾄ 福島県 4:38:06
43 10633 渡邉 智織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｵﾘ 福島県 4:42:57
44 10537 柳沼 理恵 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｴ 水曜ランでしょ 福島県 4:46:30
45 10609 鈴木 めぐみ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 福島県 4:46:31
46 10661 湯座 静子 ﾕｻﾞ ｼｽﾞｺ 二ツ箭〇●ＭＢ 福島県 4:47:45
47 10653 鴫原 陽子 ｼｷﾞﾊﾗ ﾖｳｺ 福島県 4:48:29
48 10630 佐々木 絵美 ｻｻｷ ｴﾐ 郡山中央交通 福島県 4:48:44
49 10596 島田 知子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 福島県 4:51:53
50 10573 菊池 成美 ｷｸﾁ ﾅﾙﾐ 福島県 4:53:46
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51 10592 奈良 恵理子 ﾅﾗ ｴﾘｺ 東京都 4:54:05
52 10593 小野 景子 ｵﾉ ｹｲｺ 庄内ゆるＲＵＮ 山形県 4:56:38
53 10570 松本 悦子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾂｺ ＪＯＹＦＩＴ 福島県 4:56:52
54 10667 庄司 直美 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵﾐ 宮城県 4:59:40
55 10599 橋本 千香 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 福島県 5:00:55
56 10522 楢岡 亜希子 ﾅﾗｵｶ ｱｷｺ 秋田県 5:02:43
57 10550 田中 千秋 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 福島県 5:04:14
58 10693 緑川 知恵 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁｴ いわき２１の森 福島県 5:04:22
59 10588 鈴木 美紀子 ｽｽﾞｷ ﾐｷｺ ダイエット部 東京都 5:06:10
60 10614 太田 敦子 ｵｵﾀ ｱﾂｺ 福島県 5:06:39
61 10652 山岡 恵 ﾔﾏｵｶ ﾒｸﾞﾐ 福島県 5:07:05
62 10622 佐々木 美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ 宮城県 5:08:20
63 10554 川村 由美 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾐ 宮城県 5:10:07
64 10551 佐川 美由紀 ｻｶﾞﾜ ﾐﾕｷ ノブ爽友会 福島県 5:10:29
65 10611 蓑島 渚 ﾐﾉｼﾏ ﾅｷﾞｻ フローラＲＣ 岐阜県 5:11:43
66 10584 須藤 真帆 ｽﾄﾞｳ ﾏﾎ ブリカマＲＣ 東京都 5:12:05
67 10625 早川 希望 ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 5:14:13
68 10694 曲山 憲子 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾉﾘｺ 福島県 5:14:25
69 10637 浅野 優子 ｱｻﾉ ﾕｳｺ 東京都 5:14:40
70 10641 田中 美香 ﾀﾅｶ ﾐｶ 秋田県 5:16:57
71 10617 熊谷 香織 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ 福島県 5:19:12
72 10665 山地 美紗子 ﾔﾏｼﾞ ﾐｻｺ 福島県 5:19:15
73 10659 高山 友美 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾐ 千葉県 5:19:42
74 10703 藁谷 美香 ﾜﾗｶﾞｲ ﾐｶ 福島県 5:19:43
75 10553 菅原 まなみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅﾐ 福島県 5:19:54
76 10623 小野 京子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 福島県 5:20:49
77 10664 柏崎 香菜恵 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾅｴ 〇●マラソン部 福島県 5:20:52
78 10590 水野 あさひ ﾐｽﾞﾉ ｱｻﾋ 神奈川県 5:24:49
79 10647 吉田 美帆 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ テイシイシイ 福島県 5:24:57
80 10589 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ シーズ杜の都 宮城県 5:25:17
81 10580 大澤 亮子 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｺ 福島県 5:25:48
82 10680 小松 友美 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾐ アルプスＨＤ 福島県 5:26:08
83 10619 小松 由美恵 ｺﾏﾂ ﾕﾐｴ 福島県 5:26:50
84 10671 早瀬 晶子 ﾊﾔｾ ｱｷｺ 宮城県 5:26:53
85 10603 神田 紫織 ｶﾝﾀﾞ ｼｵﾘ 福島県 5:32:18
86 10688 宮村 千明 ﾐﾔﾑﾗ ﾁｱｷ 福島県 5:32:39
87 10612 椎名 礼子 ｼｲﾅ ﾚｲｺ ハニーズ 福島県 5:32:56
88 10639 大川 裕子 ｵｵｶﾜ ﾕｳｺ 大谷接骨院 福島県 5:33:18
89 10613 横山 圭子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ ＶＣ５６ 福島県 5:33:19
90 10638 石川 華恵 ｲｼｶﾜ ﾊﾅｴ 神奈川県 5:33:49
91 10577 作山 まこと ｻｸﾔﾏ ﾏｺﾄ 姉と妹 福島県 5:34:09
92 10571 高橋 美希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 新潟県 5:34:26
93 10713 稲坂 麻美 ｲﾅｻｶ ﾏﾐ 福島県 5:34:42
94 10687 鴨志田 睦未 ｶﾓｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ 福島県 5:35:39
95 10660 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 5:35:53
96 10600 吉野 和子 ﾖｼﾉ ｶｽﾞｺ 東京都 5:35:59
97 10649 大柳 恵理子 ｵｵﾔﾅｷﾞ ｴﾘｺ 国分町ＲＣ 宮城県 5:36:01
98 10618 高橋 紗英子 ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ 坪井ランナーズ 福島県 5:36:06
99 10642 片岡 由貴子 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ 神奈川県 5:36:08

100 10601 諏訪 敦子 ｽﾜ ｱﾂｺ 宮城県 5:36:09
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101 10628 森 和恵 ﾓﾘ ｶｽﾞｴ 栃木県 5:36:48
102 10605 小布施 由喜位 ｵﾌﾞｾ ﾕｷｲ 福島県 5:36:50
103 10598 佐藤 里絵 ｻﾄｳ ﾘｴ 茨城県 5:37:17
104 10595 和田 菜摘 ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ ラン活にいがた 埼玉県 5:38:00
105 10716 木田 優子 ｷﾀﾞ ﾕｳｺ 福島県 5:38:16
106 10690 菅野 美穂 ｶﾝﾉ ﾐﾎ 福島県 5:38:37
107 10682 寺島 真智子 ﾃﾗｼﾏ ﾏﾁｺ 福島県 5:41:27
108 10634 大塚 智恵子 ｵｵﾂｶ ﾁｴｺ 福島県 5:42:06
109 10714 髙久 美華 ﾀｶｸ ﾐｶ 福島県 5:42:30
110 10696 染谷 美津恵 ｿﾒﾔ ﾐﾂｴ 福島県 5:45:46
111 10675 佐久間 希美 ｻｸﾏ ﾉｿﾞﾐ 福島県 5:45:56
112 10666 田中 亜貴子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 福島県 5:46:55
113 10668 川口 正子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｺ 埼玉県 5:48:16
114 10564 野地 優子 ﾉｼﾞ ﾕｳｺ 福島県 5:49:03
115 10674 深谷 歩美 ﾌｶﾔ ｱﾕﾐ 福島県 5:49:14
116 10635 出羽 文代 ﾃﾞﾜ ﾌﾐﾖ やまざき接骨院 福島県 5:49:25
117 10648 山本 日和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ 三井生命 福島県 5:49:38
118 10691 佐久間 睦美 ｻｸﾏ ﾑﾂﾐ ＡＦＲＯ 福島県 5:51:27
119 10676 和知 弘子 ﾜﾁ ﾋﾛｺ かねこＡＣ 福島県 5:51:40
120 10606 生天目 明子 ﾅﾏﾀﾒ ｱｷｺ 生ちゃんず 福島県 5:52:06
121 10620 草野 絢美 ｸｻﾉ ｱﾔﾐ ＤＩＢ 福島県 5:52:29
122 10700 高間 蘭 ﾀｶﾏ ﾗﾝ 愛媛県 5:53:00
123 10689 菊地 萌 ｷｸﾁ ﾒｸﾞ 埼玉県 5:53:00
124 10513 鈴木 ひろみ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 5:53:38
125 10698 鈴木 史江 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｴ 福島県 5:53:44
126 10548 鈴木 玲美 ｽｽﾞｷ ﾅﾙﾐ ＷＡＲＥＥＺＥ 福島県 5:54:48
127 10663 坂本 章子 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺ 岩手県 5:55:17
128 10514 片山 裕子 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｺ 福島県 5:56:20
129 10678 齋藤 明菜 ｻｲﾄｳ ｱｷﾅ 福島県 5:56:41
130 10552 鈴木 幸江 ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 福島県 5:57:10
131 13003 笹原 広美 ｻｻﾊﾗ ﾋﾛﾐ 公益財団法人ときわ会 福島県 5:57:17
132 10672 鈴木 志麻 ｽｽﾞｷ ｼﾏ マラチョン部 宮城県 5:57:18
133 10656 鈴木 香緒理 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ いわきスタイル 福島県 5:58:24
134 10572 小野澤 りつ ｵﾉｻﾞﾜ ﾘﾂ 千葉県 5:58:58
135 10549 佐藤 香 ｻﾄｳ ｶｵﾘ チームちびこ 福島県 5:59:59


