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1 11513 吉田 由美子 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｺ 聴覚支援平 福島県 3:42:48
2 11519 服部 征子 ﾊｯﾄﾘ ｾｲｺ こうじま慈愛 福島県 3:43:58
3 11514 山本 昭代 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾖ 東京都 3:46:47
4 11532 野口 美子 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｺ 神奈川県 3:54:13
5 11512 鈴木 由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 楢葉町社協 福島県 3:55:13
6 11529 遠藤 里佐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ＡＰＳ 福島県 3:55:36
7 11568 星出 由美子 ﾎｼﾃﾞ ﾕﾐｺ 栃木県 3:57:02
8 11536 村田 なぎさ ﾑﾗﾀ ﾅｷﾞｻ 神奈川県 3:58:00
9 11544 片野 直美 ｶﾀﾉ ﾅｵﾐ 福島県 3:59:26

10 11563 曽川 恵智子 ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ 花谷塾 埼玉県 3:59:36
11 11551 長谷川 聖子 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｺ 日医ジョガーズ 青森県 3:59:55
12 11535 佐々木 朱美 ｻｻｷ ｱｹﾐ 宮城県 4:03:33
13 11578 荒井 育子 ｱﾗｲ ｲｸｺ 栃木県 4:04:11
14 11592 平井 陽子 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ 新潟県 4:04:37
15 11609 笠松 佳子 ｶｻﾏﾂ ﾖｼｺ 愛知県 4:06:12
16 11548 今西 千晶 ｲﾏﾆｼ ﾁｱｷ 東京都 4:06:55
17 11528 大友 和子 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｺ 共進工業 福島県 4:06:58
18 11572 立脇 昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ 宮城県 4:07:06
19 11521 鈴木 朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 茨城県 4:08:18
20 11553 矢内 理恵 ﾔﾅｲ ﾘｴ 富士ゼロックス 神奈川県 4:08:45
21 11555 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ Ｈａｎａ 宮城県 4:08:53
22 11552 宗方 千恵子 ﾑﾈｶﾀ ﾁｴｺ たいやき焼けた 福島県 4:10:00
23 11526 河合 あき子 ｶﾜｲ ｱｷｺ 神奈川県 4:11:32
24 11523 勝永 早苗 ｶﾂﾅｶﾞ ｻﾅｴ 総合型泉クラブ 福島県 4:12:30
25 11549 代田 有紀子 ｼﾛﾀ ﾕｷｺ 東京都 4:13:09
26 11564 丸山 美枝子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｴｺ 愛知県 4:13:29
27 11678 馬場 則子 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｺ 福島県 4:13:30
28 11515 小泉 由香 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ 福島県 4:13:48
29 11530 吉田 甲子 ﾖｼﾀﾞ ｷﾇｺ 福島県 4:14:29
30 11571 植木 香代子 ｳｴｷ ｶﾖｺ 星商店 栃木県 4:14:47
31 11539 冨吉 久美子 ﾄﾐﾖｼ ｸﾐｺ 東京都 4:16:51
32 11686 洞口 恵子 ﾎﾗｸﾞﾁ ｹｲｺ 宮城県 4:16:56
33 11520 高島 美紀子 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ 滋賀県 4:19:12
34 11624 中島 裕美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 神奈川県 4:20:56
35 11561 首藤 ゆかり ｼｭﾄﾞｳ ﾕｶﾘ ＵＮＺＡ 新潟県 4:21:19
36 11560 高橋 絹江 ﾀｶﾊｼ ｷﾇｴ 福島県 4:21:40
37 11524 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 東京都 4:21:52
38 11573 関根 ゆかり ｾｷﾈ ﾕｶﾘ 東京都 4:22:14
39 11599 石井 教子 ｲｼｲ ﾐﾁｺ ゆったり館 福島県 4:23:52
40 11569 齋藤 雅子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 宮城県 4:24:36
41 11612 斎藤 ヨネ子 ｻｲﾄｳ ﾖﾈｺ 星野商事 福島県 4:24:54
42 11537 廣川 由起子 ﾋﾛｶﾜ ﾕｷｺ ゲレンデ逆走 福島県 4:25:10
43 11711 小久保 薫子 ｺｸﾎﾞ ｶｵﾙｺ 東京都 4:26:00
44 11576 黒島 利恵子 ｸﾛｼﾏ ﾘｴｺ ぽさＲＵＮ 長野県 4:26:45
45 11547 鈴木 香織 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 東京都 4:26:52
46 11577 信濃 葉子 ｼﾅﾉ ﾖｳｺ 東京都 4:27:10
47 11629 鈴木 美裕子 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｺ あさとあゆ 宮城県 4:27:25
48 11570 大内 薫 ｵｵｳﾁ ｶｵﾙ チームひつじ 東京都 4:27:47
49 11545 伴 望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 新潟県 4:27:53
50 11533 鈴木 直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 西６走り隊 神奈川県 4:27:59



2018/02/14 17:25:52 2 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

51 11605 神野 恵美子 ｺｳﾉ ｴﾐｺ 東京都 4:29:14
52 11632 遠藤 一美 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 宮城県 4:30:15
53 11517 高木 はるみ ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐ かわまたスポ 福島県 4:30:19
54 11621 時田 千恵 ﾄｷﾀ ﾁｴ にゃんこスター 福島県 4:30:25
55 11575 峯岸 みち子 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐﾁｺ 福島県 4:30:51
56 11580 太田 美智 ｵｵﾀ ﾐﾁ 宮城県 4:31:19
57 11613 山田 佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 福島ＣＴＣ 福島県 4:32:02
58 11531 加藤 圭子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 山形県 4:33:13
59 11618 小嶋 麻子 ｵｼﾞﾏ ｱｻｺ ＪＡいしのまき 宮城県 4:34:03
60 11640 大槻 千恵美 ｵｵﾂｷ ﾁｴﾐ 宮城県 4:36:36
61 11518 前田 尚美 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾐ 東京都 4:36:43
62 11608 森 松江 ﾓﾘ ﾏﾂｴ 神奈川県 4:38:13
63 11567 藤本 佳津子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都 4:38:16
64 11648 石川 里美 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾐ 福島県 4:39:03
65 11583 阿佐美 礼子 ｱｻﾞﾐ ﾚｲｺ 前トラ 群馬県 4:39:03
66 11590 根本 カシ子 ﾈﾓﾄ ｶｼｺ 常磐マイペース 福島県 4:40:02
67 11643 佐々木 清美 ｻｻｷ ｷﾖﾐ 福島県 4:41:24
68 11588 古山 千寿子 ﾌﾙﾔﾏ ﾁｽﾞｺ 福島ＣＴＣ 福島県 4:41:43
69 11653 大本 俊子 ｵｵﾓﾄ ﾄｼｺ 茨城県 4:42:27
70 11587 大崎 まゆみ ｵｵｻｷ ﾏﾕﾐ 宮城県 4:43:42
71 11525 四柳 由美子 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ にっさんろうそ 福島県 4:47:41
72 11633 宍戸 智恵 ｼｼﾄﾞ ﾁｴ 宮城県 4:47:59
73 11666 青砥 淳美 ｱｵﾄ ｷﾖﾐ 宮城県 4:49:19
74 11566 長尾 りえ ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 白馬トレラン部 東京都 4:49:48
75 11538 加藤 乃利子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 4:50:37
76 11615 名倉 裕子 ﾅｸﾞﾗ ﾕｳｺ 坪井ランナーズ 福島県 4:50:58
77 11565 神戸 佳子 ｺｳﾍﾞ ｹｲｺ 山形県 4:51:55
78 11546 奈良 一美 ﾅﾗ ｶｽﾞﾐ チーム Ｋ’ｓ 福島県 4:52:37
79 11656 河村 里美 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 高津戸１０班 福島県 4:53:37
80 11650 木村 三規枝 ｷﾑﾗ ﾐｷｴ 福島県 4:53:52
81 11631 猪狩 泰子 ｲｶﾞﾘ ﾔｽｺ 福島県 4:54:51
82 11584 水谷 公恵 ﾐｽﾞﾀﾆ ｷﾐｴ 三重県 4:57:21
83 11694 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ アピアＧＲＡ 富山県 4:57:22
84 11602 佐藤 昭枝 ｻﾄｳ ｱｷｴ たんぽぽＲＣ 宮城県 4:57:35
85 11614 森 由美 ﾓﾘ ﾕﾐ 東京都 4:57:58
86 11606 小川 佳枝 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｴ 東京都 4:58:02
87 11620 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 福島県 5:00:25
88 11635 上川原 由美 ｶﾐｶﾜﾗ ﾕﾐ 宮城県 5:01:11
89 11676 吉田 かおる ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 楽笑姉妹 福島県 5:02:30
90 11585 若井 恵子 ﾜｶｲ ｹｲｺ ラン活にいがた 新潟県 5:03:01
91 11659 加藤 香洋 ｶﾄｳ ｶﾖｳ 橘高校 福島県 5:06:12
92 11673 渡辺 善美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐ 坪井ランナーズ 福島県 5:08:34
93 11675 馬上 ひろみ ﾓｳｴ ﾋﾛﾐ 坪井ランナーズ 福島県 5:08:59
94 11607 菊田 絹子 ｷｸﾀ ｷﾇｺ 東京都 5:09:06
95 11595 菅原 美幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕｷ フィジック仙台 宮城県 5:09:19
96 11634 西丸 ひとみ ｻｲﾏﾙ ﾋﾄﾐ 福島県 5:09:21
97 11586 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 八の会 宮城県 5:10:10
98 11670 森 なおこ ﾓﾘ ﾅｵｺ ＫＮ１朝霞 埼玉県 5:10:40
99 11623 藤岡 智美 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 紀州ウルトラ 和歌山県 5:11:34

100 11600 伊藤 ひで子 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｺ 総合型泉クラブ 福島県 5:14:37
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101 11619 滝 祐喜子 ﾀｷ ﾕｷｺ 東京都 5:15:05
102 11562 佐藤 千登勢 ｻﾄｳ ﾁﾄｾ 福島県 5:15:13
103 11658 齋藤 香織 ｻｲﾄｳ 福島県 5:17:04
104 11662 水野 奈保美 ﾐｽﾞﾉ ﾅﾎﾐ プリムラ山の会 東京都 5:19:50
105 11693 武藤 敬子 ﾑﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 5:20:36
106 11611 町田 万里子 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾘｺ 福島県 5:21:07
107 11534 鶴田 真由美 ﾂﾙﾀ ﾏﾕﾐ 東京都 5:21:46
108 11699 高木 由美子 ﾀｶｷﾞ ﾕﾐｺ 山形県 5:22:36
109 11638 廣井 美奈子 ﾋﾛｲ ﾐﾅｺ 光ＲＵＮいわき 福島県 5:22:50
110 11542 吉田 靖子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ ヨシダ住宅工房 茨城県 5:22:58
111 11690 花見 英子 ﾊﾅﾐ ｴｲｺ 福島県 5:23:33
112 11516 鈴木 矢代江 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｴ 山田ＲＣ 福島県 5:24:43
113 11644 金子 悦子 ｶﾈｺ ｴﾂｺ チームギャザー 福島県 5:24:59
114 11657 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 天栄ランナーズ 福島県 5:25:12
115 11630 渡辺 伸子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 東京都 5:26:05
116 11527 村田 優子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ ＴＯＫＫＩＩ 茨城県 5:26:31
117 11680 飯高 良子 ｲｲﾀｶ ﾘｮｳｺ チーム商工会 福島県 5:28:23
118 11661 渡邉 久美重 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｴ あづま山の会 福島県 5:28:33
119 11641 佐藤 澄子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 東京都 5:29:38
120 11589 神田 由美子 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾐｺ 福島県 5:30:24
121 11688 菊地 千恵子 ｷｸﾁ ﾁｴｺ 山形県 5:31:26
122 11665 後藤 玲子 ｺﾞﾄｳ ﾚｲｺ 山形県 5:35:09
123 11616 揖斐 悦子 ｲﾋﾞ ｴﾂｺ 千葉県 5:35:59
124 11691 鈴木 稚佳子 ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ 福島県 5:36:06
125 11647 川本 ひかり ｶﾜﾓﾄ ﾋｶﾘ ＲＵＮ塾 埼玉県 5:36:20
126 11639 乾 寿賀子 ｲﾇｲ ｽｶﾞｺ ランナーズハイ 福島県 5:40:12
127 11645 草野 とよ子 ｸｻﾉ ﾄﾖｺ くさのや 福島県 5:41:08
128 11610 伊東 由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 福島県 5:42:29
129 11703 赤坂 叔子 ｱｶｻｶ ｼｭｸｺ 福島県 5:49:17
130 11698 佐久間 典子 ｻｸﾏ ﾉﾘｺ 福島県 5:50:08
131 11696 大窪 まゆみ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾕﾐ 福島県 5:52:55
132 11660 長久保 奈尾子 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾅｵｺ 揚土走人 福島県 5:53:25
133 11681 榊原 明美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｹﾐ 揚土走人 福島県 5:53:25
134 11597 柏村 貴子 ｶｼﾑﾗ ﾀｶｺ 総合型泉クラブ 福島県 5:53:33
135 11625 喜井 裕代 ｷｲ ﾔｽﾖ 洋裕翔駿 神奈川県 5:54:48
136 11713 千葉 佳子 ﾁﾊﾞ ﾖｼｺ 宮城県 5:54:55
137 11655 渡辺 慶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 東京都 5:55:38
138 11557 台 さゆみ ﾀﾞｲ ｻﾕﾐ 福島県 5:58:19
139 11558 海老根 明美 ｴﾋﾞﾈ ｱｹﾐ 福島県 5:58:19
140 11710 政井 浩子 ﾏｻｲ ﾋﾛｺ 福島県 5:59:26


