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順位 No. 氏 名 フリガナ 県名 市区町村名 記 録

1 447 土屋 正恵 ﾂﾁﾔ ﾏｻｴ 2:04:58
2 406 小野寺 右佳 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｶ 岩手県 滝沢市 2:12:34
3 448 田中 ゆかり ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 2:14:56
4 424 中島 温美 ﾅｶｼﾏ ｱﾂﾐ 岩手県 盛岡市 2:18:18
5 408 畠山 望美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 岩手県 盛岡市 2:18:55
6 427 山本 尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 秋田県 横手市 2:26:52
7 420 本田 愛理 ﾎﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 秋田県 鹿角市 2:30:33
8 417 盛合 美誉 ﾓﾘｱｲ ﾐｴ 岩手県 盛岡市 2:31:14
9 403 只野 佳奈 ﾀﾀﾞﾉ ｶﾅ 宮城県 仙台市 2:34:45
10 414 佐藤 さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ 岩手県 盛岡市 2:36:46
11 413 樋口 由実 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐ 岩手県 滝沢市 2:40:44
12 415 原本 愁子 ﾊﾗﾓﾄ ｼｭｳｺ 青森県 おいらせ町 2:43:24
13 446 佐藤 瑞穂 ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 岩手県 矢巾町 2:45:03
14 433 大内 寛子 ｵｵｳﾁ ﾋﾛｺ 岩手県 花巻市 2:47:48
15 436 田端 慶子 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｺ 青森県 五所川原市 3:05:13
16 410 原子 久美子 ﾊﾗｺ ｸﾐｺ 青森県 青森市 3:07:40
17 426 福士 香菜 ﾌｸｼ ｶﾅ 青森県 八戸市 3:07:55
18 423 石川 澄香 ｲｼｶﾜ ｽﾐｶ 青森県 六ヶ所村 3:09:32
19 405 米田 加寿美 ﾏｲﾀ ｶｽﾞﾐ 青森県 三沢市 3:16:47
20 404 戸川 庸子 ﾄｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｺ 青森県 むつ市 3:20:52
21 402 小村 久美子 ｺﾑﾗ ｸﾐｺ 宮城県 仙台市 3:29:31
22 425 近藤 里沙 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 岩手県 盛岡市 3:37:09
23 444 菅原 麻美 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｻﾐ 秋田県 秋田市 3:39:41
24 431 高田 美穂 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 仙台市 3:41:41
25 434 遊佐 真理子 ﾕｻ ﾏﾘｺ 福島県 いわき市 3:42:05
26 441 宮越 萌 ﾐﾔｺｼ ﾓｴ 宮城県 仙台市 3:45:05
27 438 佐々木 愛佳 ｻｻｷ ｱｲｶ 岩手県 盛岡市 3:48:07
28 440 太内田 彩 ｵｵｳﾁﾀﾞ ｱﾔ 岩手県 盛岡市 3:48:07
29 412 藤井 陽子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ 宮城県 仙台市 3:48:26
30 437 三谷 雅子 ﾐﾀﾆ ﾏｻｺ 岩手県 一戸町 3:48:56
31 443 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 遠野市 3:55:31
32 422 斎藤 祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 4:01:39
33 421 大瀧 陽子 ｵｵﾀｷ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 4:01:40
34 445 小笠原 亜希子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷｺ 青森県 三沢市 4:08:31
35 429 安岡 忍 ﾔｽｵｶ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 4:17:29
36 432 佐々木 由美子 ｻｻｷ ﾕﾐｺ 岩手県 紫波町 4:39:08
37 449 上野 アキコ 4:39:08
38 418 長岡 純子 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 山形県 山形市 4:40:42
39 401 菅原 洋恵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｴ 宮城県 仙台市 4:43:26
40 439 中塚 薫 ﾅｶﾂｶ ｶｵﾙ 宮城県 仙台市 4:44:57
41 407 野呂 真由美 ﾉﾛ ﾏﾕﾐ 青森県 藤崎町 4:46:04
42 430 佐藤 美和 ｻﾄｳ ﾐﾜ 宮城県 名取市 4:57:26
43 450 三浦 和子 5:11:50
44 428 佐藤 美希 ｻﾄｳ ﾐｷ 宮城県 仙台市 5:12:24
45 409 日戸 由香 ﾋﾉﾄ ﾕｶ 宮城県 仙台市 5:14:43
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