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1 511 吉田 香織 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ ＴｅａｍＲ×Ｌ 東京都 1 2:40:54
2 10015 高山 優希 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 宮城県 1 3:05:04
3 10501 Ｂｒｅｅ Ｗｅｅ ﾌﾞﾘｰ ｳｨｰ 海外 1 3:05:19
4 10011 橋詰 由佳 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ 埼玉県 2 3:08:17
5 13002 荒川 典子 ｱﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 北海道 1 3:08:50
6 513 根元 香苗 ﾈﾓﾄ ｶﾅｴ 青春ランナーズ 埼玉県 2 3:09:06
7 11011 村松 夏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ 静岡県 2 3:12:08
8 11001 Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｍａｇｕｉｒｅ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ﾏｸﾞﾜｲｱ Ｔｏｗｎｓｖｉｌｌｅ Ｒｏａｄ Ｒｕｎ 海外 3 3:13:32
9 11016 服部 美里 ﾊﾂﾄﾘ ﾐｻﾄ ＦＴＲＣ 福島県 4 3:21:27

10 516 濱辺 久美枝 ﾊﾏﾍﾞ ｸﾐｴ 大江戸飛脚会 東京都 3 3:22:53
11 11017 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 二本松病院 福島県 5 3:25:29
12 515 石川 範子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ ＷｉｎｄＲｕｎ 東京都 4 3:25:52
13 517 熊谷 順子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 5 3:26:28
14 10017 川原 早智 ｶﾜﾊﾗ ｻﾁ リレマラ 千葉県 3 3:27:49
15 11013 齋藤 美香 ｻｲﾄｳ ﾐｶ みほ 駅伝 青森県 6 3:27:55
16 10517 瀬川 裕子 ｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 千葉県 2 3:28:57
17 10019 嶋本 麻菜美 ｼﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ アンデパンダン 京都府 4 3:29:25
18 11015 三浦 ゆう子 ﾐｳﾗ ﾕｳｺ 秋田ランナーズ 秋田県 7 3:29:33
19 11029 星野 貴美子 ﾎｼﾉ ｷﾐｺ 福島県 8 3:33:04
20 514 中山 奈々 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾅ 東京都 6 3:33:32
21 10018 荒井 芽衣 ｱﾗｲ ﾒｲ 姥堂小学校 福島県 5 3:34:34
22 10525 河野 めぐみ ｺｳﾉ ﾒｸﾞﾐ 悠遊健康村病院 新潟県 3 3:34:48
23 529 細谷 香苗 ﾎｿﾔ ｶﾅｴ 東京都 7 3:35:34
24 10059 新田 有里香 ﾆｯﾀ ﾕﾘｶ 自衛隊 宮城県 6 3:37:00
25 10520 高橋 由希絵 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 東京都 4 3:37:37
26 10527 廣田 清香 ﾋﾛﾀ ｻﾔｶ 八戸市 青森県 5 3:37:45
27 10016 内桶 あさ美 ｳﾁｵｹ ｱｻﾐ 福島県 7 3:37:52
28 11012 中島 忍 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 大阪府 9 3:41:59
29 11041 高根 真佐子 ﾀｶﾈ ﾏｻｺ ＦＴＲＣ 福島県 10 3:42:00
30 518 山田 照美 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾐ チーム新舞子 千葉県 8 3:42:22
31 534 古橋 想 ﾌﾙﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 9 3:42:47
32 11513 吉田 由美子 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｺ 聴覚支援平 福島県 1 3:42:48
33 10526 福重 仁美 ﾌｸｼｹﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 6 3:43:09
34 10023 山口 静香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ リレマラ 埼玉県 8 3:43:39
35 10529 橋本 美香 ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ 福島県 7 3:43:49
36 11519 服部 征子 ﾊｯﾄﾘ ｾｲｺ こうじま慈愛 福島県 2 3:43:58
37 11054 三浦 芳子 ﾐｳﾗ ﾖｼｺ 東京都 11 3:44:08
38 520 木場 今日子 ｷﾊﾞ ｷｮｳｺ 東京陸協 東京都 10 3:44:38
39 528 江見 美穂 ｴﾐ ﾐﾎ ランジョグ 茨城県 11 3:45:42
40 527 菅野 奈央 ｶﾝﾉ ﾅｵ ＧＡＺＥＬＬＥ 千葉県 12 3:46:16
41 10035 上野 紗耶佳 ｳｴﾉ ｻﾔｶ Ｒｕｎべ 福島県 9 3:46:39
42 11514 山本 昭代 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾖ 東京都 3 3:46:47
43 10521 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 福島県 8 3:47:30
44 10536 上武 真佐恵 ｳｴﾀｹ ﾏｻｴ 栃木県 9 3:47:46
45 10530 上田 理沙 ｳｴﾀﾞ ﾘｻ 東京都 10 3:48:39
46 526 田中 由紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ ルネサンス仙台 宮城県 13 3:48:51
47 535 木伏 絵美 ｷﾌﾞｼ ｴﾐ 新津走友会 新潟県 14 3:48:59
48 10557 五十嵐 里絵 ｲｶﾗｼ ﾘｴ チームつるかめ 新潟県 11 3:49:49
49 525 大和田 治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 一関ＡＣ 岩手県 15 3:51:37
50 11040 北川 紫織 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｵﾘ 千葉県 12 3:51:58
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51 12013 小熊 淳子 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 1 3:52:02
52 11032 木村 晶子 ｷﾑﾗ ｱｷｺ 光ＲＵＮいわき 福島県 13 3:53:06
53 11532 野口 美子 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｺ 神奈川県 4 3:54:13
54 11512 鈴木 由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 楢葉町社協 福島県 5 3:55:13
55 10532 菅原 優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 宮城県 12 3:55:26
56 11529 遠藤 里佐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ＡＰＳ 福島県 6 3:55:36
57 533 倉片 ますみ ｸﾗｶﾀ ﾏｽﾐ たんぽぽＲＣ 宮城県 16 3:56:04
58 10519 平子 妙子 ﾋﾗｺ ﾀｴｺ ふくしまＴＲＣ 福島県 13 3:56:20
59 11060 松本 有紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 宮城県 14 3:56:23
60 11568 星出 由美子 ﾎｼﾃﾞ ﾕﾐｺ 栃木県 7 3:57:02
61 11056 高橋 敦子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 宮城県 15 3:57:39
62 11061 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 福島県 16 3:57:45
63 11536 村田 なぎさ ﾑﾗﾀ ﾅｷﾞｻ 神奈川県 8 3:58:00
64 530 小川 香織 ｵｶﾞﾜ ｶｵﾘ 東京ラン友会 東京都 17 3:58:33
65 11052 佐藤 良子 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ ＦＴＲＣ 山形県 17 3:58:57
66 11059 橋田 明子 ﾊｼﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 18 3:58:59
67 10563 金田 歩美 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾐ ＦＴＲＣ 福島県 14 3:59:02
68 11018 大久保 千夏子 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｶｺ 福島県 19 3:59:04
69 11071 千葉 みゆき ﾁﾊﾞ ﾐﾕｷ Ｓｅａｄｓ 宮城県 20 3:59:24
70 11544 片野 直美 ｶﾀﾉ ﾅｵﾐ 福島県 9 3:59:26
71 11031 平沢 典子 ﾋﾗｻﾜ ﾉﾘｺ 石岡公園ＲＣ 茨城県 21 3:59:32
72 11563 曽川 恵智子 ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ 花谷塾 埼玉県 10 3:59:36
73 544 長谷川 紀美子 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐｺ 福島県 18 3:59:51
74 11551 長谷川 聖子 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｺ 日医ジョガーズ 青森県 11 3:59:55
75 10194 中嶋 衣織 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｵﾘ 福島県 10 4:01:42
76 13004 折笠 凪彩 ｵﾘｶｻ ﾅｷﾞｻ ＤＩＢ 福島県 11 4:02:27
77 11050 鈴木 孝江 ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ 神奈川県 22 4:02:35
78 523 堀内 曜子 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳｺ 本荘由利陸協 秋田県 19 4:02:57
79 10088 矢澤 紀咲 ﾔｻﾞﾜ ｷｴ 宮城県大崎市 埼玉県 12 4:03:07
80 11066 松本 富貴子 ﾏﾂﾓﾄ ﾌｷｺ 東京都 23 4:03:23
81 11535 佐々木 朱美 ｻｻｷ ｱｹﾐ 宮城県 12 4:03:33
82 11578 荒井 育子 ｱﾗｲ ｲｸｺ 栃木県 13 4:04:11
83 10528 田代 恵 ﾀｼﾛ ｹｲ 埼玉県 15 4:04:34
84 11592 平井 陽子 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ 新潟県 14 4:04:37
85 11083 安斎 真由美 ｱﾝｻﾞｲ ﾏﾕﾐ 福島県 24 4:05:31
86 11068 馬場 章絵 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷｴ 千葉県 25 4:06:08
87 11609 笠松 佳子 ｶｻﾏﾂ ﾖｼｺ 愛知県 15 4:06:12
88 11548 今西 千晶 ｲﾏﾆｼ ﾁｱｷ 東京都 16 4:06:55
89 11528 大友 和子 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｺ 共進工業 福島県 17 4:06:58
90 11572 立脇 昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ 宮城県 18 4:07:06
91 11043 三上 明美 ﾐｶﾐ ｱｹﾐ 愛知県 26 4:07:59
92 12015 青山 弘子 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｺ アトリエ・ヒロ 福島県 2 4:08:15
93 11046 鈴木 有美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ ＹＹＲＣ 福島県 27 4:08:18
94 11521 鈴木 朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 茨城県 19 4:08:18
95 12019 豊島 由喜子 ﾄﾖｼﾏ ﾕｷｺ 霞城ＥＲＣ 山形県 3 4:08:23
96 11553 矢内 理恵 ﾔﾅｲ ﾘｴ 富士ゼロックス 神奈川県 20 4:08:45
97 11555 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ Ｈａｎａ 宮城県 21 4:08:53
98 537 二瓶 真由美 ﾆﾍｲ ﾏﾕﾐ 仙台ナイトラン 宮城県 20 4:09:04
99 10020 西山 歩美 ﾆｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 三春病院 福島県 13 4:09:10

100 10031 澤村 有紀 ｻﾜﾑﾗ ﾕｷ 東京都 14 4:09:14
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101 12023 羽根 正子 ﾊﾈ ｼｮｳｺ 観月台走友会 福島県 4 4:09:23
102 10539 齊藤 啓子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ 福島県 16 4:09:27
103 10154 芳賀 暁子 ﾊｶﾞ ｱｷｺ 福島県 15 4:09:36
104 10531 海老主 絵里香 ｴﾋﾞｼ ｴﾘｶ ランジョグ 福島県 17 4:09:45
105 11049 羽曽部 雅江 ﾊｿﾍﾞ ﾏｻｴ 福浜大一建設 福島県 28 4:09:48
106 11101 久光 志保 ﾋｻﾐﾂ ｼﾎ 仙台明走会 宮城県 29 4:09:54
107 11552 宗方 千恵子 ﾑﾈｶﾀ ﾁｴｺ たいやき焼けた 福島県 22 4:10:00
108 540 田嶋 裕子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 大阪府 21 4:10:39
109 10021 渡辺 ありさ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾘｻ キビタンＲＣ 福島県 16 4:10:45
110 11036 久保 敬子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ 東京都 30 4:10:48
111 10574 岡本 明日香 ｵｶﾓﾄ ｱｽｶ 宮城県 18 4:11:29
112 11526 河合 あき子 ｶﾜｲ ｱｷｺ 神奈川県 23 4:11:32
113 10027 佐藤 由季 ｻﾄｳ ﾕｷ 太田走友会 福島県 17 4:11:45
114 11021 吉田 美樹 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ もみ 樹 福島県 31 4:11:57
115 11523 勝永 早苗 ｶﾂﾅｶﾞ ｻﾅｴ 総合型泉クラブ 福島県 24 4:12:30
116 10533 小倉 佳菜子 ｵｸﾞﾗ ｶﾅｺ 福島県 19 4:12:40
117 11267 手塚 貴子 ﾃﾂﾞｶ ﾀｶｺ 栃木県 32 4:12:52
118 531 佐藤 奈菜 ｻﾄｳ ﾅﾅ 白鴎大学 栃木県 22 4:13:01
119 11549 代田 有紀子 ｼﾛﾀ ﾕｷｺ 東京都 25 4:13:09
120 11564 丸山 美枝子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｴｺ 愛知県 26 4:13:29
121 11678 馬場 則子 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｺ 福島県 27 4:13:30
122 10094 阿部 加奈子 ｱﾍﾞ ｶﾅｺ 福島県 18 4:13:38
123 11515 小泉 由香 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ 福島県 28 4:13:48
124 11014 鈴木 まさみ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ ＮＳＩ 福島県 33 4:14:17
125 11530 吉田 甲子 ﾖｼﾀﾞ ｷﾇｺ 福島県 29 4:14:29
126 10560 真壁 さやか ﾏｶﾍﾞ ｻﾔｶ 宮城県 20 4:14:33
127 11571 植木 香代子 ｳｴｷ ｶﾖｺ 星商店 栃木県 30 4:14:47
128 10626 工藤 幸子 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｺ 東京都 21 4:14:55
129 10106 川瀬 詩央里 ｶﾜｾ ｼｵﾘ 神奈川県 19 4:14:59
130 10072 齊藤 鮎璃 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾘ 愛知県 20 4:15:19
131 11067 熊田 留理 ｸﾏﾀﾞ ﾙﾘ あとびいと 福島県 34 4:16:10
132 10578 澤上 晶 ｻｱﾜｶﾞﾐ ｱｷ Ｊヴィレッジ 福島県 22 4:16:22
133 10063 尾崎 知栄 ｵｻﾞｷ ﾁｴ 神奈川県 21 4:16:22
134 11324 大津 好子 ｵｵﾂ ヨークベニマル 福島県 35 4:16:40
135 11539 冨吉 久美子 ﾄﾐﾖｼ ｸﾐｺ 東京都 31 4:16:51
136 10040 大島 未央 ｵｵｼﾏ ﾐｵ 神奈川県 22 4:16:52
137 10561 高山 知香 ﾀｶﾔﾏ ﾁｶ クーリエ 千葉県 23 4:16:55
138 11686 洞口 恵子 ﾎﾗｸﾞﾁ ｹｲｺ 宮城県 32 4:16:56
139 10145 佐藤 浅美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 福島県 23 4:17:13
140 11100 武藤 明美 ﾑﾄｳ ｱｹﾐ あしろーと秋田 秋田県 36 4:17:29
141 10559 阿部 恭子 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 宮城県 24 4:17:45
142 12016 鈴木 美起子 ｽｽﾞｷ ﾐｷｺ アイランド薬局 福島県 5 4:18:22
143 10542 矢萩 千春 ﾔﾊｷﾞ ﾁﾊﾙ 福島県 25 4:18:36
144 11520 高島 美紀子 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ 滋賀県 33 4:19:12
145 10541 角田 美智子 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ 須賀川走友会 福島県 26 4:19:15
146 10024 近藤 朋奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾅ 東京都 24 4:19:29
147 12022 若松 喜子 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼｺ 栃木県 6 4:19:43
148 10041 西山 仁美 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾄﾐ 福島県 25 4:19:52
149 11065 渡部 直美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ 福島県 37 4:20:08
150 11062 木村 圭子 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 宮城県 38 4:20:10
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151 11624 中島 裕美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 神奈川県 34 4:20:56
152 11180 峪口 里美 ｻｺｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 茨城県 39 4:21:10
153 11561 首藤 ゆかり ｼｭﾄﾞｳ ﾕｶﾘ ＵＮＺＡ 新潟県 35 4:21:19
154 11044 岩地 康子 ｲﾜﾁ ﾔｽｺ 栃木県 40 4:21:33
155 11560 高橋 絹江 ﾀｶﾊｼ ｷﾇｴ 福島県 36 4:21:40
156 11524 近藤 恵子 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 東京都 37 4:21:52
157 11037 田中 麻澄 ﾀﾅｶ ﾏｽﾐ 東京都 41 4:21:59
158 11573 関根 ゆかり ｾｷﾈ ﾕｶﾘ 東京都 38 4:22:14
159 10575 細野 純子 ﾎｿﾉ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 27 4:22:18
160 11163 米山 志緒 ﾖﾈﾔﾏ ｼｵ うおぬまっこ 新潟県 42 4:22:22
161 10065 内藤 ひかり ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾘ リレマラ 東京都 26 4:22:31
162 12021 矢萩 由美 ﾔﾊｷﾞ ﾕﾐ ぶーちゃんず 神奈川県 7 4:22:35
163 10022 野原 万記子 ﾉﾊﾗ ﾏｷｺ 新潟県 27 4:22:56
164 10544 湯田 満希 ﾕﾀﾞ ﾏｷ 東京都 28 4:23:03
165 12024 柳田 祥子 ﾔﾅｷﾞﾀ ｼｮｳｺ 福島県 8 4:23:06
166 11025 栗原 弥生 ｸﾘﾊﾗ ﾔﾖｲ 東京都 43 4:23:41
167 11599 石井 教子 ｲｼｲ ﾐﾁｺ ゆったり館 福島県 39 4:23:52
168 11051 渡邊 祥子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 仙台明走会 宮城県 44 4:23:59
169 547 後藤 いづみ ｺﾞﾄｳ ｲﾂﾞﾐ ＡＱＲＣ 東京都 23 4:24:18
170 11070 福尾 一恵 ﾌｸｵ ﾋﾄｴ ち～むふくお 福島県 45 4:24:20
171 11569 齋藤 雅子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 宮城県 40 4:24:36
172 11612 斎藤 ヨネ子 ｻｲﾄｳ ﾖﾈｺ 星野商事 福島県 41 4:24:54
173 11122 大島 三奈子 ｵｵｼﾏ ﾐﾅｺ 福島県 46 4:24:55
174 11129 菊地 ひとみ ｷｸﾁ ﾋﾄﾐ 福島県 47 4:25:06
175 11537 廣川 由起子 ﾋﾛｶﾜ ﾕｷｺ ゲレンデ逆走 福島県 42 4:25:10
176 11099 馬目 和子 ﾏﾉﾒ ｶｽﾞｺ 福島県 48 4:25:53
177 11711 小久保 薫子 ｺｸﾎﾞ ｶｵﾙｺ 東京都 43 4:26:00
178 10556 須崎 里香 ｽｻﾞｷ ﾘｶ 東京都 29 4:26:09
179 549 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 24 4:26:23
180 11104 中津川 裕子 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 神奈川県 49 4:26:34
181 11576 黒島 利恵子 ｸﾛｼﾏ ﾘｴｺ ぽさＲＵＮ 長野県 44 4:26:45
182 11547 鈴木 香織 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 東京都 45 4:26:52
183 10602 阿部 綾 ｱﾍﾞ ｱﾔ ＺＥＲＯ 福島県 30 4:27:04
184 11577 信濃 葉子 ｼﾅﾉ ﾖｳｺ 東京都 46 4:27:10
185 11629 鈴木 美裕子 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｺ あさとあゆ 宮城県 47 4:27:25
186 10640 吉田 絵里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 31 4:27:27
187 10597 中村 多美子 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾐｺ 東京都 32 4:27:28
188 11570 大内 薫 ｵｵｳﾁ ｶｵﾙ チームひつじ 東京都 48 4:27:47
189 10181 成田 りえ ﾅﾘﾀ ﾘｴ 青森県 28 4:27:48
190 11127 小林 千春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ 福島県 50 4:27:51
191 11545 伴 望 ﾊﾞﾝ ﾉｿﾞﾐ 新潟県 49 4:27:53
192 11533 鈴木 直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ 西６走り隊 神奈川県 50 4:27:59
193 11251 鶴巻 香織 ﾂﾙﾏｷ ｶｵﾘ 福島県 51 4:28:03
194 11097 高橋 絵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 岩手県 52 4:28:05
195 10562 湯山 和恵 ﾕﾔﾏ ｶｽﾞｴ 水戸ランナー塾 茨城県 33 4:28:09
196 11154 齋藤 友子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ ミントクラブ 福島県 53 4:28:37
197 10082 瀬谷 美由希 ｾﾔ ﾐﾕｷ チームくぼた 福島県 29 4:28:38
198 11091 吉田 充恵 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｴ ＪＯＹＦＩＴ 福島県 54 4:28:39
199 10067 宮澤 佳純 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾐ リレマラ 埼玉県 30 4:28:43
200 11124 齋藤 知美 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ ＲＵＮＪＯＧ 東京都 55 4:28:48
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201 12040 金森 和子 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｺ 宮城県 9 4:29:09
202 11605 神野 恵美子 ｺｳﾉ ｴﾐｺ 東京都 51 4:29:14
203 12512 菊地 隆子 ｷｸﾁ ﾀｶｺ 宮城県 1 4:29:24
204 11159 赤間 千枝 ｱｶﾏ ﾁｴ 福島県 56 4:29:43
205 11089 菊地 澄枝 ｷｸﾁ ｽﾐｴ 山形県 57 4:29:51
206 12020 矢島 多見子 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾐｺ 墨東走友会 東京都 10 4:30:07
207 11022 早坂 詩乃 ﾊﾔｻｶ ｼﾉ セントラル南小 宮城県 58 4:30:11
208 11042 本間 香織 ﾎﾝﾏ ｶｵﾘ ＣＨＡＯＳ 新潟県 59 4:30:15
209 11632 遠藤 一美 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 宮城県 52 4:30:15
210 11517 高木 るみ ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐ かわまたスポ 福島県 53 4:30:19
211 11621 時田 千恵 ﾄｷﾀ ﾁｴ にゃんこスター 福島県 54 4:30:25
212 539 本村 美恵 ﾎﾝﾑﾗ ﾐｴ アスリートクラ 東京都 25 4:30:29
213 10567 松本 有加 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 東京都 34 4:30:49
214 11575 峯岸 みち子 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐﾁｺ 福島県 55 4:30:51
215 11580 太田 美智 ｵｵﾀ ﾐﾁ 宮城県 56 4:31:19
216 10583 平岡 萌子 ﾋﾗｵｶ ﾓｴｺ 東京都 35 4:31:42
217 10608 稲川 みなみ ｲﾅｶﾜ ﾐﾅﾐ 福島県 36 4:31:56
218 11613 山田 佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 福島ＣＴＣ 福島県 57 4:32:02
219 10576 上遠野 里恵 ｶﾄｵﾉ ｻﾄｴ 福島県 37 4:32:24
220 12014 篠本 典子 ｼﾉﾓﾄ ﾉﾘｺ 神奈川県 11 4:32:35
221 11077 小澤 美由紀 ｵｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 東京都 60 4:32:44
222 10568 大上 淑子 ｵｵｶﾐ ｼｭｸｺ 福島県 38 4:32:52
223 11139 比佐 一枝 ﾋｻ ｶｽﾞｴ 福島県 61 4:32:56
224 11531 加藤 圭子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 山形県 58 4:33:13
225 12041 大峯 泉 ｵｵﾐﾈ ｲｽﾞﾐ 福島県 12 4:33:50
226 11618 小嶋 麻子 ｵｼﾞﾏ ｱｻｺ ＪＡいし まき 宮城県 59 4:34:03
227 11114 池田 史恵 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐｴ ち～むふくお 福島県 62 4:34:17
228 11081 下平 朱美 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｹﾐ ＲＵＮＳ 東京都 63 4:34:32
229 10086 若林 彩香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 茨城県 31 4:34:33
230 11019 西丸 美紀 ｻｲﾏﾙ ﾐｷ 福島県 64 4:34:44
231 11093 鈴木 聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ ゴジランナーズ 福島県 65 4:34:46
232 12045 齋藤 和代 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 郡山市役所 福島県 13 4:35:12
233 10030 佐藤 好恵 ｻﾄｳ ﾖｼｴ 福島県 32 4:35:13
234 11145 猪狩 裕恵 ｲｶﾞﾘ ﾋﾛｴ 福島県 66 4:35:23
235 11076 緑川 潤子 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 福島県 67 4:35:34
236 11228 佐藤 真智子 ｻﾄｳ ﾏﾁｺ チーム幸楽 秋田県 68 4:35:50
237 11307 佐藤 道子 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 神奈川県 69 4:35:52
238 10569 藤川 愛 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｲ 東京都 39 4:35:59
239 10524 渡邊 ゆきえ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 神奈川県 40 4:36:20
240 11640 大槻 千恵美 ｵｵﾂｷ ﾁｴﾐ 宮城県 60 4:36:36
241 11518 前田 尚美 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾐ 東京都 61 4:36:43
242 12025 山崎 まき子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷｺ 水戸石川走友会 茨城県 14 4:36:46
243 11094 加藤 貴子 ｶﾄｳ ﾀｶｺ チームマウイ 宮城県 70 4:36:49
244 536 池田 絵里 ｲｹﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 26 4:36:51
245 11150 松広屋 陽子 ﾏﾂﾋﾛﾔ ﾖｳｺ 大阪府 71 4:37:01
246 11053 小倉 加奈代 ｵｸﾞﾗ ｶﾅﾖ 岩手県 72 4:37:04
247 10543 吉田 祐子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 福島県 41 4:37:36
248 11103 山下 紀久子 ﾔﾏｼﾀ ｷｸｺ 東京都 73 4:38:05
249 10555 石井 みさと ｲｼｲ ﾐｻﾄ 福島県 42 4:38:06
250 10139 上遠野 優 ｶﾄｵﾉ ﾕｳ 福島県 33 4:38:07
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251 11119 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 日鉱 茨城県 74 4:38:09
252 11608 森 松江 ﾓﾘ ﾏﾂｴ 神奈川県 62 4:38:13
253 11567 藤本 佳津子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都 63 4:38:16
254 11035 土屋 由起子 ﾂﾁﾔ ﾕｷｺ 新潟県 75 4:38:49
255 11648 石川 里美 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾐ 福島県 64 4:39:03
256 11583 阿佐美 礼子 ｱｻﾞﾐ ﾚｲｺ 前トラ 群馬県 65 4:39:03
257 11045 山本 文子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｺ 神奈川県 76 4:39:13
258 10130 本木 知奈美 ﾓﾄｷ ﾁﾅﾐ 東京都 34 4:39:38
259 11590 根本 カシ子 ﾈﾓﾄ ｶｼｺ 常磐マイペース 福島県 66 4:40:02
260 11146 五十嵐 由喜子 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｺ 水走楽部 福島県 77 4:40:17
261 552 大類 幸子 ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ ＳＭＡＣ 山形県 27 4:40:48
262 12047 斎藤 修子 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｺ チームＭ＆Ｓ 新潟県 15 4:40:58
263 10069 藤 杏奈 ﾌｼﾞ ｱﾝﾅ 磐城ＡＭけいこ 福島県 35 4:41:11
264 11643 佐々木 清美 ｻｻｷ ｷﾖﾐ 福島県 67 4:41:24
265 11588 古山 千寿子 ﾌﾙﾔﾏ ﾁｽﾞｺ 福島ＣＴＣ 福島県 68 4:41:43
266 12057 高橋 美和子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜｺ 埼玉県 16 4:42:22
267 11653 大本 俊子 ｵｵﾓﾄ ﾄｼｺ 茨城県 69 4:42:27
268 10028 瑞李 ﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 福島県 36 4:42:29
269 10099 仲田 萌重子 ﾅｶﾀﾞ ﾓｴｺ 福島県 37 4:42:34
270 10633 渡邉 智織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｵﾘ 福島県 43 4:42:57
271 551 小西 美幸 ｺﾆｼ ﾐﾕｷ 東京都 28 4:43:30
272 10138 齋藤 るか ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 宮城県 38 4:43:37
273 11587 大崎 まゆみ ｵｵｻｷ ﾏﾕﾐ 宮城県 70 4:43:42
274 11162 池田 雪絵 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｴ 東京都 78 4:43:49
275 545 山口 加代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ 横浜市陸協 神奈川県 29 4:44:01
276 553 脇本 ひろみ ﾜｷﾓﾄ ﾋﾛﾐ 宮城県 30 4:44:06
277 10056 西川 裕子 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 大阪府 39 4:44:09
278 11111 佐藤 桂子 ｻﾄｳ ｹｲｺ スポネット弘前 青森県 79 4:44:37
279 10120 渡邉 未来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 福島県 40 4:44:38
280 11105 川上 由紀 ｶﾜｶﾐ ﾕｷ 東京都 80 4:44:40
281 550 鈴木 優美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 岩手県 31 4:44:46
282 12037 久保田 温子 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｺ 光ランいわき 福島県 17 4:44:46
283 11063 金井 直美 ｶﾅｲ ﾅｵﾐ 東京都 81 4:44:57
284 11098 小林 菜穂子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎｺ 新潟県 82 4:45:34
285 11134 内山 忍 ｳﾁﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 福島県 83 4:45:41
286 11149 河端 華子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾅｺ 浦安ハーフ走会 千葉県 84 4:45:58
287 10090 遠藤 普子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 福島県 41 4:46:00
288 10182 岡 美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 福島県 42 4:46:20
289 10537 柳沼 理恵 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｴ 水曜ランでしょ 福島県 44 4:46:30
290 10609 鈴木 めぐみ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 福島県 45 4:46:31
291 11161 川島 浩子 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｺ 東京都 85 4:47:25
292 10237 長谷部 奏 ﾊｾﾍﾞ ｶﾅ 文京区ＬＢＬ 東京都 43 4:47:30
293 11168 國分 花子 ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾅｺ 福島県 86 4:47:32
294 11088 大野 桂子 ｵｵﾉ ｹｲｺ 福島県 87 4:47:37
295 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 71 4:47:41
296 10661 湯座 静子 ﾕｻﾞ ｼｽﾞｺ 二ツ箭〇●ＭＢ 福島県 46 4:47:45
297 12044 五十嵐 恵子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 福島県 18 4:47:49
298 11633 宍戸 智恵 ｼｼﾄﾞ ﾁｴ 宮城県 72 4:47:59
299 10064 草野 海李 ｸｻﾉ ｶｲﾘ 静岡県 44 4:48:00
300 10653 鴫原 陽子 ｼｷﾞﾊﾗ ﾖｳｺ 福島県 47 4:48:29
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301 10029 晴季 ﾊﾀ ﾊﾙｷ 福島県 45 4:48:38
302 12058 菅原 友子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 宮城県 19 4:48:40
303 10630 佐々木 絵美 ｻｻｷ ｴﾐ 郡山中央交通 福島県 48 4:48:44
304 11666 青砥 淳美 ｱｵﾄ ｷﾖﾐ 宮城県 73 4:49:19
305 11566 長尾 りえ ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 白馬トレラン部 東京都 74 4:49:48
306 11039 小野 恵美 ｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 総合型泉クラブ 福島県 88 4:50:00
307 10026 小野 美沙 ｵﾉ ﾐｻ 総合型泉クラブ 福島県 46 4:50:00
308 12034 髙松 裕子 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｺ ナカザワフード 秋田県 20 4:50:07
309 11538 加藤 乃利子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 75 4:50:37
310 12051 阿部 絹子 ｱﾍﾞ ｷﾇｺ 福島県 21 4:50:40
311 11087 酒井 史江 ｻｶｲ ﾌﾐｴ ノブ爽友会 福島県 89 4:50:56
312 11615 名倉 裕子 ﾅｸﾞﾗ ﾕｳｺ 坪井ランナーズ 福島県 76 4:50:58
313 12011 風間 裕子 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｺ 新津走友会 新潟県 22 4:51:07
314 11107 一条 香 ｲﾁｼﾞｮｳ ｶｵﾘ ゆずっこ 福島県 90 4:51:16
315 10105 岸 彩伽 ｷｼ ｱﾔｶ リレマラ 東京都 47 4:51:26
316 10221 木村 和加菜 ｷﾑﾗ ﾜｶﾅ 福島県 48 4:51:46
317 10596 島田 知子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 福島県 49 4:51:53
318 11024 木島 美喜 ｷｼﾞﾏ ﾐｷ 山形県 91 4:51:55
319 11565 神戸 佳子 ｺｳﾍﾞ ｹｲｺ 山形県 77 4:51:55
320 10051 松下 美里 ﾏﾂｼﾀ ﾐｻﾄ 神奈川県 49 4:51:59
321 12050 黒沢 菊江 ｸﾛｻﾜ ｷｸｴ えびすや 茨城県 23 4:52:06
322 11069 中澤 みゆき ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ＴＦＲＣ 東京都 92 4:52:13
323 11546 奈良 一美 ﾅﾗ ｶｽﾞﾐ チーム Ｋ’ｓ 福島県 78 4:52:37
324 11033 須藤 友子 ｽﾄｳ ﾄﾓｺ 東京都 93 4:52:53
325 10068 吉田 萌香 ﾖｼﾀﾞ ﾓｶ 磐城ＡＭけいこ 福島県 50 4:52:56
326 11656 河村 里美 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 高津戸１０班 福島県 79 4:53:37
327 10573 菊池 成美 ｷｸﾁ ﾅﾙﾐ 福島県 50 4:53:46
328 11130 馬場 新 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾗﾀ 東京都 94 4:53:51
329 11650 木村 三規枝 ｷﾑﾗ ﾐｷｴ 福島県 80 4:53:52
330 10592 奈良 恵理子 ﾅﾗ ｴﾘｺ 東京都 51 4:54:05
331 11303 小久保 木匠子 ｺｸﾎﾞ ｸﾐｺ 東京都 95 4:54:10
332 12031 飯塚 照江 ｲｲﾂｶ ﾃﾙｴ 茨城県 24 4:54:14
333 11208 須貝 ますみ ｽｶﾞｲ ﾏｽﾐ 神奈川県 96 4:54:37
334 11218 松崎 智佳子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｶｺ 楽笑姉妹 福島県 97 4:54:49
335 11631 猪狩 泰子 ｲｶﾞﾘ ﾔｽｺ 福島県 81 4:54:51
336 11175 中村 智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 新宿落合健脚会 東京都 98 4:54:54
337 11123 宮口 尚子 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵｺ 県庁チャレラン 福島県 99 4:55:02
338 11157 堀内 洋子 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳｺ 福島県 100 4:55:38
339 11095 福原 友美 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾐ 東京都 101 4:56:10
340 11309 永元 宏美 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ ランジョグ 福島県 102 4:56:11
341 11223 高橋 美香 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 埼玉県 103 4:56:33
342 10593 小野 景子 ｵﾉ ｹｲｺ 庄内ゆるＲＵＮ 山形県 52 4:56:38
343 10570 松本 悦子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾂｺ ＪＯＹＦＩＴ 福島県 53 4:56:52
344 10127 鈴木 優佳 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 福島県 51 4:56:55
345 11148 諏訪 裕美 ｽﾜ ﾋﾛﾐ 東京都 104 4:56:59
346 11096 近藤 潔盈 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｲﾝ 埼玉県 105 4:57:08
347 11109 熊谷 三千代 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾁﾖ 福島県 106 4:57:08
348 11584 水谷 公恵 ﾐｽﾞﾀﾆ ｷﾐｴ 三重県 82 4:57:21
349 11172 栗原 章子 ｸﾘﾊﾗ ｱｷｺ 神奈川県 107 4:57:21
350 11694 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ アピアＧＲＡ 富山県 83 4:57:22
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351 11079 坂本 聡子 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｺ 福島県 108 4:57:33
352 11602 佐藤 昭枝 ｻﾄｳ ｱｷｴ たんぽぽＲＣ 宮城県 84 4:57:35
353 11151 佐藤 みゆき ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 埼玉県 109 4:57:48
354 11614 森 由美 ﾓﾘ ﾕﾐ 東京都 85 4:57:58
355 11118 伊藤 郁子 ｲﾄｳ ｲｸｺ 岩手県 110 4:57:58
356 11186 大谷 美幸 ｵｵﾔ ﾐﾕｷ 東京都 111 4:57:58
357 11606 小川 佳枝 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｴ 東京都 86 4:58:02
358 11055 河西 千穂 ｶｻｲ ﾁﾎ 東京都 112 4:58:17
359 12042 塙 京子 ﾊﾅﾜ ｷｮｳｺ フル百回楽走会 茨城県 25 4:58:39
360 11120 水戸 祐子 ﾐﾄ ﾕｳｺ 宮城県 113 4:58:48
361 10146 小原 花菜 ｵﾊﾞﾗ ｶﾅ 山形県 52 4:58:51
362 11141 小嶋 恵子 ｺｼﾞﾏ ｹｲｺ 福岡県 114 4:58:58
363 11199 松崎 敦子 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾂｺ ＤＩＢ 福島県 115 4:58:58
364 10091 三浦 美幸 ﾐｳﾗ ﾐﾕｷ 福島県 53 4:59:05
365 11211 對馬 陽子 ﾂｼﾏ ﾖｳｺ 青森県 116 4:59:18
366 10667 庄司 直美 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵﾐ 宮城県 54 4:59:40
367 10151 高橋 亜実 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 宮城県 54 5:00:01
368 10097 緑川 春香 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙｶ 福島県 55 5:00:01
369 10032 太田 真紀 ｵｵﾀ ﾏｷ ６ＡＡＲＣ 福島県 56 5:00:19
370 11620 吉田 典子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 福島県 87 5:00:25
371 11203 高田 章江 ﾀｶﾀﾞ ﾌﾐｴ 千葉県 117 5:00:28
372 11082 柴垣 奈津子 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾅﾂｺ チームＪＯＹ 東京都 118 5:00:43
373 10220 内山 千夏 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ 平第二中学校 福島県 57 5:00:45
374 10599 橋本 千香 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 福島県 55 5:00:55
375 11230 井田 直美 ｲﾀﾞ ﾅｵﾐ 埼玉県 119 5:01:01
376 10117 山野 夏実 ﾔﾏﾉ ﾅﾂﾐ 福島県 58 5:01:03
377 11635 上川原 由美 ｶﾐｶﾜﾗ ﾕﾐ 宮城県 88 5:01:11
378 11200 小池 陽子 ｺｲｹ ﾖｳｺ 福島県 120 5:01:14
379 10043 梶原 千愛 ｶｼﾞﾊﾗ ﾁｱｲ 東京都 59 5:01:57
380 10163 平野 涼子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 県庁チャレラン 福島県 60 5:02:10
381 10193 和田 諒子 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｺ 福島県 61 5:02:16
382 11282 武田 晶子 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｺ チーム武田 宮城県 121 5:02:20
383 11676 吉田 かおる ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 楽笑姉妹 福島県 89 5:02:30
384 11084 太田 純子 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｺ 須賀川走友会 福島県 122 5:02:41
385 10522 楢岡 亜希子 ﾅﾗｵｶ ｱｷｺ 秋田県 56 5:02:43
386 10087 安達 祐里 ｱﾀﾞﾁ ﾕｶﾘ 福島県 62 5:02:44
387 11191 白川 由紀 ｼﾗｶﾜ ﾕｷ 栃木県 123 5:02:55
388 11585 若井 恵子 ﾜｶｲ ｹｲｺ ラン活にいがた 新潟県 90 5:03:01
389 11266 伊勢亀 純子 ｲｾｶﾒ ｼﾞｭﾝｺ ＢＷＲＣ 東京都 124 5:03:03
390 554 飯田 千登世 ｲｲﾀﾞ ﾁﾄｾ 埼玉県 32 5:03:13
391 11140 元内 民実 ﾓﾄｳﾁ ﾋﾄﾐ 福島県 125 5:04:05
392 11286 西澤 千恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾁｴ 埼玉県 126 5:04:12
393 10550 田中 千秋 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 福島県 57 5:04:14
394 10693 緑川 知恵 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁｴ いわき２１ 森 福島県 58 5:04:22
395 11158 柏崎 芳枝 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾖｼｴ 栃木県 127 5:04:32
396 12061 小田嶋 ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ 北上桜ペアー 岩手県 26 5:04:46
397 12028 鈴木 フミ子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 秋田県 27 5:05:11
398 11108 狩野 さおり ｶﾉｳ ｻｵﾘ 神奈川県 128 5:06:09
399 10588 鈴木 美紀子 ｽｽﾞｷ ﾐｷｺ ダイエット部 東京都 59 5:06:10
400 11659 加藤 香洋 ｶﾄｳ ｶﾖｳ 橘高校 福島県 91 5:06:12
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401 10614 太田 敦子 ｵｵﾀ ｱﾂｺ 福島県 60 5:06:39
402 11232 藤田 範子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 千葉県 129 5:06:58
403 10652 山岡 恵 ﾔﾏｵｶ ﾒｸﾞﾐ 福島県 61 5:07:05
404 11135 石橋 和美 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾐ 福島県 130 5:07:06
405 11142 岩城 美保 ｲﾜｷ ﾐﾎ 大阪府 131 5:07:08
406 11311 石川 繭子 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｺ 茨城県 132 5:07:22
407 11242 木村 真理 ｷﾑﾗ ﾏﾘ 愛知県 133 5:07:58
408 10622 佐々木 美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ 宮城県 62 5:08:20
409 12511 嶋 フキ子 ｼﾏ ﾌｷｺ 佐倉陸友会 千葉県 2 5:08:24
410 11673 渡辺 善美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐ 坪井ランナーズ 福島県 92 5:08:34
411 11181 上田 真矢 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾔ 東京都 134 5:08:45
412 546 小西 美香 ｺﾆｼ ﾐｶ 東京都 33 5:08:52
413 11086 猪狩 美紀 ｲｶﾞﾘ ﾐｷ ノブ爽友会 福島県 135 5:08:57
414 11675 馬上 ひろみ ﾓｳｴ ﾋﾛﾐ 坪井ランナーズ 福島県 93 5:08:59
415 11607 菊田 絹子 ｷｸﾀ ｷﾇｺ 東京都 94 5:09:06
416 11595 菅原 美幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾕｷ フィジック仙台 宮城県 95 5:09:19
417 11634 西丸 ひとみ ｻｲﾏﾙ ﾋﾄﾐ 福島県 96 5:09:21
418 10554 川村 由美 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾐ 宮城県 63 5:10:07
419 11586 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 八 会 宮城県 97 5:10:10
420 11138 安孫子 真紀 ｱﾋﾞｺ ﾏｷ 福島県 136 5:10:22
421 10551 佐川 美由紀 ｻｶﾞﾜ ﾐﾕｷ ノブ爽友会 福島県 64 5:10:29
422 11670 森 なおこ ﾓﾘ ﾅｵｺ ＫＮ１朝霞 埼玉県 98 5:10:40
423 11623 藤岡 智美 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 紀州ウルトラ 和歌山県 99 5:11:34
424 12046 丸井 小百合 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 紀州ウルトラ 和歌山県 28 5:11:35
425 12052 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ プレアデス 東京都 29 5:11:35
426 11293 久田松 玲子 ｸﾀﾞﾏﾂ ﾚｲｺ チーム るな 埼玉県 137 5:11:35
427 10611 蓑島 渚 ﾐﾉｼﾏ ﾅｷﾞｻ フローラＲＣ 岐阜県 65 5:11:43
428 11229 廣瀬 浩子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 神奈川県 138 5:11:45
429 11112 菊池 朋子 ｷｸﾁ ﾄﾓｺ 東京都 139 5:11:48
430 10584 須藤 真帆 ｽﾄﾞｳ ﾏﾎ ブリカマＲＣ 東京都 66 5:12:05
431 11219 渡辺 牧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ 福島県 140 5:12:25
432 10042 小野 沙織 ｵﾉ ｻｵﾘ バンバンクラブ 東京都 63 5:12:53
433 10129 増永 梨合花 ﾏｽﾅｶﾞ ﾘﾘｶ 福島県 64 5:13:06
434 11137 梅松 愛 ｳﾒﾏﾂ ｱｲ めんだこ倶楽部 福島県 141 5:13:19
435 10161 草野 くるみ ｸｻﾉ ｸﾙﾐ 福島県 65 5:13:24
436 10080 馬場 夕奈 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾅ 山岡ランナーズ 福島県 66 5:13:35
437 10081 長谷川 愛美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 山岡ランナーズ 福島県 67 5:13:35
438 11241 大久保 えみ ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐ 郡山健走会 福島県 142 5:13:38
439 11164 平岡 寿美枝 ﾋﾗｵｶ ｽﾐｴ 埼玉県 143 5:13:41
440 10155 越後屋 美歩 ｴﾁｺﾞﾔ ﾐﾎ 神奈川県 68 5:14:01
441 10625 早川 希望 ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 67 5:14:13
442 12026 五十嵐 千代 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾖ 千葉県 30 5:14:19
443 10694 曲山 憲子 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾉﾘｺ 福島県 68 5:14:25
444 11216 田中 肇子 ﾀﾅｶ ﾊﾂｺ 東京都 144 5:14:30
445 11600 伊藤 ひで子 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｺ 総合型泉クラブ 福島県 100 5:14:37
446 10637 浅野 優子 ｱｻﾉ ﾕｳｺ 東京都 69 5:14:40
447 10160 堀井 咲詠 ﾎﾘｲ ｻｴ 学生 福島県 69 5:14:46
448 11619 滝 祐喜子 ﾀｷ ﾕｷｺ 東京都 101 5:15:05
449 11562 佐藤 千登勢 ｻﾄｳ ﾁﾄｾ 福島県 102 5:15:13
450 11182 宮下 詩乃 ﾐﾔｼﾀ ｼﾉ 東京都 145 5:15:13
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451 11184 矢内 友理子 ﾔﾅｲ ﾕﾘｺ 福島県 146 5:16:01
452 11271 坂倉 麻衣子 ｻｶｸﾗ ﾏｲｺ 愛知県 147 5:16:32
453 10641 田中 美香 ﾀﾅｶ ﾐｶ 秋田県 70 5:16:57
454 11658 齋藤 香織 ｻｲﾄｳ 福島県 103 5:17:04
455 11174 河内 雅世 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾖ 東京都 148 5:17:10
456 10183 金成 美幸 ｶﾅﾘ ﾐﾕｷ 堺化学工業 福島県 70 5:17:19
457 11204 石川 幸代 ｲｼｶﾜ ｻﾁﾖ 新宿落合健脚会 東京都 149 5:17:21
458 10124 増子 瑠菜 ﾏｼｺ ﾙﾅ ローレルバレイ 福島県 71 5:17:29
459 11260 福島 琴江 ﾌｸｼﾏ ｺﾄｴ モンドラ 神奈川県 150 5:17:35
460 12038 三戸 桂子 ｻﾝﾄﾞ ｹｲｺ 泉クラブ 福島県 31 5:18:12
461 10142 五十嵐 咲子 ｲｶﾞﾗｼ ｻｷｺ 三菱マテリアル 東京都 72 5:18:12
462 10617 熊谷 香織 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ 福島県 71 5:19:12
463 11198 黒澤 朋美 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾐ 福島県 151 5:19:12
464 10665 山地 美紗子 ﾔﾏｼﾞ ﾐｻｺ 福島県 72 5:19:15
465 10659 高山 友美 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾐ 千葉県 73 5:19:42
466 10703 藁谷 美香 ﾜﾗｶﾞｲ ﾐｶ 福島県 74 5:19:43
467 11261 宗形 理絵 ﾑﾅｶﾀ ﾘｴ 福島県 152 5:19:43
468 11662 水野 奈保美 ﾐｽﾞﾉ ﾅﾎﾐ プリムラ山 会 東京都 104 5:19:50
469 10553 菅原 まなみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾅﾐ 福島県 75 5:19:54
470 10148 土山 笙子 ﾂﾁﾔﾏ ｼｮｳｺ 東京都 73 5:20:01
471 10137 鈴木 保奈美 ｽｽﾞｷ ﾎﾅﾐ 福島県 74 5:20:07
472 10132 小坂 恵理 ｺｻｶ ｴﾘ 福島県 75 5:20:16
473 11023 前田 三枝子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｴｺ 龍と心 母 茨城県 153 5:20:25
474 11693 武藤 敬子 ﾑﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 105 5:20:36
475 11132 志賀 りょう子 ｼｶﾞ ﾘｮｳｺ コマ＆じろう 福島県 154 5:20:41
476 11133 鈴木 直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ コマ＆じろう 福島県 155 5:20:41
477 11156 阿部 雅美 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐ 株式会社関根組 福島県 156 5:20:48
478 10623 小野 京子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 福島県 76 5:20:49
479 11247 高橋 美佐子 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｺ ＭＭＭ 宮城県 157 5:20:49
480 10664 柏崎 香菜恵 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾅｴ 〇●マラソン部 福島県 77 5:20:52
481 11611 町田 万里子 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾘｺ 福島県 106 5:21:07
482 10110 清水 和恵 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｴ 福島県 76 5:21:07
483 10111 芳賀 桃佳 ﾊｶﾞ ﾓﾓｶ 福島県 77 5:21:08
484 11321 谷内 みどり ﾀﾆｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 158 5:21:45
485 11534 鶴田 真由美 ﾂﾙﾀ ﾏﾕﾐ 東京都 107 5:21:46
486 10075 高嶋 みなみ ﾀｶｼﾏ ﾐﾅﾐ 直美ありがとう 埼玉県 78 5:22:04
487 10066 山野 千亜紀 ﾔﾏﾉ ﾁｱｷ 福島県 79 5:22:16
488 11699 高木 由美子 ﾀｶｷﾞ ﾕﾐｺ 山形県 108 5:22:36
489 11638 廣井 美奈子 ﾋﾛｲ ﾐﾅｺ 光ＲＵＮいわき 福島県 109 5:22:50
490 10191 鈴木 絵里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 福島県 80 5:22:57
491 11542 吉田 靖子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ ヨシダ住宅工房 茨城県 110 5:22:58
492 10114 野田 樹 ﾉﾀﾞ ｲﾂｷ いわき明星大学 福島県 81 5:23:09
493 10116 澤田 奈緒 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵ 福島県 82 5:23:09
494 11225 菅本 統子 ｽｶﾞﾓﾄ ﾉﾘｺ 福島県 159 5:23:16
495 11115 佐々木 美代子 ｻｻｷ ﾐﾖｺ ▶ 福島県 160 5:23:22
496 11177 渋谷 聡子 ｼﾌﾞﾔ ｻﾄｺ 宮城県 161 5:23:32
497 11690 花見 英子 ﾊﾅﾐ ｴｲｺ 福島県 111 5:23:33
498 10202 金内 麻友美 ｶﾈｳﾁ ﾏﾕﾐ 千葉県 83 5:23:38
499 10143 武田 望 ﾀｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 会津大学 福島県 84 5:23:47
500 11273 和田 祥子 ﾜﾀﾞ ｻﾁｺ 新潟県 162 5:24:12
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501 10152 鈴木 津加砂 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ 福島県 85 5:24:25
502 11516 鈴木 矢代江 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｴ 山田ＲＣ 福島県 112 5:24:43
503 10590 水野 あさひ ﾐｽﾞﾉ ｱｻﾋ 神奈川県 78 5:24:49
504 10101 吉田 光穂子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎｺ いわきＷＨ 福島県 86 5:24:52
505 10647 吉田 美帆 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ テイシイシイ 福島県 79 5:24:57
506 11644 金子 悦子 ｶﾈｺ ｴﾂｺ チームギャザー 福島県 113 5:24:59
507 11657 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 天栄ランナーズ 福島県 114 5:25:12
508 10589 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ シーズ杜 都 宮城県 80 5:25:17
509 11173 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 福島県 163 5:25:20
510 10071 白石 優 ｼﾗｲｼ ﾕｳ 福島県 87 5:25:37
511 11192 新田 真弓 ﾆｯﾀ ﾏﾕﾐ 緑ヶ丘東 福島県 164 5:25:41
512 10580 大澤 亮子 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｺ 福島県 81 5:25:48
513 10153 後藤 季葉 ｺﾞﾄｳ ｷﾖ 福島県 88 5:25:55
514 10134 神原 麻由 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏﾕ 千葉県 89 5:26:00
515 12033 飯塚 弘子 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｺ ＪＡふくしま未来 福島県 32 5:26:01
516 11630 渡辺 伸子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 東京都 115 5:26:05
517 10680 小松 友美 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾐ アルプスＨＤ 福島県 82 5:26:08
518 10226 坂本 良子 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ 東京都 90 5:26:19
519 11238 田所 由香里 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕｶﾘ ゼロ 福島県 165 5:26:19
520 11527 村田 優子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ ＴＯＫＫＩＩ 茨城県 116 5:26:31
521 11240 佐藤 佐紀子 ｻﾄｳ ｻｷｺ かしまＲＣ 福島県 166 5:26:36
522 11215 根本 絵里 ﾈﾓﾄ ｴﾘ 茨城県 167 5:26:42
523 10619 小松 由美恵 ｺﾏﾂ ﾕﾐｴ 福島県 83 5:26:50
524 10671 早瀬 晶子 ﾊﾔｾ ｱｷｺ 宮城県 84 5:26:53
525 11302 新妻 律子 ﾆｲﾂﾏ ﾘﾂｺ 福島県 168 5:26:59
526 10133 鈴木 麻耶 ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉県 91 5:27:10
527 10050 金野 仁美 ｷﾝﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県 92 5:27:10
528 10172 丹野 ありさ ﾀﾝﾉ ｱﾘｻ 東京都 93 5:27:10
529 12514 工藤 秀子 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｺ 宮城県 3 5:27:54
530 12018 湯野川 智恵子 ﾕﾉｶﾜ ﾁｴｺ ノブ爽友会 福島県 33 5:28:21
531 11680 飯高 良子 ｲｲﾀｶ ﾘｮｳｺ チーム商工会 福島県 117 5:28:23
532 11661 渡邉 久美重 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｴ あづま山 会 福島県 118 5:28:33
533 11206 菊池 直美 ｷｸﾁ ﾅｵﾐ 東京都 169 5:29:06
534 10131 梁 婷 ﾘｮｳ ﾃｲ 大戸屋 東京都 94 5:29:06
535 10234 小山 紗知 ｵﾔﾏ ｻﾁ エンジェル会 兵庫県 95 5:29:10
536 10233 板橋 麻里 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾘ エンジェル会 福島県 96 5:29:10
537 11167 柴原 愛 ｼﾊﾞﾊﾗ ｱｲ すずらん 宮城県 170 5:29:11
538 11210 佐藤 佳子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ ランランくぼた 福島県 171 5:29:12
539 10107 永井 さおり ﾅｶﾞｲ ｻｵﾘ 福島県 97 5:29:31
540 10178 赤井 杏子 ｱｶｲﾊﾀ ｷｮｳｺ 福島県 98 5:29:36
541 10077 菅野 栞 ｽｹﾞﾉ ｼｵﾘ 福島県 99 5:29:37
542 11641 佐藤 澄子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 東京都 119 5:29:38
543 10141 星 理沙 ﾎｼ ﾘｻ 宮城県 100 5:29:46
544 10118 藁谷 明子 ﾜﾗｶﾞｲ ｱｷｺ 福島県 101 5:30:11
545 12055 園部 美代子 ｿﾉﾍﾞ ﾐﾖｺ 福島県 34 5:30:23
546 11589 神田 由美子 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾐｺ 福島県 120 5:30:24
547 11202 高田 道子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾁｺ 福島県 172 5:30:34
548 10013 塚原 めぐみ ﾂｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 水ラン 福島県 102 5:30:37
549 10119 石田 麻樹 ｲｼﾀﾞ ﾏｷ 福島県 103 5:31:02
550 10187 原 香里 ﾊﾗ ｶｵﾘ 東京都 104 5:31:23
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551 11688 菊地 千恵子 ｷｸﾁ ﾁｴｺ 山形県 121 5:31:26
552 10228 國分 優希 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｳｷ 福島県 105 5:32:12
553 10603 神田 紫織 ｶﾝﾀﾞ ｼｵﾘ 福島県 85 5:32:18
554 10688 宮村 千明 ﾐﾔﾑﾗ ﾁｱｷ 福島県 86 5:32:39
555 10126 狩野 智葉 ｶﾘﾉ ﾄﾓﾊ 福島県 106 5:32:43
556 11244 生井 美衣 ﾅﾏｲ ﾐｴ チーム悪石島 東京都 173 5:32:54
557 10612 椎名 礼子 ｼｲﾅ ﾚｲｺ ハニーズ 福島県 87 5:32:56
558 10639 大川 裕子 ｵｵｶﾜ ﾕｳｺ 大谷接骨院 福島県 88 5:33:18
559 10613 横山 圭子 ﾖｺﾔﾏ ｹｲｺ ＶＣ５６ 福島県 89 5:33:19
560 11226 南波 直子 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵｺ 埼玉県 174 5:33:29
561 11187 松田 久美子 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ ＮＴＴデータ 東京都 175 5:33:38
562 11262 鈴木 貴美子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 磐城共立病院 福島県 176 5:33:38
563 10638 石川 華恵 ｲｼｶﾜ ﾊﾅｴ 神奈川県 90 5:33:49
564 11236 賀澤 ゆかり ｶｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 福島県 177 5:34:07
565 11131 井上 じゅん ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 姉と妹 福島県 178 5:34:09
566 10577 作山 まこと ｻｸﾔﾏ ﾏｺﾄ 姉と妹 福島県 91 5:34:09
567 11256 舘田 澄子 ﾀﾃﾀﾞ ｽﾐｺ 東京都 179 5:34:21
568 10571 高橋 美希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 新潟県 92 5:34:26
569 10713 稲坂 麻美 ｲﾅｻｶ ﾏﾐ 福島県 93 5:34:42
570 10104 阿部 恵梨香 ｱﾍﾞ ｴﾘｶ 福島県 107 5:34:52
571 11665 後藤 玲子 ｺﾞﾄｳ ﾚｲｺ 山形県 122 5:35:09
572 10687 鴨志田 睦未 ｶﾓｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ 福島県 94 5:35:39
573 10660 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 95 5:35:53
574 10600 吉野 和子 ﾖｼﾉ ｶｽﾞｺ 東京都 96 5:35:59
575 11616 揖斐 悦子 ｲﾋﾞ ｴﾂｺ 千葉県 123 5:35:59
576 11221 桑波田 圭子 ｸﾜﾊﾀ ｹｲｺ 宮城県 180 5:35:59
577 10649 大柳 恵理子 ｵｵﾔﾅｷﾞ ｴﾘｺ 国分町ＲＣ 宮城県 97 5:36:01
578 11691 鈴木 稚佳子 ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ 福島県 124 5:36:06
579 10618 高橋 紗英子 ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ 坪井ランナーズ 福島県 98 5:36:06
580 10642 片岡 由貴子 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ 神奈川県 99 5:36:08
581 10601 諏訪 敦子 ｽﾜ ｱﾂｺ 宮城県 100 5:36:09
582 11647 川本 ひかり ｶﾜﾓﾄ ﾋｶﾘ ＲＵＮ塾 埼玉県 125 5:36:20
583 10628 森 和恵 ﾓﾘ ｶｽﾞｴ 栃木県 101 5:36:48
584 10605 小布施 由喜位 ｵﾌﾞｾ ﾕｷｲ 福島県 102 5:36:50
585 11285 羽沢 晶子 ﾊｻﾞﾜ ｼｮｳｺ ストラン駅伝部 秋田県 181 5:36:55
586 11263 鈴木 綾香 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 宮城県 182 5:37:10
587 10598 佐藤 里絵 ｻﾄｳ ﾘｴ 茨城県 103 5:37:17
588 11278 川口 仁美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 183 5:37:23
589 555 成瀬 由紀子 ﾅﾙｾ ﾕｷｺ 東京都 34 5:37:41
590 11281 井元 香 ｲﾉﾓﾄ ｶｵﾙ 熊本県 184 5:37:52
591 10595 和田 菜摘 ﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ ラン活にいがた 埼玉県 104 5:38:00
592 10716 木田 優子 ｷﾀﾞ ﾕｳｺ 福島県 105 5:38:16
593 11317 庄子 智子 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｺ 宮城県 185 5:38:22
594 11085 平子 真由美 ﾋﾗｺ ﾏﾕﾐ チームＹＵＪＩ 福島県 186 5:38:25
595 10690 菅野 美穂 ｶﾝﾉ ﾐﾎ 福島県 106 5:38:37
596 10174 黒田 美里 ｸﾛﾀﾞ ﾐｻﾄ レクサス 福島県 108 5:38:41
597 10168 古内 美香 ﾌﾙｳﾁﾐｶ ﾐｶ 福島県 109 5:39:13
598 11283 宮川 加代子 ﾐﾔｶﾜ ｶﾖｺ 茨城テック 茨城県 187 5:39:18
599 11639 乾 寿賀子 ｲﾇｲ ｽｶﾞｺ ランナーズハイ 福島県 126 5:40:12
600 11147 小杉 知子 ｺｽｷﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 188 5:40:29
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601 11214 宮野 百合 ﾐﾔﾉ ﾕﾘ 新潟県 189 5:40:31
602 11300 中田 美英 ﾅｶﾀﾞ ﾐｴｲ 福島県 190 5:40:59
603 11645 草野 とよ子 ｸｻﾉ ﾄﾖｺ くさ や 福島県 127 5:41:08
604 11292 大竹 咲絵 ｵｵﾀｹ ｻｷｴ 福島県 191 5:41:14
605 10682 寺島 真智子 ﾃﾗｼﾏ ﾏﾁｺ 福島県 107 5:41:27
606 11248 本田 こずえ ﾎﾝﾀﾞ ｺｽﾞｴ ＮＩＣＯ 福島県 192 5:41:38
607 10189 秋山 紗和里 ｱｷﾔﾏ ｻｵﾘ 東京都 110 5:41:41
608 10634 大塚 智恵子 ｵｵﾂｶ ﾁｴｺ 福島県 108 5:42:06
609 10159 佐藤 江里 ｻﾄｳ ｴﾘ 福島県 111 5:42:09
610 10232 園部 加奈子 ｿﾉﾍﾞ ｶﾅｺ 福島県 112 5:42:29
611 11610 伊東 由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 福島県 128 5:42:29
612 10714 髙久 美華 ﾀｶｸ ﾐｶ 福島県 109 5:42:30
613 11125 佐藤 隆子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ よちよちＲＣ 千葉県 193 5:43:29
614 11113 須藤 敬子 ｽﾄﾞｳ ｹｲｺ 福島県 194 5:43:39
615 12030 内田 忍 ｳﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 山形県 35 5:44:09
616 12064 永沼 淑子 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｺ ＰＡＬⅡＴＣ 福島県 36 5:44:29
617 10092 阿部 沙紀 ｱﾍﾞ ｻｷ スイーツカフェ 福島県 113 5:44:45
618 11290 大森 浩子 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｺ 千葉県 195 5:45:05
619 10696 染谷 美津恵 ｿﾒﾔ ﾐﾂｴ 福島県 110 5:45:46
620 10085 坂本 郁衣 ｻｶﾓﾄ ｲｸｴ 福島県 114 5:45:47
621 10205 渡部 未来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 福島県 115 5:45:49
622 10675 佐久間 希美 ｻｸﾏ ﾉｿﾞﾐ 福島県 111 5:45:56
623 10244 酒井 妙子 ｻｶｲ ﾀｴｺ 福島県 116 5:46:14
624 11190 黒木 裕子 ｸﾛｷ ﾕｳｺ 福島県 196 5:46:17
625 10666 田中 亜貴子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 福島県 112 5:46:55
626 10180 小野 麻衣 ｵﾉ ﾏｲ 福島県 117 5:47:00
627 10061 佐藤 真里奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 日本大学工学部 福島県 118 5:47:01
628 10164 白石 沙莉奈 ｼﾗｲｼ ｻﾘﾅ 福島県 119 5:47:59
629 11179 井比 し ぶ ｲﾋ ｼﾉﾌﾞ 福島県 197 5:48:11
630 11294 青木 万佐子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 東京都 198 5:48:13
631 10668 川口 正子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｺ 埼玉県 113 5:48:16
632 11245 柳内 佐喜子 ﾔﾅｲ ｻｷｺ ビーアップ 福島県 199 5:48:29
633 12517 秋元 幸子 ｱｷﾓﾄ ｻﾁｺ いわき２１ 森 福島県 4 5:48:43
634 12516 北村 富子 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾐｺ 五輪ランナース 宮城県 5 5:48:49
635 11296 門馬 裕美 ﾓﾝﾏ ﾋﾛﾐ 福島県 200 5:48:56
636 10052 加藤 智恵子 ｶﾄｳ ﾁｴｺ 白高バスケＯＧ 福島県 120 5:49:02
637 10564 野地 優子 ﾉｼﾞ ﾕｳｺ 福島県 114 5:49:03
638 10209 佐藤 かおり ｻﾄｳ ｶｵﾘ 福島県 121 5:49:10
639 10674 深谷 歩美 ﾌｶﾔ ｱﾕﾐ 福島県 115 5:49:14
640 11703 赤坂 叔子 ｱｶｻｶ ｼｭｸｺ 福島県 129 5:49:17
641 10635 出羽 文代 ﾃﾞﾜ ﾌﾐﾖ やまざき接骨院 福島県 116 5:49:25
642 10648 山本 日和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ 三井生命 福島県 117 5:49:38
643 10195 菅野 歩 ｶﾝﾉ ｱﾕﾑ 宮城県 122 5:49:55
644 10102 大野 静香 ｵｵﾉ ｼｽﾞｶ ＪＯ－ＢＩ 福島県 123 5:50:03
645 11189 大野 寿子 ｵｵﾉ ﾄｼｺ 有限会社末広 福島県 201 5:50:03
646 11326 長場 宏美 ﾅｶﾞﾊﾞ ﾋﾛﾐ 福島県 202 5:50:08
647 11698 佐久間 典子 ｻｸﾏ ﾉﾘｺ 福島県 130 5:50:08
648 10225 吉田 葵 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 福島高専 福島県 124 5:50:11
649 10224 木田 亜梨沙 ｷﾀﾞ ｱﾘｻ 福島高専 福島県 125 5:50:11
650 10243 鈴木 真奈美 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 福島県 126 5:50:18
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