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1 12013 小熊 淳子 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 3:52:02
2 12015 青山 弘子 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｺ アトリエ・ヒロ 福島県 4:08:15
3 12019 豊島 由喜子 ﾄﾖｼﾏ ﾕｷｺ 霞城ＥＲＣ 山形県 4:08:23
4 12023 羽根 正子 ﾊﾈ ｼｮｳｺ 観月台走友会 福島県 4:09:23
5 12016 鈴木 美起子 ｽｽﾞｷ ﾐｷｺ アイランド薬局 福島県 4:18:22
6 12022 若松 喜子 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼｺ 栃木県 4:19:43
7 12021 矢萩 由美 ﾔﾊｷﾞ ﾕﾐ ぶーちゃんず 神奈川県 4:22:35
8 12024 柳田 祥子 ﾔﾅｷﾞﾀ ｼｮｳｺ 福島県 4:23:06
9 12040 金森 和子 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｺ 宮城県 4:29:09

10 12020 矢島 多見子 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾐｺ 墨東走友会 東京都 4:30:07
11 12014 篠本 典子 ｼﾉﾓﾄ ﾉﾘｺ 神奈川県 4:32:35
12 12041 大峯 泉 ｵｵﾐﾈ ｲｽﾞﾐ 福島県 4:33:50
13 12045 齋藤 和代 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 郡山市役所 福島県 4:35:12
14 12025 山崎 まき子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷｺ 水戸石川走友会 茨城県 4:36:46
15 12047 斎藤 修子 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｺ チームＭ＆Ｓ 新潟県 4:40:58
16 12057 高橋 美和子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜｺ 埼玉県 4:42:22
17 12037 久保田 温子 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｺ 光ランいわき 福島県 4:44:46
18 12044 五十嵐 恵子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 福島県 4:47:49
19 12058 菅原 友子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 宮城県 4:48:40
20 12034 髙松 裕子 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｺ ナカザワフード 秋田県 4:50:07
21 12051 阿部 絹子 ｱﾍﾞ ｷﾇｺ 福島県 4:50:40
22 12011 風間 裕子 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｺ 新津走友会 新潟県 4:51:07
23 12050 黒沢 菊江 ｸﾛｻﾜ ｷｸｴ えびすや 茨城県 4:52:06
24 12031 飯塚 照江 ｲｲﾂｶ ﾃﾙｴ 茨城県 4:54:14
25 12042 塙 京子 ﾊﾅﾜ ｷｮｳｺ フル百回楽走会 茨城県 4:58:39
26 12061 小田嶋 ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ 北上桜ペアー 岩手県 5:04:46
27 12028 鈴木 フミ子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 秋田県 5:05:11
28 12046 丸井 小百合 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 紀州ウルトラ 和歌山県 5:11:35
29 12052 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ プレアデス 東京都 5:11:35
30 12026 五十嵐 千代 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾖ 千葉県 5:14:19
31 12038 三戸 桂子 ｻﾝﾄﾞ ｹｲｺ 泉クラブ 福島県 5:18:12
32 12033 飯塚 弘子 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｺ ＪＡふくしま未来 福島県 5:26:01
33 12018 湯野川 智恵子 ﾕﾉｶﾜ ﾁｴｺ ノブ爽友会 福島県 5:28:21
34 12055 園部 美代子 ｿﾉﾍﾞ ﾐﾖｺ 福島県 5:30:23
35 12030 内田 忍 ｳﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 山形県 5:44:09
36 12064 永沼 淑子 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｺ ＰＡＬⅡＴＣ 福島県 5:44:29
37 12053 伊深 八重子 ｲﾌﾞｶ ﾔｴｺ チーム２１ 福島県 5:50:32
38 12066 頼廣 茂子 ﾖﾘﾋﾛ ｼｹﾞｺ 宮城県 5:51:32
39 12017 丹野 由佳 ﾀﾝﾉ ﾕｶ 登楽喜会 福島県 5:53:00


