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1 1743 柴田 雪子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 2:35:05
2 1711 小野寺 紗矢 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾔ 岩手県 盛岡市 2:52:57
3 1718 松田 沙也加 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ 静岡県 湖西市 2:53:00
4 1758 清宮 美貴 ｷﾖﾐﾔ ﾐｷ 秋田県 秋田市 2:53:04
5 1716 黒田 双葉 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾀﾊﾞ 神奈川県 横浜市 3:00:29
6 1715 堀川 千秋 ﾎﾘｶﾜ ﾁｱｷ 秋田県 大仙市 3:13:53
7 1740 千葉 汐里 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 酒々井町 3:14:44
8 1741 今野 理恵 ｺﾝﾉ ﾘｴ 宮城県 仙台市 3:17:22
9 1709 久保田 真規子 ｸﾎﾞﾀ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 3:19:36
10 1755 荒木 りえ ｱﾗｷ ﾘｴ 青森県 六戸町 3:24:02
11 1725 齋藤 雅子 ｻｲﾄｳ ﾏｻｺ 宮城県 仙台市 3:26:17
12 1770 西村 千尋 ﾆｼﾑﾗ ﾁﾋﾛ 青森県 八戸市 3:26:41
13 1721 小船 樹里 ｺﾌﾞﾈ ｼﾞｭﾘ 岩手県 八幡平市 3:27:04
14 1739 竹嶋 央后 ﾀｹｼﾏ ｴﾐ 東京都 練馬区 3:29:35
15 1750 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 塩竈市 3:29:54
16 1745 多田 智美 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ 青森県 青森市 3:32:34
17 1751 高橋 敦子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 岩手県 奥州市 3:33:23
18 1733 金田 幸子 ｶﾈﾀﾞ ｻﾁｺ 岩手県 盛岡市 3:33:40
19 1772 竹内 百合恵 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘｴ 岩手県 盛岡市 3:33:56
20 1768 木村 総子 ｷﾑﾗ ﾌｻｺ 宮城県 仙台市 3:35:57
21 1734 佐藤 寿美子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 宮城県 仙台市 3:42:06
22 1732 中神 真由美 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ 岩手県 盛岡市 3:45:38
23 1724 川村 智子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ 岩手県 花巻市 3:45:46
24 1765 川崎 未央子 ｶﾜｻｷ ﾐｵｺ 岩手県 盛岡市 3:47:01
25 1726 工藤 由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 宮城県 仙台市 3:50:20
26 1720 田畑 智寿子 ﾀﾊﾀ ﾁｽﾞｺ 秋田県 秋田市 3:50:32
27 1722 内舘 博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 花巻市 3:50:45
28 1712 佐々木 美樹 ｻｻｷ ﾐｷ 秋田県 潟上市 3:51:46
29 1746 松山 恵美 ﾏﾂﾔﾏ ｴﾐ 岩手県 盛岡市 3:52:46
30 1704 伊藤 史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ 岩手県 北上市 3:55:21
31 1763 丹治 唯 ﾀﾝｼﾞ ﾕｲ 宮城県 仙台市 3:56:24
32 1747 富山 淳 ﾄﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 岩手県 3:58:36
33 1713 小泉 芽衣 ｺｲｽﾞﾐ ﾒｲ 神奈川県 横浜市 4:00:43
34 1756 根本 みゆき ﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ 秋田県 大館市 4:01:31
35 1771 渡辺 ゆみこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ 秋田県 秋田市 4:02:10
36 1754 円舘 麻美 ｴﾝﾀﾞﾃ ｱｻﾐ 岩手県 北上市 4:04:31
37 1748 小野 真知子 ｵﾉ ﾏﾁｺ 秋田県 羽後町 4:05:24
38 1705 高橋 加奈子 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ 岩手県 北上市 4:09:38
39 1766 友永 千春 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁﾊﾙ 秋田県 仙北市 4:12:38
40 1764 伊藤 幸恵 ｲﾄｳ ﾕｷｴ 岩手県 北上市 4:13:09
41 1759 大瀧 陽子 ｵｵﾀｷ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 4:16:29
42 1760 斎藤 祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 4:16:29
43 1730 堂北 由紀子 ﾄﾞｳｷﾀ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 4:19:00
44 1761 齋藤 亜矢子 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 宮城県 仙台市 4:22:44
45 1710 宮原 幸子 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾁｺ 岩手県 花巻市 4:23:32
46 1717 藤島 純子 ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 岩手県 滝沢市 4:24:03
47 1728 渡辺 由美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ 岩手県 盛岡市 4:24:03
48 1731 田村 和子 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｺ 岩手県 盛岡市 4:26:02
49 1735 村上 綾香 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔｶ 岩手県 盛岡市 4:26:03
50 1738 佐藤 優香 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 宮城県 仙台市 4:26:16

2019/06/02



2019/06/04 09:43:19 2 / 2 ページ Official Timer & Result By R-bise

51 1769 鈴木 かなん ｽｽﾞｷ ｶﾅﾝ 秋田県 秋田市 4:27:26
52 1753 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 遠野市 4:28:05
53 1723 中野 佳南江 ﾅｶﾉ ｶﾅｴ 岩手県 盛岡市 4:28:11
54 1703 石郷 邦子 ｲｼｺﾞｳ ｸﾆｺ 青森県 大鰐町 4:29:07
55 1757 小林 悦子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂｺ 秋田県 大館市 4:31:39
56 1719 青山 恵美子 ｱｵﾔﾏ ｴﾐｺ 秋田県 秋田市 4:33:24
57 1767 平賀 亜紀 ﾋﾗｶ ｱｷ 岩手県 花巻市 4:33:36
58 1742 小原 麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 4:35:06
59 1706 山鹿 千春 ﾔﾏｶﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県 多賀城市 4:39:57
60 1714 阿部 典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 岩手県 盛岡市 4:58:03
61 1744 石岡 知子 ｲｼｵｶ ﾄﾓｺ 青森県 弘前市 5:00:41
62 1708 小船 理香 ｺﾌﾞﾈ ﾘｶ 岩手県 紫波町 5:01:27
63 1701 中田 久美子 ﾅｶﾀ ｸﾐｺ 岩手県 盛岡市 5:12:15
64 1774 金野 えり ｺﾝﾉ ｴﾘ 宮城県 仙台市 5:14:56
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