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1 13002 荒川 典子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 北海道 3:08:50
2 11011 村松 夏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ 静岡県 3:12:08
3 11001 Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｍａｇｕｉｒｅ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ﾏｸﾞﾜｲｱ Ｔｏｗｎｓｖｉｌｌｅ Ｒｏａｄ Ｒｕｎ 海外 3:13:32
4 11016 服部 美里 ﾊﾂﾄﾘ ﾐｻﾄ ＦＴＲＣ 福島県 3:21:27
5 11017 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 二本松病院 福島県 3:25:29
6 11013 齋藤 美香 ｻｲﾄｳ ﾐｶ みほの駅伝 青森県 3:27:55
7 11015 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田ランナーズ 秋田県 3:29:33
8 11029 星野 貴美子 ﾎｼﾉ ｷﾐｺ 福島県 3:33:04
9 11012 中島 忍 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 大阪府 3:41:59

10 11041 高根 真佐子 ﾀｶﾈ ﾏｻｺ ＦＴＲＣ 福島県 3:42:00
11 11054 三浦 芳子 ﾐｳﾗ ﾖｼｺ 東京都 3:44:08
12 11040 北川 紫織 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｵﾘ 千葉県 3:51:58
13 11032 木村 晶子 ｷﾑﾗ ｱｷｺ 光ＲＵＮいわき 福島県 3:53:06
14 11060 松本 有紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 宮城県 3:56:23
15 11056 高橋 敦子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 宮城県 3:57:39
16 11061 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 福島県 3:57:45
17 11052 佐藤 良子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ ＦＴＲＣ 山形県 3:58:57
18 11059 橋田 明子 ﾊｼﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 3:58:59
19 11018 大久保 千夏子 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｶｺ 福島県 3:59:04
20 11071 千葉 みゆき ﾁﾊﾞ ﾐﾕｷ Ｓｅａｄｓ 宮城県 3:59:24
21 11031 平沢 典子 ﾋﾗｻﾜ ﾉﾘｺ 石岡公園ＲＣ 茨城県 3:59:32
22 11050 鈴木 孝江 ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ 神奈川県 4:02:35
23 11066 松本 富貴子 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｷｺ 東京都 4:03:23
24 11083 安斎 真由美 ｱﾝｻﾞｲ ﾏﾕﾐ 福島県 4:05:31
25 11068 馬場 章絵 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷｴ 千葉県 4:06:08
26 11043 三上 明美 ﾐｶﾐ ｱｹﾐ 愛知県 4:07:59
27 11046 鈴木 有美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ ＹＹＲＣ 福島県 4:08:18
28 11049 羽曽部 雅江 ﾊｿﾍﾞ ﾏｻｴ 福浜大一建設 福島県 4:09:48
29 11101 久光 志保 ﾋｻﾐﾂ ｼﾎ 仙台明走会 宮城県 4:09:54
30 11036 久保 敬子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 東京都 4:10:48
31 11021 吉田 美樹 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ もみの樹 福島県 4:11:57
32 11267 手塚 貴子 ﾃﾂﾞｶ ﾀｶｺ 栃木県 4:12:52
33 11014 鈴木 まさみ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ ＮＳＩ 福島県 4:14:17
34 11067 熊田 留理 ｸﾏﾀﾞ ﾙﾘ はあとびいと 福島県 4:16:10
35 11324 大津 好子 ｵｵﾂ ヨークベニマル 福島県 4:16:40
36 11100 武藤 明美 ﾑﾄｳ ｱｹﾐ あしろーと秋田 秋田県 4:17:29
37 11065 渡部 直美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ 福島県 4:20:08
38 11062 木村 圭子 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 宮城県 4:20:10
39 11180 峪口 里美 ｻｺｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 茨城県 4:21:10
40 11044 岩地 康子 ｲﾜﾁ ﾔｽｺ 栃木県 4:21:33
41 11037 田中 麻澄 ﾀﾅｶ ﾏｽﾐ 東京都 4:21:59
42 11163 米山 志緒 ﾖﾈﾔﾏ ｼｵ うおぬまっこ 新潟県 4:22:22
43 11025 栗原 弥生 ｸﾘﾊﾗ ﾔﾖｲ 東京都 4:23:41
44 11051 渡邊 祥子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 仙台明走会 宮城県 4:23:59
45 11070 福尾 一恵 ﾌｸｵ ﾋﾄｴ ち～むふくお 福島県 4:24:20
46 11122 大島 三奈子 ｵｵｼﾏ ﾐﾅｺ 福島県 4:24:55
47 11129 菊地 ひとみ ｷｸﾁ ﾋﾄﾐ 福島県 4:25:06
48 11099 馬目 和子 ﾏﾉﾒ ｶｽﾞｺ 福島県 4:25:53
49 11104 中津川 裕子 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 神奈川県 4:26:34
50 11127 小林 千春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ 福島県 4:27:51
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51 11251 鶴巻 香織 ﾂﾙﾏｷ ｶｵﾘ 福島県 4:28:03
52 11097 高橋 絵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 岩手県 4:28:05
53 11154 齋藤 友子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ ミントクラブ 福島県 4:28:37
54 11091 吉田 充恵 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｴ ＪＯＹＦＩＴ 福島県 4:28:39
55 11124 齋藤 知美 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ ＲＵＮＪＯＧ 東京都 4:28:48
56 11159 赤間 千枝 ｱｶﾏ ﾁｴ 福島県 4:29:43
57 11089 菊地 澄枝 ｷｸﾁ ｽﾐｴ 山形県 4:29:51
58 11022 早坂 詩乃 ﾊﾔｻｶ ｼﾉ セントラル南小 宮城県 4:30:11
59 11042 本間 香織 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ ＣＨＡＯＳ 新潟県 4:30:15
60 11077 小澤 美由紀 ｵｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 東京都 4:32:44
61 11139 比佐 一枝 ﾋｻ ｶｽﾞｴ 福島県 4:32:56
62 11114 池田 史恵 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐｴ ち～むふくお 福島県 4:34:17
63 11081 下平 朱美 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｹﾐ ＲＵＮＳ 東京都 4:34:32
64 11019 西丸 美紀 ｻｲﾏﾙ ﾐｷ 福島県 4:34:44
65 11093 鈴木 聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ ゴジランナーズ 福島県 4:34:46
66 11145 猪狩 裕恵 ｲｶﾞﾘ ﾋﾛｴ 福島県 4:35:23
67 11076 緑川 潤子 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 4:35:34
68 11228 佐藤 真智子 ｻﾄｳ ﾏﾁｺ チーム幸楽 秋田県 4:35:50
69 11307 佐藤 道子 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 神奈川県 4:35:52
70 11094 加藤 貴子 ｶﾄｳ ﾀｶｺ チームマウイ 宮城県 4:36:49
71 11150 松広屋 陽子 ﾏﾂﾋﾛﾔ ﾖｳｺ 大阪府 4:37:01
72 11053 小倉 加奈代 ｵｸﾞﾗ ｶﾅﾖ 岩手県 4:37:04
73 11103 山下 紀久子 ﾔﾏｼﾀ ｷｸｺ 東京都 4:38:05
74 11119 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 日鉱 茨城県 4:38:09
75 11035 土屋 由起子 ﾂﾁﾔ ﾕｷｺ 新潟県 4:38:49
76 11045 山本 文子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｺ 神奈川県 4:39:13
77 11146 五十嵐 由喜子 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｺ 水走楽部 福島県 4:40:17
78 11162 池田 雪絵 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｴ 東京都 4:43:49
79 11111 佐藤 桂子 ｻﾄｳ ｹｲｺ スポネット弘前 青森県 4:44:37
80 11105 川上 由紀 ｶﾜｶﾐ ﾕｷ 東京都 4:44:40
81 11063 金井 直美 ｶﾅｲ ﾅｵﾐ 東京都 4:44:57
82 11098 小林 菜穂子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎｺ 新潟県 4:45:34
83 11134 内山 忍 ｳﾁﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 福島県 4:45:41
84 11149 河端 華子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾅｺ 浦安ハーフ走会 千葉県 4:45:58
85 11161 川島 浩子 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｺ 東京都 4:47:25
86 11168 國分 花子 ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾅｺ 福島県 4:47:32
87 11088 大野 桂子 ｵｵﾉ ｹｲｺ 福島県 4:47:37
88 11039 小野 恵美 ｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 総合型泉クラブ 福島県 4:50:00
89 11087 酒井 史江 ｻｶｲ ﾌﾐｴ ノブ爽友会 福島県 4:50:56
90 11107 一条 香 ｲﾁｼﾞｮｳ ｶｵﾘ ゆずっこ 福島県 4:51:16
91 11024 木島 美喜 ｷｼﾞﾏ ﾐｷ 山形県 4:51:55
92 11069 中澤 みゆき ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ＴＦＲＣ 東京都 4:52:13
93 11033 須藤 友子 ｽﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 4:52:53
94 11130 馬場 新 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾗﾀ 東京都 4:53:51
95 11303 小久保 木匠子 ｺｸﾎﾞ ｸﾐｺ 東京都 4:54:10
96 11208 須貝 ますみ ｽｶﾞｲ ﾏｽﾐ 神奈川県 4:54:37
97 11218 松崎 智佳子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｶｺ 楽笑姉妹 福島県 4:54:49
98 11175 中村 智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 新宿落合健脚会 東京都 4:54:54
99 11123 宮口 尚子 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵｺ 県庁チャレラン 福島県 4:55:02

100 11157 堀内 洋子 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳｺ 福島県 4:55:38
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101 11095 福原 友美 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 4:56:10
102 11309 永元 宏美 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ ランジョグ 福島県 4:56:11
103 11223 高橋 美香 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 埼玉県 4:56:33
104 11148 諏訪 裕美 ｽﾜ ﾋﾛﾐ 東京都 4:56:59
105 11096 近藤 潔盈 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｲﾝ 埼玉県 4:57:08
106 11109 熊谷 三千代 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾁﾖ 福島県 4:57:08
107 11172 栗原 章子 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｺ 神奈川県 4:57:21
108 11079 坂本 聡子 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｺ 福島県 4:57:33
109 11151 佐藤 みゆき ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 埼玉県 4:57:48
110 11118 伊藤 郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 岩手県 4:57:58
111 11186 大谷 美幸 ｵｵﾔ ﾐﾕｷ 東京都 4:57:58
112 11055 河西 千穂 ｶｻｲ ﾁﾎ 東京都 4:58:17
113 11120 水戸 祐子 ﾐﾄ ﾕｳｺ 宮城県 4:58:48
114 11141 小嶋 恵子 ｺｼﾞﾏ ｹｲｺ 福岡県 4:58:58
115 11199 松崎 敦子 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾂｺ ＤＩＢ 福島県 4:58:58
116 11211 對馬 陽子 ﾂｼﾏ ﾖｳｺ 青森県 4:59:18
117 11203 高田 章江 ﾀｶﾀﾞ ﾌﾐｴ 千葉県 5:00:28
118 11082 柴垣 奈津子 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾅﾂｺ チームＪＯＹ 東京都 5:00:43
119 11230 井田 直美 ｲﾀﾞ ﾅｵﾐ 埼玉県 5:01:01
120 11200 小池 陽子 ｺｲｹ ﾖｳｺ 福島県 5:01:14
121 11282 武田 晶子 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｺ チーム武田 宮城県 5:02:20
122 11084 太田 純子 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｺ 須賀川走友会 福島県 5:02:41
123 11191 白川 由紀 ｼﾗｶﾜ ﾕｷ 栃木県 5:02:55
124 11266 伊勢亀 純子 ｲｾｶﾒ ｼﾞｭﾝｺ ＢＷＲＣ 東京都 5:03:03
125 11140 元内 民実 ﾓﾄｳﾁ ﾋﾄﾐ 福島県 5:04:05
126 11286 西澤 千恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾁｴ 埼玉県 5:04:12
127 11158 柏崎 芳枝 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ 栃木県 5:04:32
128 11108 狩野 さおり ｶﾉｳ ｻｵﾘ 神奈川県 5:06:09
129 11232 藤田 範子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 千葉県 5:06:58
130 11135 石橋 和美 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾐ 福島県 5:07:06
131 11142 岩城 美保 ｲﾜｷ ﾐﾎ 大阪府 5:07:08
132 11311 石川 繭子 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｺ 茨城県 5:07:22
133 11242 木村 真理 ｷﾑﾗ ﾏﾘ 愛知県 5:07:58
134 11181 上田 真矢 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾔ 東京都 5:08:45
135 11086 猪狩 美紀 ｲｶﾞﾘ ﾐｷ ノブ爽友会 福島県 5:08:57
136 11138 安孫子 真紀 ｱﾋﾞｺ ﾏｷ 福島県 5:10:22
137 11293 久田松 玲子 ｸﾀﾞﾏﾂ ﾚｲｺ チームはるな 埼玉県 5:11:35
138 11229 廣瀬 浩子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 神奈川県 5:11:45
139 11112 菊池 朋子 ｷｸﾁ ﾄﾓｺ 東京都 5:11:48
140 11219 渡辺 牧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ 福島県 5:12:25
141 11137 梅松 愛 ｳﾒﾏﾂ ｱｲ めんだこ倶楽部 福島県 5:13:19
142 11241 大久保 えみ ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐ 郡山健走会 福島県 5:13:38
143 11164 平岡 寿美枝 ﾋﾗｵｶ ｽﾐｴ 埼玉県 5:13:41
144 11216 田中 肇子 ﾀﾅｶ ﾊﾂｺ 東京都 5:14:30
145 11182 宮下 詩乃 ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ 東京都 5:15:13
146 11184 矢内 友理子 ﾔﾅｲ ﾕﾘｺ 福島県 5:16:01
147 11271 坂倉 麻衣子 ｻｶｸﾗ ﾏｲｺ 愛知県 5:16:32
148 11174 河内 雅世 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾖ 東京都 5:17:10
149 11204 石川 幸代 ｲｼｶﾜ ｻﾁﾖ 新宿落合健脚会 東京都 5:17:21
150 11260 福島 琴江 ﾌｸｼﾏ ｺﾄｴ モンドラ 神奈川県 5:17:35



2018/02/14 17:24:46 4 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

151 11198 黒澤 朋美 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾐ 福島県 5:19:12
152 11261 宗形 理絵 ﾑﾅｶﾀ ﾘｴ 福島県 5:19:43
153 11023 前田 三枝子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｴｺ 龍と心の母 茨城県 5:20:25
154 11132 志賀 りょう子 ｼｶﾞ ﾘｮｳｺ コマ＆じろう 福島県 5:20:41
155 11133 鈴木 直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ コマ＆じろう 福島県 5:20:41
156 11156 阿部 雅美 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐ 株式会社関根組 福島県 5:20:48
157 11247 高橋 美佐子 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｺ ＭＭＭ 宮城県 5:20:49
158 11321 谷内 みどり ﾀﾆｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 5:21:45
159 11225 菅本 統子 ｽｶﾞﾓﾄ ﾉﾘｺ 福島県 5:23:16
160 11115 佐々木 美代子 ｻｻｷ ﾐﾖｺ ▶ 福島県 5:23:22
161 11177 渋谷 聡子 ｼﾌﾞﾔ ｻﾄｺ 宮城県 5:23:32
162 11273 和田 祥子 ﾜﾀﾞ ｻﾁｺ 新潟県 5:24:12
163 11173 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 福島県 5:25:20
164 11192 新田 真弓 ﾆｯﾀ ﾏﾕﾐ 緑ヶ丘東 福島県 5:25:41
165 11238 田所 由香里 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｶﾘ ゼロ 福島県 5:26:19
166 11240 佐藤 佐紀子 ｻﾄｳ ｻｷｺ かしまＲＣ 福島県 5:26:36
167 11215 根本 絵里 ﾈﾓﾄ ｴﾘ 茨城県 5:26:42
168 11302 新妻 律子 ﾆｲﾂﾏ ﾘﾂｺ 福島県 5:26:59
169 11206 菊池 直美 ｷｸﾁ ﾅｵﾐ 東京都 5:29:06
170 11167 柴原 愛 ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｲ すずらん 宮城県 5:29:11
171 11210 佐藤 佳子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ ランランくぼた 福島県 5:29:12
172 11202 高田 道子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾁｺ 福島県 5:30:34
173 11244 生井 美衣 ﾅﾏｲ ﾐｴ チーム悪石島 東京都 5:32:54
174 11226 南波 直子 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵｺ 埼玉県 5:33:29
175 11187 松田 久美子 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ ＮＴＴデータ 東京都 5:33:38
176 11262 鈴木 貴美子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 磐城共立病院 福島県 5:33:38
177 11236 賀澤 ゆかり ｶｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 福島県 5:34:07
178 11131 井上 じゅん ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 姉と妹 福島県 5:34:09
179 11256 舘田 澄子 ﾀﾃﾀﾞ ｽﾐｺ 東京都 5:34:21
180 11221 桑波田 圭子 ｸﾜﾊﾀ ｹｲｺ 宮城県 5:35:59
181 11285 羽沢 晶子 ﾊｻﾞﾜ ｼｮｳｺ ストラン駅伝部 秋田県 5:36:55
182 11263 鈴木 綾香 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 宮城県 5:37:10
183 11278 川口 仁美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 5:37:23
184 11281 井元 香 ｲﾉﾓﾄ ｶｵﾙ 熊本県 5:37:52
185 11317 庄子 智子 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｺ 宮城県 5:38:22
186 11085 平子 真由美 ﾋﾗｺ ﾏﾕﾐ チームＹＵＪＩ 福島県 5:38:25
187 11283 宮川 加代子 ﾐﾔｶﾜ ｶﾖｺ 茨城テック 茨城県 5:39:18
188 11147 小杉 知子 ｺｽｷﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 5:40:29
189 11214 宮野 百合 ﾐﾔﾉ ﾕﾘ 新潟県 5:40:31
190 11300 中田 美英 ﾅｶﾀﾞ ﾐｴｲ 福島県 5:40:59
191 11292 大竹 咲絵 ｵｵﾀｹ ｻｷｴ 福島県 5:41:14
192 11248 本田 こずえ ﾎﾝﾀﾞ ｺｽﾞｴ ＮＩＣＯ 福島県 5:41:38
193 11125 佐藤 隆子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ よちよちＲＣ 千葉県 5:43:29
194 11113 須藤 敬子 ｽﾄﾞｳ ｹｲｺ 福島県 5:43:39
195 11290 大森 浩子 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｺ 千葉県 5:45:05
196 11190 黒木 裕子 ｸﾛｷ ﾕｳｺ 福島県 5:46:17
197 11179 井比 しのぶ ｲﾋ ｼﾉﾌﾞ 福島県 5:48:11
198 11294 青木 万佐子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 東京都 5:48:13
199 11245 柳内 佐喜子 ﾔﾅｲ ｻｷｺ ビーアップ 福島県 5:48:29
200 11296 門馬 裕美 ﾓﾝﾏ ﾋﾛﾐ 福島県 5:48:56
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201 11189 大野 寿子 ｵｵﾉ ﾄｼｺ 有限会社末広 福島県 5:50:03
202 11326 長場 宏美 ﾅｶﾞﾊﾞ ﾋﾛﾐ 福島県 5:50:08
203 11072 大森 マリ子 ｵｵﾓﾘ ﾏﾘｺ 茨城県 5:50:18
204 11246 光武 佐知子 ﾐﾂﾀｹ ｻﾁｺ 埼玉県 5:50:21
205 11110 渡辺 納央美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ バンバンクラブ 東京都 5:50:57
206 11312 小内 友紀子 ｺｳﾁ ﾕｷｺ 東京都 5:51:15
207 11289 志賀 久美子 ｼｶﾞ ｸﾐｺ 福島県 5:51:17
208 11126 渡邉 洋子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 福島県 5:51:24
209 11234 萩原 ゆかり ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｶﾘ 磐城高校 福島県 5:51:30
210 11233 西潟 佐知子 ﾆｼｶﾞﾀ ｻﾁｺ 福島県 5:52:00
211 11207 三橋 里江子 ﾐﾂﾊｼ ﾘｴｺ 山亀 東京都 5:52:31
212 11258 須藤 浩子 ｽﾄｳ ﾋﾛｺ 揚土走人 福島県 5:53:25
213 11222 阿部 千賀子 ｱﾍﾞ ﾁｶｺ 福島県 5:53:39
214 11304 吉田 洋子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 福島県教育庁 福島県 5:53:58
215 11288 松崎 裕美 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛﾐ ミニオンズ 福島県 5:54:16
216 11183 中村 司 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 揚土走人 福島県 5:54:20
217 11313 杉本 佳子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ 宮城県 5:55:09
218 11064 佐川 美香 ｻｶﾞﾜ ﾐｶ 福島県 5:55:23
219 11235 坂本 恵子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ 福島県 5:55:32
220 11276 佐藤 かつこ ｻﾄｳ ｶﾂｺ 宮城県 5:55:50
221 11160 吉野 あつ子 ﾖｼﾉ ｱﾂｺ 福島県 5:55:55
222 11224 須藤 尚子 ｽﾄﾞｳ ﾋｻｺ クリームティー 福島県 5:56:10
223 11275 黒川 由紀子 ｸﾛｶﾜ ﾕｷｺ 東京都 5:56:23
224 11301 津惠 まゆみ ﾂｴ ﾏﾕﾐ チーム悪石島 東京都 5:56:27
225 11320 松本 美貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ 埼玉県 5:56:37
226 11153 大峯 紀子 ｵｵﾐﾈ ﾉﾘｺ 福島県 5:56:53
227 11274 田原 志津子 ﾀﾊﾞﾙ ｼﾂﾞｺ 宮城県 5:58:10
228 11243 本間 尚子 ﾎﾝﾏ ﾅｵｺ 東京都 5:58:44
229 11231 掛波 久美子 ｶｹﾅﾐ ｸﾐｺ 神奈川県 5:58:54
230 11217 丹野 美加 ﾀﾝﾉ ﾐｶ ＺＥＲＯ 福島県 5:58:57
231 11323 大関 奏子 ｵｵｾﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 5:59:17


