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1位 7002 阿部 美咲 ｱﾍﾞ ﾐｻｷ 聖和学園 宮城県 0:17:48

2位 7004 小田島 美 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｷﾐ 仙台二華高校 宮城県 0:18:25

3位 7005 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 0:18:48

4位 7006 会田 智子 ｱｲﾀ ﾄﾓｺ ＪＲ東日本ＴＳＳ 福島県 0:19:52

5位 7008 中村 さつき ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ 埼玉県 0:20:12

6位 7036 浅野 詔子 ｱｻﾉ ｼｮｳｺ 仙台銀行 宮城県 0:20:35

7位 7457 佐々木 葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 宮城県 0:20:59

8位 7037 佐々木 恵理 ｻｻｷ ｴﾘ ＡＲＣ仙台 宮城県 0:21:06

9位 7031 松本 恵里 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘ 宮城県 0:21:10

10位 7056 松山 奈緒美 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾐ 宮城県 0:21:21

11位 7076 海道 遥佳 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 宮城県 0:21:33

12位 7100 Elizabeth Lee Dunning Elizabeth Lee Dunning 0:21:33

13位 7007 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東京陸協 東京都 0:21:40

14位 7046 高根 真佐子 ﾀｶﾈ ﾏｻｺ ＦＴＲＣ「山」 福島県 0:21:42

15位 7924 白井 奈津子 ｼﾗｲ ﾅﾂｺ 栃木県 0:21:46

16位 7035 佐藤 伶奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ 宮城県 0:21:50

17位 7039 高橋 里実 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 宮城県 0:22:07

18位 7155 丹野 文花 ﾀﾝﾉ ﾌﾐｶ 宮城県 0:22:15

19位 7001 亀山 智美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ 群馬トライアスロン 群馬県 0:22:19

20位 7040 矢崎 美津子 ﾔｻﾞｷ ﾐﾂｺ 宮城県 0:22:24

21位 7069 星 文子 ﾎｼ ﾌﾐｺ 龍和自工 宮城県 0:22:29

22位 7146 遠藤 ひかる ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 宮城県 0:22:32

23位 7045 谷地 奈々江 ﾔﾁ ﾅﾅｴ 一代目ＭＳＢ 宮城県 0:22:36

24位 7020 大渕 雅子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏｻｺ セントラル仙台 宮城県 0:22:36

25位 7051 山下 美奈子 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅｺ 宮城県 0:22:44

26位 7133 飯田 夏子 ﾊﾝﾀﾞ ﾅﾂｺ 麺王道 勝 宮城県 0:22:45

27位 7049 川村 由美 ｶﾜﾑﾗ ﾕﾐ チームはんじゅんまく 宮城県 0:22:54

28位 7067 浅野 八枝子 ｱｻﾉ ﾔｴｺ 宮城県 0:23:00

29位 7070 小笠原 朋香 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓｶ 宮城県 0:23:02

30位 7058 斉藤 悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 宮城県 0:23:06

31位 7072 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾐｶ ｅｊ－ａｉｒ 宮城県 0:23:06

32位 7050 片寄 由紀 ｶﾀﾖｾ ﾕｷ ＮＥＳＴ 東京都 0:23:08

33位 7055 鈴木 優子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 気仙沼Ｔ＆Ｆラバーズ 宮城県 0:23:20

34位 7063 庄子 さゆり ｼｮｳｼﾞ ｻﾕﾘ 宮城県 0:23:21

35位 7096 遠藤 愛可 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｶ 宮城県 0:23:37

36位 7077 佐藤 瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 宮城県 0:23:38

37位 7074 門間 いずみ ﾓﾝﾏ ｲｽﾞﾐ 宮城県 0:23:53

38位 7206 黒田 幸恵 ｸﾛﾀﾞ ｻﾁｴ 宮城県 0:23:59

39位 7054 最上 千代子 ﾓｶﾞﾐ ﾁﾖｺ 宮城県 0:24:01

40位 7089 町野 美香 ﾏﾁﾉ ﾐｶ 宮城県 0:24:04

41位 7053 大久保 直美 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾐ 宮城県 0:24:05

42位 7060 折笠 美江 ｵﾘｶｻ ﾖｼｴ 宮城県 0:24:16

43位 8010 後藤 郁恵 ｺﾞﾄｳ ｲｸｴ 宮城県 0:24:20

44位 7075 酒井 沙織 ｻｶｲ ｻｵﾘ 宮城県 0:24:21

45位 7086 水野 直子 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵｺ 宮城県 0:24:21

46位 7444 秋保 奈緒美 ｱｷｳ ﾅｵﾐ 宮城県 0:24:22

47位 7109 高橋 亜紀子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ 東京都 0:24:24

48位 7064 荒井 千代江 ｱﾗｲ ﾁﾖｴ 宮城県 0:24:26

49位 7061 高地 久美子 ｺｳﾁ ｸﾐｺ なでしこＡＣ 宮城県 0:24:29

50位 7162 篠原 洋子 ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｺ 宮城県 0:24:40
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51位 7507 上野 麻衣子 ｳﾜﾉ ﾏｲｺ 東京都 0:24:42

52位 7163 尾崎 慶子 ｵｻﾞｷ ｹｲｺ 宮城県 0:24:46

53位 7082 佐々木 美香 ｻｻｷ ﾐｶ 宮城県 0:24:49

54位 7018 星野 久美子 ﾎｼﾉ ｸﾐｺ 宮城県 0:24:49

55位 7151 松田 佳代 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾖ 宮城県 0:24:56

56位 7021 佐藤 育 ｻﾄｳ ｲｸ 宮城県 0:24:57

57位 7517 佐々木 直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 宮城県 0:24:59

58位 7203 藤原 若菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾜｶﾅ 宮城県 0:24:59

59位 7257 小関 花子 ｺｾｷ ﾊﾅｺ 宮城県 0:25:01

60位 7110 辺見 明子 ﾍﾝﾐ ｱｷｺ エレメンツ 宮城県 0:25:01

61位 7161 庄子 さと美 ｼｮｳｼﾞ ｻﾄﾐ 宮城県 0:25:02

62位 7167 菊池 久美子 ｷｸﾁ ｸﾐｺ 岩手県 0:25:02

63位 7024 上西 玉樹 ｶﾐﾆｼ ﾀﾏｷ 宮城県 0:25:05

64位 7879 小原 詩織 ｵﾊﾞﾗ ｼｵﾘ 宮城県 0:25:05

65位 7128 黒田 美穂 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 0:25:15

66位 7505 Ｄｅｌｉｓｌｅ Ｓｏｐｈｉｅ ﾃﾞﾗｲﾙ ｿﾌｨｰ 宮城県 0:25:16

67位 7003 鈴木 満里奈 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ 宮城県 0:25:18

68位 7213 内海 絵梨香 ｳﾂﾐ ｴﾘｶ 宮城県 0:25:21

69位 7029 木村 早織 ｷﾑﾗ ｻｵﾘ ステップ 宮城県 0:25:22

70位 7539 高橋 里奈 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 宮城県 0:25:22

71位 7062 佐藤 朱莉 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 宮城県 0:25:23

72位 7219 荒井 直実 ｱﾗｲ ﾅｵﾐ 宮城県 0:25:24

73位 7871 川井 和栄 ｶﾜｲ ｶｽﾞｴ チームＡＫＲ 宮城県 0:25:26

74位 7103 相澤 由美子 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 宮城県 0:25:31

75位 7135 池田 千春 ｲｹﾀﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県 0:25:32

76位 7099 小嶋 美香 ｵｼﾞﾏ ﾐｶ 山形県 0:25:35

77位 7083 庄司 晴子 ｼｮｳｼﾞ ｾｲｺ 宮城県 0:25:36

78位 7347 芦生 あす香 ｱｼｵｲ ｱｽｶ 宮城県 0:25:37

79位 7019 佐藤 星奈 ｻﾄｳ ﾎｼﾅ 宮城県 0:25:39

80位 7119 北向 史子 ｷﾀﾑｷ ﾌﾐｺ 宮城県 0:25:40

81位 7191 大平 晴美 ｵｵﾋﾗ 青森県 0:25:41

82位 7178 Ａｎｓｌｅｙ Ｍａｙｅ Ｂｌｕｍｅ 0:25:42

83位 7015 葛西 果純 ｶｻｲ ｶｽﾐ 宮城県 0:25:51

84位 7528 遠藤 可菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 福島県 0:25:54

85位 7115 井上 由紀江 ｲﾉｳｴ ﾕｷｴ ツルハドラッグ 宮城県 0:25:56

86位 7408 櫻田 はのん ｻｸﾗﾀﾞ ﾊﾉﾝ 榴岡なぎなた教室 宮城県 0:26:01

87位 7066 菅生 昭子 ｽｺﾞｳ ｱｷｺ 宮城県 0:26:01

88位 7341 佐藤 ひとみ ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 宮城県 0:26:01

89位 7375 村野 さなえ ﾑﾗﾉ ｻﾅｴ 大崎ＨＣ 宮城県 0:26:02

90位 7057 加藤 あゆみ ｶﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県 0:26:04

91位 7010 高橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 仙南中央病院倶楽部 福島県 0:26:04

92位 8141 早野 紀江 ﾊﾔﾉ ﾉﾘｴ ＩＭＳ明理会仙台病院 宮城県 0:26:07

93位 7393 松塚 愛 ﾏﾂﾂﾞｶ ｱｲ 宮城県 0:26:11

94位 7012 後藤 よし子 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｺ セントラル南小泉 宮城県 0:26:12

95位 7202 千田 寛子 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ 国分町アマゾネス 宮城県 0:26:16

96位 7314 村上 優子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ 宮城県 0:26:19

97位 7124 西川 貴子 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｺ 宮城県 0:26:21

98位 7293 Ｎｉｋｋｉ Ｌｅｅ Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ 0:26:26

99位 7048 成澤 綾香 ﾅﾘｻﾜ ｱﾔｶ 宮城県 0:26:28

100位 7358 柴浦 知子 ｼﾊﾞｳﾗ ﾄﾓｺ 宮城県 0:26:29
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101位 7816 佐藤 菜奈 ｻﾄｳ ﾅﾅ 宮城県 0:26:30

102位 7098 布施 恵美 ﾌｾ ｴﾐ 宮城県 0:26:30

103位 7458 向井 絵美 ﾑｶｲ ｴﾐ ＨＫＺ 宮城県 0:26:31

104位 7114 高山 さおり ﾀｶﾔﾏ ｻｵﾘ 山形県 0:26:33

105位 7123 佐藤 かおり ｻﾄｳ ｶｵﾘ 宮城県 0:26:48

106位 7188 奥田 優子 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｺ 宮城県 0:26:50

107位 7097 星 直美 ﾎｼ ﾅｵﾐ 宮城県 0:26:50

108位 7140 荒井 梨乃 ｱﾗｲ ﾘﾉ 宮城県 0:26:52

109位 7071 佐藤 かおる ｻﾄｳ ｶｵﾙ 宮城県 0:26:52

110位 7126 佐々木 真衣子 ｻｻｷ ﾏｲｺ 宮城県 0:26:54

111位 8134 山上 はるか ﾔﾏｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 仙台大学同窓会 宮城県 0:26:54

112位 7259 佐藤 加奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 宮城県 0:26:55

113位 7183 加藤 貴子 ｶﾄｳ ﾀｶｺ チームマウイ 宮城県 0:26:56

114位 7439 河合 麻衣子 ｶﾜｲ ﾏｲｺ 宮城県 0:26:58

115位 7145 柴田 敦子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｺ 宮城県 0:26:58

116位 7225 荒井 敏枝 ｱﾗｲ ﾄｼｴ 宮城県 0:26:58

117位 7374 星 直美 ﾎｼ ﾅｵﾐ 宮城県 0:27:00

118位 7229 小森 美穂 ｺﾓﾘ ﾐﾎ 鉄建 宮城県 0:27:00

119位 7125 菊地 ゆかり ｷｸﾁ ﾕｶﾘ 宮城県 0:27:00

120位 7378 伊藤 あゆみ ｲﾄｳ ｱﾕﾐ トータルタートルズ 宮城県 0:27:02

121位 7862 今野 光子 ｺﾝﾉ ﾐﾂｺ 宮城県 0:27:02

122位 7740 三平 真希子 ﾐﾋﾗ ﾏｷｺ 宮城県 0:27:02

123位 7490 佐々木 栞 ｻｻｷ ｼｵﾘ 宮城県 0:27:02

124位 7079 中川 萌 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓｴ 宮城県 0:27:03

125位 7154 丹野 千春 ﾀﾝﾉ ﾁﾊﾙ 宮城県 0:27:05

126位 7095 平間 早織 ﾋﾗﾏ ｻｵﾘ 宮城県 0:27:05

127位 7093 鈴木 嘉美 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 宮城県 0:27:06

128位 7480 村木 綾 ﾑﾗｷ ｱﾔ 宮城県 0:27:08

129位 7207 丹野 春香 ﾀﾝﾉ ﾊﾙｶ 宮城県 0:27:08

130位 7651 トムリンソン 佳代 ﾄﾑﾘﾝｿﾝ ｶﾖ 宮城県 0:27:11

131位 7274 沼崎 美佐子 ﾇﾏｻﾞｷ ﾐｻｺ 宮城県 0:27:12

132位 7107 森 真弓 ﾓﾘ ﾏﾕﾐ 宮城県 0:27:16

133位 7136 ピカード ナタリー ﾋﾟｶｰﾄﾞ ﾅﾀﾘｰ 宮城県 0:27:18

134位 7211 三井 美香 ﾐﾂｲ ﾐｶ 宮城県 0:27:19

135位 7847 磯崎 恵子 ｲｿｻﾞｷ ｹｲｺ 宮城県 0:27:20

136位 7197 島影 睦 ｼﾏｶｹﾞ ﾑﾂﾐ 宮城県 0:27:21

137位 7221 鈴木 初江 ｽｽﾞｷ ﾊﾂｴ 栃木ニコン 栃木県 0:27:22

138位 7431 庄子 裕美 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 宮城県 0:27:22

139位 7189 木戸 さおり ｷﾄﾞ ｻｵﾘ 福島県 0:27:22

140位 7127 本郷 真理香 ﾎﾝｺﾞｳ ﾏﾘｶ 宮城県 0:27:24

141位 7174 楯野 千里 ﾀﾃﾉ ﾁｻﾄ 宮城県 0:27:25

142位 7315 小林 ふみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐ 宮城県 0:27:26

143位 7081 柳谷 理紗 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾘｻ 宮城県 0:27:29

144位 7116 田村 千恵子 ﾀﾑﾗ ﾁｴｺ 千葉県 0:27:29

145位 7042 田中 見空 ﾀﾅｶ ﾐｸ ＥＮＤＬＥＳＳ 福島県 0:27:31

146位 7357 瀧嶋 幸 ﾀｷｼﾏ ﾕｷ 宮城県 0:27:32

147位 7152 高野 恵子 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 東京都 0:27:33

148位 7365 大森 真紀 ｵｵﾓﾘ ﾏｷ ランラン 宮城県 0:27:35

149位 7205 谷地 歩 ﾔﾁ ｱﾕﾐ 宮城県 0:27:35

150位 7059 草野 こずえ ｸｻﾉ ｺｽﾞｴ 福島県 0:27:35
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151位 7304 田副 文子 ﾀｿﾞｴ ﾌﾐｺ 東京都 0:27:39

152位 8097 葉田野 幸子 ﾊﾀﾉ ﾕｷｺ 宮城県 0:27:41

153位 7474 長谷川 仁美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 東京都 0:27:42

154位 7182 小野寺 里美 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾐ 宮城県 0:27:43

155位 7185 松浦 江美 ﾏﾂｳﾗ ｴﾐ 宮城県 0:27:46

156位 7169 島貫 和恵 ｼﾏﾇｷ ｶｽﾞｴ 山形県 0:27:46

157位 7476 大野澤 絵美 ｵｵﾉｻﾜ ｴﾐ 宮城県 0:27:47

158位 7433 森田 実可子 ﾓﾘﾀ ﾐｶｺ 上余田会陸上部 宮城県 0:27:49

159位 7878 及川 加奈子 ｵｲｶﾜ ｶﾅｺ 宮城県 0:27:51

160位 7538 大槻 佳菜 ｵｵﾂｷ ｶﾅ 宮城県 0:27:54

161位 7209 長濱 恵美子 ﾅｶﾞﾊﾏ ｴﾐｺ 東京都 0:27:58

162位 7105 松山 純子 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 総合南東北病院 宮城県 0:27:58

163位 7343 長谷川 文香 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｶ 愛知県 0:28:01

164位 7195 小林 久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 宮城県 0:28:02

165位 7198 小松 喜久子 ｺﾏﾂ 宮城県 0:28:02

166位 7280 高橋 晶子 ﾀｶﾊｼ 宮城県 0:28:08

167位 7824 三ケ田 美雪 ﾐｶﾀﾞ ﾐﾕｷ 宮城県 0:28:11

168位 7171 成瀬 陽子 ﾅﾙｾ ﾖｳｺ 宮城県 0:28:11

169位 7172 髙橋 ミツヨ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 宮城県 0:28:12

170位 7376 増永 実奈 ﾏｽﾅｶﾞ ﾐﾅ 宮城県 0:28:15

171位 7080 津田 ヨシ子 ﾂﾀﾞ ﾖｼｺ 宮城県 0:28:15

172位 7464 伊澤 領子 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 宮城県 0:28:16

173位 7353 小林 文子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ チームゆめ 宮城県 0:28:17

174位 7193 髙橋 絹子 ﾀｶﾊｼ ｷﾇｺ 桜坂ＲＣ 宮城県 0:28:18

175位 7494 大場 真由美 ｵｵﾊﾞ ﾏﾕﾐ オオバダンススクール 宮城県 0:28:20

176位 7869 今野 理恵 ｺﾝﾉ ﾘｴ 宮城県 0:28:21

177位 7890 平井 奈々美 ﾋﾗｲ ﾅﾅﾐ 宮城県 0:28:22

178位 7254 小原 陽子 ｵﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 千葉県 0:28:25

179位 7016 髙橋 光子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ 宮城県 0:28:26

180位 7194 水上 史帆 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾎ あいホーム 宮城県 0:28:27

181位 7321 菅原 京子 ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ ＳＥＶｅｎＲＣ 宮城県 0:28:27

182位 7187 松崎 智子 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾄｺ 吾妻Ｒｕｎ所会 福島県 0:28:27

183位 8140 原田 早代 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾖ 埼玉県 0:28:28

184位 7085 中村 あゆみ ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 宮城県 0:28:30

185位 8127 浅野 奏詠 ｱｻﾉ ｶﾅｴ 宮城県 0:28:31

186位 7113 平間 初美 ﾋﾗﾏ ﾊﾂﾐ チームにじ 宮城県 0:28:32

187位 7168 本田 恵美子 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐｺ 山形県 0:28:33

188位 7235 今野 智絵 ｺﾝﾉ ﾄﾓｴ あいホーム 宮城県 0:28:33

189位 7231 横田 由美 ﾖｺﾀ ﾕﾐ エムズ 宮城県 0:28:34

190位 7026 岩崎 さや香 ｲﾜｻｷ ｻﾔｶ 宮城県 0:28:34

191位 7199 森 みや子 ﾓﾘ ﾐﾔｺ 宮城県 0:28:35

192位 7212 長谷川 裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 宮城県 0:28:36

193位 7311 堀川 恵 ﾎﾘｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 岩手県 0:28:36

194位 7473 北岡 悠葉 ｷﾀｵｶ ﾕｳﾊ 宮城県 0:28:37

195位 7840 遠藤 由理 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 宮城県 0:28:40

196位 7779 柏倉 麻衣子 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾏｲｺ 山形県 0:28:41

197位 7307 小野 慶子 ｵﾉ ｹｲｺ 宮城県 0:28:46

198位 7462 杉本 文枝 ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐｴ ＤＡＴＥＡＮＧＥＬＳ 宮城県 0:28:46

199位 7112 菅野又 睦子 ｽｶﾞﾉﾏﾀ ﾑﾂｺ エレメンツ 宮城県 0:28:48

200位 7242 髙内 道子 ﾀｶｳﾁ ﾐﾁｺ 宮城県 0:28:48
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201位 7180 梅松 邦子 ｳﾒﾏﾂ ｸﾆｺ 埼玉県 0:28:50

202位 7421 増澤 るみ ﾏｽｻﾞﾜ ﾙﾐ ＴｅａｍＬＵＳＨ 東京都 0:28:52

203位 7676 山崎 信子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 宮城県 0:28:54

204位 7499 根本 有子 ﾈﾓﾄ ﾕｳｺ 宮城大学 宮城県 0:28:54

205位 7228 舘内 恵美子 ﾀﾃｳﾁ ｴﾐｺ クライミング 宮城県 0:28:57

206位 7348 松川 すみえ ﾏﾂｶﾜ ｽﾐｴ 宮城県 0:28:59

207位 7139 田原 香織 ﾀﾊﾗ ｶｵﾘ 宮城県 0:28:59

208位 7248 志村 早苗 ｼﾑﾗ ｻﾅｴ 宮城県 0:29:00

209位 7395 鈴木 明子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 宮城県 0:29:01

210位 7041 鈴木 綾華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ ＥＮＤＬＥＳＳ 福島県 0:29:02

211位 7173 武者 昌子 ﾑｼｬ ﾏｻｺ 宮城県 0:29:02

212位 7551 藤本 典子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｺ 東京都 0:29:02

213位 7735 西山 茉莉奈 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾘﾅ 宮城県 0:29:02

214位 7359 近藤 志乃 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 宮城県 0:29:03

215位 7345 宇部 仁美 ｳﾍﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 0:29:03

216位 7166 齋藤 光子 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｺ 宮城県 0:29:03

217位 7170 菅原 雪枝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ 岩手県 0:29:05

218位 7349 島貫 美有 ｼﾏﾇｷ ﾐﾕｳ 宮城県 0:29:05

219位 7009 渡辺 明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ ろちやん大好き！！ 福島県 0:29:05

220位 7394 佐藤 小百合 ｻﾄｳ ｻﾕﾘ 宮城県 0:29:06

221位 7223 小野寺 円 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾄﾞｶ タカラ米穀（株） 宮城県 0:29:09

222位 7492 海老原 詩乃 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾉ 宮城県 0:29:13

223位 7485 釼吉 千春 ｹﾝﾖｼ ﾁﾊﾙ 岩手県 0:29:14

224位 7256 阿久津 枝美 ｱｸﾂ ｴﾐ 宮城県 0:29:16

225位 7523 関谷 芽里 ｾｷﾔ ﾒﾘ 宮城県 0:29:20

226位 7535 渡部 彩奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 宮城県 0:29:20

227位 7388 角田 洋子 ｶｸﾀﾞ ﾖｳｺ 京都府 0:29:20

228位 7310 山下 美葉 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊ 宮城県 0:29:20

229位 7176 星 千絵美 ﾎｼ ﾁｴﾐ 宮城県 0:29:21

230位 7184 渡辺 美佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 宮城県 0:29:21

231位 7466 八巻 典子 ﾔﾏｷ ﾉﾘｺ 宮城県 0:29:22

232位 7338 中田 美佳 ﾅｶﾀﾞ ﾐｶ 宮城県 0:29:23

233位 7469 はせん じぇにふぁ ﾊｾﾝ ｼﾞｪﾆﾌｧ 宮城県 0:29:23

234位 7370 津軽 友里 ﾂｶﾞﾙ ﾕﾘ 宮城県 0:29:24

235位 7974 高田 菜奈子 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅｺ 杏林製薬（株） 宮城県 0:29:24

236位 7129 小野 智美 ｵﾉ ｻﾄﾐ 仙台厚生病院 宮城県 0:29:25

237位 7753 桜庭 彩加 ｻｸﾗﾊﾞ ｱﾔｶ 宮城県 0:29:26

238位 7160 佐藤 加代 ｻﾄｳ ｶﾖ 宮城県 0:29:28

239位 7179 工藤 真澄 ｸﾄﾞｳ ﾏｽﾐ 宮城県 0:29:28

240位 7530 浅沼 智子 ｱｻﾇﾏ ﾄﾓｺ 宮城県 0:29:29

241位 7339 佐藤 千恵 ｻﾄｳ ﾁｴ 宮城県 0:29:30

242位 7589 星 裕子 ﾎｼ ﾕｳｺ 宮城県 0:29:32

243位 7190 和泉 ルリ子 ｲｽﾞﾐ ﾙﾘｺ 和泉テック 宮城県 0:29:33

244位 7201 飯塚 道子 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾁｺ 宮城県 0:29:34

245位 7294 曽田 洋子 ｿﾀﾞ ﾖｳｺ 宮城県 0:29:36

246位 7874 村上 由香 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ 宮城県 0:29:36

247位 7991 庄子 百李 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ 宮城県 0:29:37

248位 7426 菅野 由香里 ｶﾝﾉ ﾕｶﾘ 宮城県 0:29:42

249位 7691 佐々木 美苗 ｻｻｷ ﾐﾅｴ 宮城県 0:29:43

250位 7921 稲村 理奈 ｲﾅﾑﾗ ﾘﾅ 宮城県 0:29:43
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251位 7271 佐藤 朝日香 ｻﾄｳ ｱｽｶ 宮城県 0:29:46

252位 7245 山田 一恵 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ 宮城県 0:29:46

253位 7827 山下 恵子 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｺ 宮城県 0:29:47

254位 7430 伊藤 洋子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 宮城県 0:29:47

255位 7526 吉谷 麻由 ﾖｼﾀﾆ ﾏﾕ 宮城県 0:29:47

256位 7175 伊藤 浩子 ｲﾄｳ ﾋﾛｺ あいホーム 宮城県 0:29:47

257位 7649 齋藤 里美 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ 宮城県 0:29:50

258位 7141 荒木 笑子 ｱﾗｷ ｴﾐｺ ワラガイＲＣ 福島県 0:29:50

259位 7326 飯塚 真理子 ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾘｺ 宮城県 0:29:53

260位 7369 小島 利江子 ｵｼﾞﾏ ﾘｴｺ 宮城県 0:29:55

261位 7336 吉田 永 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻ 宮城県 0:29:56

262位 7536 山内 唯 ﾔﾏｳﾁ ﾕｲ 宮城大学 宮城県 0:29:58

263位 7218 冬木 恵里 ﾌﾕｷ ｴﾘ 宮城県 0:30:00

264位 7961 菊地 純奈 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝﾅ さむわん 宮城県 0:30:01

265位 7900 小谷 佳奈子 ｺﾀﾆ ｶﾅｺ 宮城県 0:30:01

266位 7790 菊橋 理沙 ｷｸﾊｼ ﾘｻ 宮城県 0:30:02

267位 7785 花田 茂美 ﾊﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾐ 宮城県 0:30:03

268位 7557 岩本 澄子 ｲﾜﾓﾄ ｽﾐｺ 宮城県 0:30:04

269位 7312 谷阪 香 ﾀﾆｻｶ ｶｵﾘ 東京都 0:30:04

270位 7452 近藤 玲子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｺ 宮城県 0:30:05

271位 7034 五十嵐 ふみ江 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾐｴ うさぎとかめ 福島県 0:30:06

272位 7636 髙橋 麻衣子 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ 宮城県 0:30:07

273位 7702 佐竹 明日香 ｻﾀｹ ｱｽｶ 宮城県 0:30:08

274位 7164 吉岡 智恵子 ﾖｼｵｶ ﾁｴｺ 宮城県 0:30:09

275位 7919 鳥崎 朋美 ﾄﾘｻｷ ﾄﾓﾐ たんぽぽＲＣ 宮城県 0:30:09

276位 7092 鈴木 光子 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｺ 福島走ろう会 福島県 0:30:10

277位 7362 工藤 美帆 ｸﾄﾞｳ ﾐﾎ ピーチ会 宮城県 0:30:11

278位 7460 加藤 より子 ｶﾄｳ ﾖﾘｺ ＴＹ 宮城県 0:30:12

279位 7475 高橋 亜希子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ チーム夢 宮城県 0:30:14

280位 7277 境 香 ｻｶｲ ｶｵﾘ なかよし走ろう会 宮城県 0:30:14

281位 7515 小笠原 由貴 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｷ 宮城県 0:30:14

282位 7986 小野寺 美幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾕｷ 宮城県 0:30:14

283位 7889 山下 凛 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝ 宮城県 0:30:15

284位 7796 庄形 みほ ｼｮｳｶﾞﾀ ﾐﾎ 宮城県 0:30:15

285位 7264 馬場 さおり ﾊﾞﾊﾞ ｻｵﾘ チームリバー 宮城県 0:30:16

286位 7663 藤井 恵 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:30:17

287位 7454 山崎 綾 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 宮城県 0:30:23

288位 7453 齋藤 麻実 ｻｲﾄｳ ｱｻﾐ 宮城県 0:30:23

289位 7607 石井 麻紀子 ｲｼｲ 宮城県 0:30:24

290位 7346 古川 理妙 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 仙台南弓道会 宮城県 0:30:25

291位 7558 山田 よしみ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾐ 宮城県 0:30:25

292位 7425 溝井 保枝 ﾐｿﾞｲ ﾔｽｴ 宮城県 0:30:27

293位 7849 檜野 はるか ﾋﾉ ﾊﾙｶ 宮城県 0:30:30

294位 7288 菅野 友子 ｽｶﾞﾉ ﾄﾓｺ 宮城県 0:30:31

295位 7933 清水川 ひとみ ｼﾐｽﾞｶﾜ ﾋﾄﾐ 山田マラソン部 宮城県 0:30:33

296位 7461 亀谷 由美 ｶﾒﾔ ﾕﾐ 宮城県 0:30:33

297位 7200 齊藤 亜希子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ 宮城県 0:30:34

298位 7027 千葉 あけみ ﾁﾊﾞ ｱｹﾐ 伊達の蔵出し 宮城県 0:30:35

299位 7486 米田 教子 ﾏｲﾀ ｷｮｳｺ 岩手県 0:30:35

300位 7222 中目 淳子 ﾅｶﾒ ｼﾞｭﾝｺ なかよし走ろう会 宮城県 0:30:37
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301位 7936 後藤 香織 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ 宮城県 0:30:37

302位 7363 渡邊 慶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 宮城県 0:30:39

303位 7923 菊田 香衣 ｷｸﾀ ｶｲ 宮城県 0:30:39

304位 7165 水沼 智美 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾄﾓﾐ 宮城県 0:30:40

305位 7820 若生 早紀 ﾜｺｳ ｻｷ 宮城県 0:30:41

306位 7419 細川 亜希子 ﾎｿｶﾜ ｱｷｺ 宮城県 0:30:42

307位 7247 大川 てい子 ｵｵｶﾜ ﾃｲｺ 宮城県 0:30:42

308位 7246 佐々木 美千枝 ｻｻｷ ﾐﾁｴ 宮城県 0:30:42

309位 7441 荒尾 三千世 ｱﾗｵ ﾐﾁﾖ 宮城県 0:30:44

310位 8142 佐藤 由依 ｻﾄｳ ﾕｲ アイセイ薬局 東京都 0:30:44

311位 7065 工藤 美幸 ｸﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 宮城県 0:30:44

312位 7236 玉川 愛理 ﾀﾏｶﾞﾜ ｱｲﾘ あいホーム 宮城県 0:30:44

313位 7553 金内 七彩 ｶﾈｳﾁ ﾅｻ 福島県 0:30:45

314位 7565 本田 涼 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾔｶ 宮城県 0:30:46

315位 7755 原田 陽子 ﾊﾗﾀ ﾖｳｺ 宮城県 0:30:47

316位 7297 林 瞳 ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 仙台走爽会 東京都 0:30:50

317位 7562 柳 弘子 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｺ 宮城県 0:30:50

318位 7534 大山 みどり ｵｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 宮城県 0:30:51

319位 7409 寺岡 智恵 ﾃﾗｵｶ ﾁｴ 恵愛接骨院 宮城県 0:30:52

320位 7148 藤田 葉子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｺ 山形県 0:30:54

321位 7186 庄子 ルリ子 ｼｮｳｼﾞ ﾙﾘｺ ｓｈｏｊｉ 宮城県 0:30:55

322位 7398 加藤 美奈子 ｶﾄｳ ﾐﾅｺ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:30:55

323位 7656 烏頭尾 真琴 ｳﾄｵ ﾏｺﾄ 宮城県 0:30:57

324位 7416 高橋 歩美 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ チーム夢 宮城県 0:30:58

325位 7842 川口 一枝 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｴ 宮城県 0:30:58

326位 7926 木村 由美子 ｷﾑﾗ ﾕﾐｺ 宮城県 0:30:58

327位 7456 阿部 仁子 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝｺ 宮城県 0:30:59

328位 7552 佐藤 聖子 ｻﾄｳ ｾｲｺ 宮城県 0:31:00

329位 7695 挽地 友紀 ﾋｷﾁ ﾕｷ 宮城県 0:31:01

330位 7465 白井 綾 ｼﾗｲ ｱﾔ 千葉県 0:31:02

331位 7681 柳沼 真実子 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾏﾐｺ 宮城県 0:31:03

332位 7876 鈴木 牧子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 宮城県 0:31:03

333位 7877 小笠原 綾子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔｺ 宮城県 0:31:03

334位 7091 池田 千加 ｲｹﾀﾞ ﾁｶ 宮城県 0:31:05

335位 7399 角田 紀美子 ﾂﾉﾀﾞ ｷﾐｺ ｔｅａｍＴ 宮城県 0:31:05

336位 7410 齋藤 遥夏 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 宮城県 0:31:05

337位 7412 佐藤 恵 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:31:05

338位 7377 寒風 一恵 ｶﾝﾌﾟｳ ｶｽﾞｴ 宮城県 0:31:06

339位 7344 佐々木 洋子 ｻｻｷ ﾖｳｺ 秋田県 0:31:06

340位 7563 今野 通乃 ｺﾝﾉ ﾐﾁﾉ 今野家畜診療所 宮城県 0:31:07

341位 7405 佐藤 奈保子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 宮城県 0:31:09

342位 7442 本間 千佳 ﾎﾝﾏ ﾁｶ 宮城県 0:31:09

343位 7930 洞口 絵美 ﾎﾗｸﾞﾁ ｴﾐ にゃー 宮城県 0:31:10

344位 7814 西城 由紀子 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｷｺ 宮城県 0:31:10

345位 7258 佐藤 久美 ｻﾄｳ ｸﾐ （医）浅舞歯科クリニック 秋田県 0:31:10

346位 7519 佐々木 順哉子 ｻｻｷ ｽｶﾞｺ 宮城県 0:31:11

347位 7263 坂田 里美 ｻｶﾀ ｻﾄﾐ 宮城県 0:31:13

348位 7683 堀井 恵美 ﾎﾘｲ ｴﾐ 宮城県 0:31:14

349位 7463 齋藤 直美 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県 0:31:14

350位 7509 安藤 芙美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐ 宮城県 0:31:15
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351位 7580 山内 由美子 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾐｺ 宮城県 0:31:15

352位 7667 関 美香 ｾｷ ﾐｶ 宮城県 0:31:15

353位 7977 小野寺 由紀子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｷｺ 宮城県 0:31:15

354位 7337 久保 三智代 ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 未来への道 埼玉県 0:31:16

355位 7477 本多 康子 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｺ 宮城県 0:31:17

356位 7537 杉山 理畝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾎ 宮城県 0:31:17

357位 7815 飯田 富己 ｲｲﾀﾞ ﾌﾐ 内外商事 宮城県 0:31:17

358位 7571 武石 純子 ﾀｹｲｼ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 0:31:18

359位 7559 伊藤 由紀子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 宮城県 0:31:18

360位 7364 梅津 しげみ ｳﾒﾂ ｼｹﾞﾐ 宮城県 0:31:18

361位 7361 渋谷 直子 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵｺ 山形県 0:31:18

362位 7710 渡邊 早織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ 福島県 0:31:19

363位 7909 齋藤 絵梨 ｻｲﾄｳ ｴﾘ 宮城県 0:31:19

364位 7429 山田 綾子 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｺ 宮城県 0:31:20

365位 7296 山崎 由里 ﾔﾏｻｷ ﾕﾘ 宮城県 0:31:21

366位 7662 吉田 禎子 ﾖｼﾀﾞ ﾃｲｺ ランラン 宮城県 0:31:22

367位 7249 古積 るみ子 ｺﾂﾞﾐ ﾙﾐｺ 宮城県 0:31:23

368位 7588 佐々木 麻衣子 ｻｻｷ ﾏｲｺ 宮城県 0:31:24

369位 7301 佐藤 晃子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 宮城県 0:31:25

370位 7384 百々 沙織 ﾄﾞﾄﾞ ｻｵﾘ 宮城県 0:31:27

371位 7226 大畑 規子 ｵｵﾊﾀ ﾉﾘｺ 宮城県 0:31:27

372位 7843 阿部 美恵子 ｱﾍﾞ ﾐｴｺ 宮城県 0:31:28

373位 7508 鈴木 優香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 宮城県 0:31:29

374位 7727 坂川 美代子 ｻｶｶﾞﾜ ﾐﾖｺ 宮城県 0:31:29

375位 7443 鎌田 みゆき ｶﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 宮城県 0:31:30

376位 7381 七尾 千津 ﾅﾅｵ ﾁﾂﾞ 宮城県 0:31:30

377位 7773 遠藤 美華 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｶ 宮城県 0:31:31

378位 7392 樋口 結花 ﾋｸﾞﾁ ﾕｶ シンコールＲＣ 宮城県 0:31:31

379位 7511 佐々 幾子 ｻｻ ﾁｶｺ 宮城県 0:31:32

380位 7544 海野 美樹 ｳﾝﾉ ﾐｷ 宮城県 0:31:32

381位 7617 岡田 千佳 ｵｶﾀﾞ ﾁｶ 宮城県 0:31:33

382位 7564 木皿 美樹 ｷｻﾗ ﾐｷ 宮城県 0:31:34

383位 7351 五関 悠紀子 ｺﾞｾｷ ﾕｷｺ 東京都 0:31:34

384位 7440 佐藤 智美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ チームやまと 宮城県 0:31:35

385位 8054 沼田 雅恵 ﾇﾏﾀ ﾏｻｴ チームぬまた 青森県 0:31:36

386位 7407 青沼 志維 ｱｵﾇﾏ ｼﾕｲ 宮城県 0:31:36

387位 7550 笹 静佳 ｻｻ ｼｽﾞｶ 宮城県 0:31:36

388位 7295 曽田 めぐみ ｿﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:31:37

389位 7287 立元 梨菜 ﾀﾂﾓﾄ ﾘﾅ 宮城県 0:31:38

390位 7809 竹森 千鶴子 ﾀｹﾓﾘ ﾁﾂﾞｺ 宮城県 0:31:40

391位 7230 三好 あゆみ ﾐﾖｼ ｱﾕﾐ 神奈川県 0:31:40

392位 7269 片倉 実保 ｶﾀｸﾗ ﾐﾎ 宮城県 0:31:41

393位 7356 阿部 祐子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 宮城県 0:31:41

394位 7268 増田 美鈴 ﾏｽﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 宮城県 0:31:41

395位 7386 石田 真実 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ ドンク 宮城県 0:31:42

396位 7270 石塚 郁子 ｲｼﾂﾞｶ ｲｸｺ 宮城県 0:31:42

397位 7260 加藤 智秋 ｶﾄｳ ﾁｱｷ 宮城県 0:31:43

398位 7402 阿部 百花 ｱﾍﾞ ﾓﾓｶ 宮城県 0:31:43

399位 7510 白椛 文子 ｼﾗｶﾊﾞ ｱﾔｺ 岩手県 0:31:43

400位 8005 日下部 菜央子 ｸｻｶﾍﾞ ﾅｵｺ 秋田県 0:31:44
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401位 7776 高野 葉子 ﾀｶﾉ ﾖｳｺ チームももかっぱ 宮城県 0:31:44

402位 7574 松本 典恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｴ 宮城県 0:31:45

403位 7560 原田 裕香 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｶ 宮城県 0:31:47

404位 7545 西尾 麻理子 ﾆｼｵ ﾏﾘｺ 宮城県 0:31:48

405位 7217 吉田 衣里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ あいホーム 宮城県 0:31:49

406位 7208 高橋 由布 ﾀｶﾊｼ ﾕﾌ 山形県 0:31:50

407位 7518 熊井 彩子 ｸﾏｲ ｱﾔｺ 宮城県 0:31:51

408位 7845 平 真由美 ﾀｲﾗ ﾏﾕﾐ 宮城県 0:31:52

409位 7880 太田 和乃 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾉ 宮城県 0:31:52

410位 7278 謝 香代子 ｼｬ ｶﾖｺ 宮城県 0:31:52

411位 7927 八嶋 直子 ﾔｼﾏ ﾅｵｺ 宮城県 0:31:53

412位 7272 加藤 伊子 ｶﾄｳ ﾖﾘｺ 宮城県 0:31:53

413位 7620 増田 瑞枝 ﾏｽﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 宮城県 0:31:54

414位 7872 齋藤 裕子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ ナチュラルワンダー 宮城県 0:31:54

415位 7802 近藤 真理子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 宮城県 0:31:54

416位 7725 内室 真奈美 ｳﾁﾑﾛ ﾏﾅﾐ 東京都 0:31:55

417位 7844 阿部 美月 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ 宮城県 0:31:56

418位 7500 伊藤 晶子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 宮城県 0:31:58

419位 7567 安食 明子 ｱｼﾞｷ ｱｷｺ 宮城県 0:32:01

420位 7118 鈴木 祥子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 宮城県 0:32:01

421位 7577 渡邉 さおり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ 宮城県 0:32:01

422位 7137 早坂 亜里沙 ﾊﾔｻｶ ｱﾘｻ 宮城県 0:32:02

423位 7726 板橋 春佳 ｲﾀﾊﾞｼ ﾊﾙｶ 宮城県 0:32:03

424位 7495 佐々木 知恵子 ｻｻｷ ﾁｴｺ 宮城県 0:32:03

425位 7749 梅森 文子 ｳﾒﾓﾘ ﾌﾐｺ となりのれすとらん 宮城県 0:32:04

426位 8096 大門 麻紀 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｷ 宮城県 0:32:04

427位 7533 前田 緑 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 神戸学院大学 兵庫県 0:32:04

428位 7999 国安 沙織 ｸﾆﾔｽ ｻｵﾘ 楽天株式会社 東京都 0:32:05

429位 7131 早坂 明桂 ﾊﾔｻｶ ｱｽｶ 宮城県 0:32:05

430位 7261 和田 和可子 ﾜﾀﾞ ﾜｶｺ 宮城県 0:32:07

431位 7243 田中 由起子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 宮城県 0:32:08

432位 7382 斉 順子 ｻｲ ｼﾞｭﾝｺ 特設筋トレ部 福島県 0:32:09

433位 7655 本間 百合子 ﾎﾝﾏ ﾕﾘｺ 宮城県 0:32:11

434位 7839 佐藤 怜美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 宮城県 0:32:14

435位 7853 鈴木 千穂 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ セントラルスポーツ 福島県 0:32:14

436位 7804 小島 智 ｵｼﾞﾏ ﾄｼ 埼玉県 0:32:15

437位 7192 和泉 安希子 ｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 宮城県 0:32:15

438位 7687 後藤 有紀 ｺﾞﾄｳ ﾕｷ 宮城県 0:32:15

439位 7899 阿部 史子 ｱﾍﾞ ﾌﾐｺ 仙台厚生病院 宮城県 0:32:16

440位 7962 大須賀 万里子 ｵｵｽｶ ﾏﾘｺ 宮城県 0:32:16

441位 7227 大畑 雪乃 ｵｵﾊﾀ ﾕｷﾉ 宮城県 0:32:17

442位 7383 小池 秋香 ｺｲｹ ｱｷｶ 宮城県 0:32:17

443位 7470 三宅 雅子 ﾐﾔｹ ﾏｻｺ 宮城県 0:32:18

444位 7660 今 成子 ｺﾝ ｼｹﾞｺ 宮城県 0:32:19

445位 7367 平塚 明美 ﾋﾗﾂｶ ｱｹﾐ 宮城県 0:32:21

446位 8103 岸岡 美樹 ｷｼｵｶ ﾐｷ 宮城県 0:32:23

447位 7587 山形 佳代子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶﾖｺ ｔｅａｍＲＵＮＲＵＮ 宮城県 0:32:23

448位 7467 工藤 さと子 ｸﾄﾞｳ ｻﾄｺ ランラン 宮城県 0:32:24

449位 7292 Ｎａｄｉｎｅ Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｄｅｎｔｅｎ 0:32:24

450位 7733 千葉 妙子 ﾁﾊﾞ ﾀｴｺ 宮城県 0:32:24
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451位 7354 菅原 幸子 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾁｺ ルネサンス長町南 宮城県 0:32:25

452位 7615 藤峰 みどり ﾌｼﾞﾐﾈ ﾐﾄﾞﾘ 宮城県 0:32:26

453位 7648 阿部 美香 ｱﾍﾞ ﾐｶ 宮城県 0:32:26

454位 7448 佐藤 幸子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 東京都 0:32:27

455位 7549 柳 聡子 ﾔﾅｷﾞ ｻﾄｺ 宮城県 0:32:27

456位 7319 伊藤 宏子 ｲﾄｳ ﾋﾛｺ 宮城県 0:32:27

457位 7555 後藤 愛 ｺﾞﾄｳ ｱｲ 宮城県 0:32:27

458位 7276 鈴木 美沙 ｽｽﾞｷ ﾐｻ 宮城県 0:32:27

459位 7801 Ｄｅｂｏｒａｈ Ｇａｌｅ Ｈｏｂｅｌｍａｎ 0:32:27

460位 7516 小柴 知恵美 ｺｼﾊﾞ ﾁｴﾐ 福島県 0:32:28

461位 7658 赤崎 美幸 ｱｶｻｷ ﾐﾕｷ 宮城県 0:32:28

462位 7285 佐々木 一枝 ｻｻｷ 宮城県 0:32:28

463位 7542 木下 和歌子 ｷﾉｼﾀ ﾜｶｺ 宮城県 0:32:29

464位 7851 須知 亜以子 ｽﾁ ｱｲｺ ホワイトタイガー 宮城県 0:32:30

465位 7387 鈴木 ちはる ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 宮城県 0:32:30

466位 7267 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 宮城県 0:32:31

467位 7527 吉野 恵理奈 ﾖｼﾉ ｴﾘﾅ 遠小ＲＣ 宮城県 0:32:32

468位 8094 早川 陽子 ﾊﾔｶﾜ ﾖｳｺ 宮城県 0:32:34

469位 7623 加藤 一美 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ 宮城県 0:32:37

470位 7591 奥山 瑞枝 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｴ 宮城県 0:32:38

471位 7318 伊藤 智恵 ｲﾄｳ ﾁｴ 宮城県 0:32:38

472位 7579 本田 友紀 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ チーム鳥 山形県 0:32:39

473位 7792 奥山 栄子 ｵｸﾔﾏ ｴｲｺ 宮城県 0:32:39

474位 7147 佐々木 香也子 ｻｻｷ ｶﾔｺ 宮城県 0:32:39

475位 7328 板橋 みき ｲﾀﾊﾞｼ ﾐｷ 宮城県 0:32:40

476位 7624 菊地 美恵 ｷｸﾁ ﾐｴ 宮城県 0:32:41

477位 7634 大友 ちはる ｵｵﾄﾓ ﾁﾊﾙ 宮城県 0:32:41

478位 7808 高橋 奈緒子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ 宮城県 0:32:42

479位 7887 片寄 眞理 ｶﾀﾖｾ ﾏﾘ 山形県 0:32:43

480位 8110 山田 洋子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 福島県 0:32:45

481位 7216 宍戸 奈津美 ｼｼﾄﾞ ﾅﾂﾐ あいホーム 宮城県 0:32:49

482位 7670 遠藤 弘美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ イシイ（株） 宮城県 0:32:49

483位 7868 髙橋 智子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 東京都 0:32:50

484位 7373 岡崎 志帆 ｵｶｻﾞｷ ｼﾎ 宮城県 0:32:50

485位 7366 阿部 さゆり ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ 宮城県 0:32:51

486位 8125 若生 優子 ﾜｺｳ ﾕｳｺ 宮城県 0:32:53

487位 7030 齋藤 ゆかり ｻｲﾄｳ ﾕｶﾘ 宮城県 0:32:53

488位 7330 大久保 聖子 ｵｵｸﾎﾞ ｾｲｺ ＦＲＦＤ 宮城県 0:32:55

489位 7701 高橋 美佐子 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｺ 宮城県 0:32:56

490位 7583 沼田 美香 ﾇﾏﾀ ﾐｶ 宮城県 0:32:57

491位 7762 當間 梨沙 ﾄｳﾏ ﾘｻ 東京都 0:32:58

492位 7153 加藤 みずほ ｶﾄｳ ﾐｽﾞﾎ にゃー 宮城県 0:32:58

493位 8024 八木田 仁子 ﾔｷﾞﾀ ｼﾞﾝｺ 宮城県 0:32:59

494位 7908 釜澤 早希 ｶﾏｻﾞﾜ ｻｷ 宮城県 0:32:59

495位 7891 三崎 千恵美 ﾐｻｷ ﾁｴﾐ 宮城県 0:32:59

496位 7368 羽根田 恵里 ﾊﾈﾀﾞ ｴﾘ 宮城県 0:32:59

497位 7704 田原 和美 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 宮城県 0:33:00

498位 7415 黒田 綾子 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｺ 宮城県 0:33:00

499位 7780 岩佐 千恵 ｲﾜｻ ﾁｴ 横手蘭走会 秋田県 0:33:00

500位 7659 伊藤 純子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 0:33:01
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501位 8023 及川 真由美 ｵｲｶﾜ ﾏﾕﾐ 宮城県 0:33:01

502位 7873 西川 愛 ﾆｼｶﾜ ｱｲ 宮城県 0:33:01

503位 7540 渡邊 夕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ チーム夢 宮城県 0:33:04

504位 8039 福士 由香 ﾌｸｼ ﾕｶ 宮城トヨタ自動（株） 宮城県 0:33:06

505位 7722 佐藤 弘子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ 宮城県 0:33:06

506位 7665 鈴木 静子 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｺ 宮城県 0:33:06

507位 7134 君島 千里 ｷﾐｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 宮城県 0:33:07

508位 7088 櫻井 麻衣子 ｻｸﾗｲ ﾏｲｺ チームはんじゅんまく 宮城県 0:33:08

509位 8100 森本 由美子 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐｺ 宮城県 0:33:08

510位 7738 小笠原 マチ代 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾁﾖ 山形県 0:33:09

511位 8053 木村 育子 ｷﾑﾗ ｲｸｺ 宮城県 0:33:10

512位 7698 千葉 あや子 ﾁﾊﾞ ｱﾔｺ 宮城県 0:33:10

513位 7240 及川 美佳 ｵｲｶﾜ 宮城県 0:33:12

514位 7590 菅原 祐子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 宮城県 0:33:12

515位 7512 湯本 千尋 ﾕﾓﾄ ﾁﾋﾛ いすゞライネックス 埼玉県 0:33:13

516位 7637 Ｋｅｒｒｙ Ｌｏｒｉｎｄａ Ｗｉｎｔｅｒ 0:33:15

517位 7734 浅野 典子 ｱｻﾉ ﾉﾘｺ 宮城県 0:33:15

518位 7266 佐藤 陽子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 宮城県 0:33:16

519位 7581 佐藤 八重子 ｻﾄｳ ﾔｴｺ 宮城県 0:33:17

520位 7572 平内 みつ ﾋﾗﾅｲ ﾐﾂ 宮城県 0:33:17

521位 7932 熊谷 秀子 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｺ となりのれすとらん 宮城県 0:33:18

522位 7688 工藤 桂 ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾗ 宮城県 0:33:19

523位 7883 桜庭 沙友里 ｻｸﾗﾊﾞ ｻﾕﾘ 宮城県 0:33:19

524位 7459 三上 紗也加 ﾐｶﾐ ｻﾔｶ 宮城学院女子大学 宮城県 0:33:19

525位 7111 西川 啓子 ﾆｼｶﾜ ｹｲｺ 宮城県 0:33:19

526位 7897 佐々木 佳美 ｻｻｷ ﾖｼﾐ 宮城県 0:33:19

527位 7400 菅野 亜由美 ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ シンコール（株） 宮城県 0:33:20

528位 7765 小野寺 聖子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｺ ホノルルマラソン走ろう会 宮城県 0:33:21

529位 7309 氏家 弘恵 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾛｴ 宮城県 0:33:21

530位 7327 関 淳子 ｾｷ ｼﾞｭﾝｺ チーム植村 宮城県 0:33:21

531位 7596 練生川 いくこ ﾈﾘｭｳｶﾜ ｲｸｺ 宮城県 0:33:23

532位 7942 松本 菜月 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 宮城大学 宮城県 0:33:23

533位 7834 柳澤 直美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵﾐ 宮城県 0:33:27

534位 7106 斎藤 磨里恵 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 宮城県 0:33:28

535位 7592 石川 なおみ ｲｼｶﾜ ﾅｵﾐ 宮城県 0:33:29

536位 7679 皆川 文子 ﾐﾅｶﾜ ﾌﾐｺ 宮城県 0:33:29

537位 8014 菊地 真弓 ｷｸﾁ ﾏﾕﾐ 宮城県 0:33:29

538位 7239 鈴木 里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ あいホーム 宮城県 0:33:30

539位 7331 阿部 あけみ ｱﾍﾞ ｱｹﾐ 仙台大学５０ｔｈ 東京都 0:33:30

540位 7718 田村 詩桜子 ﾀﾑﾗ ｼｵｺ 宮城県 0:33:31

541位 7302 森 直美 ﾓﾘ ﾅｵﾐ 宮城県 0:33:31

542位 7894 佐々木 恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:33:31

543位 8107 鈴木 知美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 宮城県 0:33:32

544位 7546 平山 玲子 ﾋﾗﾔﾏ ﾚｲｺ 宮城県 0:33:33

545位 7488 漆島 恵子 ｳﾙｼﾏ ｹｲｺ 神奈川県 0:33:33

546位 8131 及川 裕子 ｵｲｶﾜ ﾕｳｺ 仙台大学同窓会 宮城県 0:33:33

547位 7864 佐伯 真美子 ｻｴｷ ﾏﾐｺ 宮城県 0:33:33

548位 7561 千葉 恵子 ﾁﾊﾞ ｹｲｺ 宮城県 0:33:35

549位 8132 松浦 里紗 ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 仙台大学同窓会 宮城県 0:33:35

550位 7284 鈴内 温子 ｽｽﾞｳﾁ ｱﾂｺ 宮城県 0:33:35
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551位 7645 五十嵐 美幸 ｲｶﾗｼ ﾐﾕｷ 宮城県 0:33:37

552位 7282 須藤 光子 ｽﾄｳ ﾐﾂｺ 宮城県 0:33:37

553位 7371 佐浦 みどり ｻｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 東北工芸製作所 宮城県 0:33:40

554位 7489 高橋 千佳 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ あいコープみやぎ 宮城県 0:33:40

555位 7626 堤 伸江 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞｴ 宮城県 0:33:41

556位 8091 庄子 由里子 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾘｺ トヨタカローラ宮城 宮城県 0:33:42

557位 7910 市川 茉莉江 ｲﾁｶﾜ ﾏﾘｴ イムス明理会仙台病院 宮城県 0:33:42

558位 7972 鈴木 智恵子 ｽｽﾞｷ ﾁｴｺ 宮城県 0:33:43

559位 7472 菅野 小百合 ｽｶﾞﾉ ｻﾕﾘ 宮城県 0:33:43

560位 7451 鈴木 紗織 ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ 福島県 0:33:44

561位 7323 中村 美紀 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ 御恥走 宮城県 0:33:44

562位 7697 齊藤 友恵 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｴ 宮城県 0:33:45

563位 7335 岩城 郁子 ｲﾜｷ ｲｸｺ 御恥走 宮城県 0:33:45

564位 7313 植村 久美子 ｳｴﾑﾗ ｸﾐｺ 宮城県 0:33:47

565位 7859 佐藤 小の実 ｻﾄｳ ｺﾉﾐ Ｔｅａｍ カツ 山形県 0:33:47

566位 7233 門馬 結花 ﾓﾝﾏ ﾕｶ あいホーム 宮城県 0:33:47

567位 7671 伊藤 利恵 ｲﾄｳ ﾘｴ 宮城県 0:33:48

568位 7436 細井 莉菜 ﾎｿｲ ﾘﾅ 宮城県 0:33:50

569位 7929 大友 美穂 ｵｵﾄﾓ ﾐﾎ 宮城県 0:33:52

570位 7627 沼澤 真由美 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 宮城県 0:33:52

571位 7803 髙橋 亜未 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 宮城県 0:33:53

572位 7746 星川 郁子 ﾎｼｶﾜ ｲｸｺ 鉄建建設東北支店 宮城県 0:33:53

573位 7342 能勢 智子 ﾉｾ ﾄﾓｺ 秋田県 0:33:54

574位 7487 島田 洋子 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 宮城県 0:33:54

575位 7038 八木橋 祥恵 ﾔｷﾞﾊｼ ｻﾁｴ タカラ米穀株式会社 宮城県 0:33:54

576位 7896 中内 多香子 ﾅｶｳﾁ ﾀｶｺ 宮城県 0:33:55

577位 8113 湯目 祥代 ﾕﾉﾒ ｻﾁﾖ 宮城県 0:33:55

578位 7672 佐藤 朱里 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 宮城県 0:33:56

579位 7447 野口 朋子 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ＪＳＴＭｏｔｏｒｓ 神奈川県 0:33:57

580位 7652 宮内 美絵 ﾐﾔｳﾁ ﾐｴ 宮城県 0:33:58

581位 7925 佐藤 佳 ｻﾄｳ ｹｲ 宮城県 0:33:59

582位 7778 猪口 佳織 ｲﾉｸﾁ ｶｵﾘ チームＳＨＯ 宮城県 0:33:59

583位 8109 小根山 恵 ｵﾈﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:34:00

584位 7325 斎藤 あゆみ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ ニューフレンド 宮城県 0:34:01

585位 7863 泉 香織 ｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ 宮城県 0:34:01

586位 7569 小池 ひとみ ｺｲｹ ﾋﾄﾐ あいホーム 宮城県 0:34:03

587位 7854 菅原 彩 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾔ 宮城県 0:34:03

588位 7805 紺野 彩希 ｺﾝﾉ ｱｷ 日本政策投資銀行 埼玉県 0:34:03

589位 7450 飯田 はるか ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 日本政策投資銀行 東京都 0:34:03

590位 7403 黒須 美穂 ｸﾛｽ ﾐﾎ 宮城県 0:34:04

591位 7938 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県 0:34:06

592位 7401 阿部 圭子 ｱﾍﾞ ｹｲｺ 宮城県 0:34:07

593位 7570 丹野 みちる ﾀﾝﾉ ﾐﾁﾙ 宮城県 0:34:07

594位 8122 木村 深雪 ｷﾑﾗ ﾐﾕｷ 宮城県 0:34:07

595位 7744 久能 千鶴 ｸﾉｳ ﾁﾂﾞﾙ 宮城県 0:34:08

596位 7641 武田 明枝 ﾀｹﾀﾞ ｱｷｴ 福島県 0:34:09

597位 7708 坂口 美千代 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 宮城県 0:34:10

598位 7694 千葉 茜 ﾁﾊﾞ ｱｶﾈ 宮城県 0:34:10

599位 8085 及川 佳代子 ｵｲｶﾜ ｶﾖｺ ホワイトタイガー 宮城県 0:34:10

600位 7316 飯島 梨絵 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｴ 日本政策投資銀行 埼玉県 0:34:10
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601位 8019 疋田 由香 ﾋｷﾀ ﾕｶ 宮城県 0:34:10

602位 8018 疋田 香奈 ﾋｷﾀ ｶﾅ 宮城県 0:34:11

603位 7290 若渕 歩惟 ﾜｶﾌﾞﾁ 宮城県 0:34:11

604位 7705 石井 恵子 ｲｼｲ ｹｲｺ 宮城県 0:34:12

605位 8069 奥山 かえ ｵｸﾔﾏ ｶｴ 宮城県 0:34:12

606位 8106 中村 明美 ﾅｶﾑﾗ ｱｹﾐ 岩手県 0:34:14

607位 7898 平 真理子 ﾀｲﾗ ﾏﾘｺ 宮城県 0:34:15

608位 8093 太田 美穂 ｵｵﾀ ﾐﾎ 宮城県 0:34:16

609位 7857 小野 美和子 ｵﾉ ﾐﾜｺ 宮城県 0:34:16

610位 7732 星 友香里 ﾎｼ ﾕｶﾘ 宮城県 0:34:16

611位 7797 及川 由香 ｵｲｶﾜ ﾕｶ 宮城県 0:34:16

612位 7594 須藤 恵美子 ｽﾄｳ ｴﾐｺ 宮城県 0:34:17

613位 7593 二階堂 万里子 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 宮城県 0:34:17

614位 8120 志田 香織 ｼﾀﾞ 山形県 0:34:18

615位 7306 千葉 智枝 ﾁﾊﾞ ﾄﾓｴ 宮城県 0:34:22

616位 7850 杉山 忍 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 0:34:22

617位 7748 佐藤 則子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 宮城県 0:34:22

618位 8015 今野 礼子 ｺﾝﾉ ﾚｲｺ 宮城県 0:34:22

619位 7414 山田 智子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｺ ＧＦＣ 宮城県 0:34:22

620位 7332 白鳥 里香 ｼﾗﾄﾘ ﾘｶ 千葉県 0:34:24

621位 7960 Ｍｅｌｉｓｓａ Ｍａｅ ＭａｃＲｕｎｎｅｌ 0:34:24

622位 7768 小関 聡子 ｺｾｷ ｻﾄｺ 宮城県 0:34:25

623位 7320 平田 美枝 ﾋﾗﾀ ﾐｴ ＦＲＦＤ 宮城県 0:34:26

624位 7299 半田 倫子 ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾁｺ 宮城県 0:34:26

625位 7352 加藤 知香 ｶﾄｳ ﾁｶ 宮城県 0:34:26

626位 7657 長谷川 香 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾙ 愛知県 0:34:27

627位 7273 木村 洋子 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 遠小ＲＣ 宮城県 0:34:28

628位 7424 荒井 紗智 ｱﾗｲ ｻﾁ 神奈川県 0:34:29

629位 7586 尾張 佳也 ｵﾜﾘ ｶﾔ 国税庁 東京都 0:34:29

630位 7855 田代 恵子 ﾀｼﾛ ｹｲｺ 宮城県 0:34:30

631位 7729 丹野 信子 ﾀﾝﾉ ﾉﾌﾞｺ 宮城県 0:34:32

632位 7770 阿部 温美 ｱﾍﾞ ｱﾂﾐ 宮城県 0:34:32

633位 8045 菊地 裕子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 宮城県 0:34:34

634位 7940 浅見 恭子 ｱｻﾐ ｷｮｳｺ 宮城大学 宮城県 0:34:34

635位 7635 屋代 久美子 ﾔｼﾛ ｸﾐｺ 宮城県 0:34:35

636位 7522 門脇 文枝 ｶﾄﾞﾜｷ ﾌﾐｴ チーム夢 宮城県 0:34:35

637位 7498 大山 真弓 ｵｵﾔﾏ ﾏﾕﾐ 秋田県 0:34:37

638位 8059 三浦 道子 ﾐｳﾗ ﾐﾁｺ 宮城県 0:34:37

639位 7298 入野田 奈緒美 ｲﾘﾉﾀﾞ ﾅｵﾐ チーム植村 宮城県 0:34:37

640位 7786 佐藤 美智枝 ｻﾄｳ ﾐﾁｴ 宮城県 0:34:37

641位 7870 水戸 利枝 ﾐﾄ ﾄｼｴ 宮城県 0:34:37

642位 8081 千田 朋子 ﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 岩手県 0:34:40

643位 7244 豊嶋 さちこ ﾄﾖｼﾏ ｻﾁｺ 宮城県 0:34:43

644位 7937 五十嵐 江美 ｲｶﾞﾗｼ ｴﾐ 仙台市立病院 宮城県 0:34:46

645位 7761 吉田 陽子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 宮城県 0:34:46

646位 7104 伊藤 聡子 ｲﾄｳ ｻﾄｺ フラカン 宮城県 0:34:47

647位 7585 松崎 礼子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｺ 宮城県 0:34:49

648位 7396 中村 万里子 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 霞城ＥＲＣ 山形県 0:34:50

649位 7731 佐藤 綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 宮城県 0:34:51

650位 7984 雁部 敏江 ｶﾞﾝﾍﾞ ﾄｼｴ ドリームジャパン 宮城県 0:34:51
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651位 8031 高橋 由華 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 宮城県 0:34:51

652位 8065 松尾 南 ﾏﾂｵ ﾐﾅﾐ 東京都 0:34:52

653位 7669 鈴木 恵 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:34:53

654位 8063 小島 友里 ｵｼﾞﾏ ﾕﾘ 宮城県 0:34:55

655位 7529 佐々木 瞳 ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 宮城大学 宮城県 0:34:57

656位 7959 大内 友季江 ｵｵｳﾁ ﾕｷｴ 宮城県 0:34:59

657位 7912 伊藤 美彩 ｲﾄｳ ﾐｻ 宮城県 0:34:59

658位 7774 山形 美由紀 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｷ ヒマワリ 宮城県 0:34:59

659位 7699 今野 由美子 ｺﾝﾉ ﾕﾐｺ 宮城県 0:35:00

660位 7680 籾江 美穂 ﾓﾐｴ ﾐﾎ 宮城県 0:35:00

661位 7582 植田 美智子 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｺ チーム夢 宮城県 0:35:00

662位 7445 鎌田 美穂 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 0:35:01

663位 7953 佐藤 さつき ｻﾄｳ ｻﾂｷ 宮城県 0:35:03

664位 8040 愛山 泉 ｱｲﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 宮城県 0:35:04

665位 7737 寺嶋 ひろみ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 山形県 0:35:04

666位 7830 多田 雅美 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾐ 宮城県 0:35:05

667位 7918 小野寺 亮子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳｺ 宮城県 0:35:05

668位 8076 杉本 郁実 ｽｷﾞﾓﾄ ｲｸﾐ 宮城県 0:35:05

669位 8086 堀内 陽香 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 宮城県 0:35:05

670位 7978 笹原 智恵 ｻｻﾊﾗ ﾄﾓｴ 宮城県 0:35:06

671位 7108 志田 未奈 ｼﾀﾞ ﾐﾅ チャライオン 宮城県 0:35:07

672位 8013 枝松 芙美 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾌﾐ 宮城県 0:35:07

673位 7892 安保 咲子 ｱﾝﾎﾞ ｻｷｺ 秋田県 0:35:07

674位 8067 阿部 由香 ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県 0:35:07

675位 7995 星 由利恵 ﾎｼ ﾕﾘｴ 宮城県 0:35:07

676位 7944 富樫 知子 ﾄｶﾞｼ ﾄﾓｺ 宮城県 0:35:10

677位 7654 石川 知賀子 ｲｼｶﾜ ﾁｶｺ 宮城県 0:35:10

678位 7860 山下 典子 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｺ 宮城県 0:35:12

679位 8138 Ｓｈａｗｎｔéｅ Ｎｅｉｅ ｼｬｰﾝﾃｰ･ﾈｲ 0:35:13

680位 7955 小山 恵久子 ｵﾔﾏ ｴｸｺ 宮城県 0:35:13

681位 8105 木戸口 良子 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾖｼｺ 岩手県 0:35:14

682位 8048 高橋 由希子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ 宮城県 0:35:15

683位 7914 高田 美紀 ﾀｶﾀﾞ ﾐｷ 宮城県 0:35:15

684位 7812 熊谷 美樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 宮城県 0:35:16

685位 8126 髙橋 春美 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾐ ３００００ 宮城県 0:35:16

686位 7841 梅田 昌子 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｺ 宮城県 0:35:20

687位 8133 白坂 広子 ｼﾗｻｶ ﾋﾛｺ 仙台大学同窓会 宮城県 0:35:21

688位 7690 原田 芳衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｴ 東京都 0:35:24

689位 8117 中村 由香里 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 宮城県 0:35:25

690位 7630 林 忠子 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｺ 宮城県 0:35:25

691位 8118 阿部 ひとみ ｱﾍﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 0:35:26

692位 7629 小野寺 みよ子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾖｺ 宮城県 0:35:26

693位 8119 佐々木 麻衣 ｻｻｷ ﾏｲ 宮城県 0:35:26

694位 7275 髙谷 優子 ﾀｶﾔ ﾕｳｺ チーム ユアシス 山形県 0:35:26

695位 7616 木立 睦子 ｷﾀﾞﾁ ﾑﾂｺ 宮城県 0:35:27

696位 8068 浪岡 純子 ﾅﾐｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 0:35:27

697位 8050 大内 あずさ ｵｵｳﾁ ｱｽﾞｻ 宮城県 0:35:27

698位 7497 及川 愛恵 ｵｲｶﾜ ｱｷｴ 宮城県 0:35:27

699位 7858 石橋 若奈 ｲｼﾊﾞｼ ﾜｶﾅ アイセイ薬局 宮城県 0:35:27

700位 7993 伊藤 由香利 ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 宮城県 0:35:28
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701位 7913 佐藤 恵美子 ｻﾄｳ ｴﾐｺ 宮城県 0:35:31

702位 7791 葛西 美代子 ｶｻｲ ﾐﾖｺ 宮城県 0:35:32

703位 8046 吉田 妙 ﾖｼﾀﾞ ﾀｴ アイセイ薬局 宮城県 0:35:33

704位 7949 阿部 裕美子 ｱﾍﾞ ﾕﾐｺ 松田歯科医院 宮城県 0:35:40

705位 7598 佐藤 麻喜子 ｻﾄｳ ﾏｷｺ 宮城県 0:35:40

706位 7668 森田 彩加 ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ 宮城県 0:35:41

707位 7767 大浦 さとみ ｵｵｳﾗ ｻﾄﾐ 宮城県 0:35:42

708位 7605 佐藤 美江子 ｻﾄｳ ﾐｴｺ 宮城県 0:35:43

709位 8041 崎山 明美 ｻｷﾔﾏ ｱｹﾐ 埼玉県 0:35:48

710位 7491 佐々木 那菜 ｻｻｷ ﾅﾅ ネクスコ・トール東北 宮城県 0:35:49

711位 7823 芳賀 道子 ﾊｶﾞ ﾐﾁｺ 宮城県 0:35:49

712位 7406 佐藤 真智子 ｻﾄｳ ﾏﾁｺ 宮城県 0:35:52

713位 7807 太田 明子 ｵｵﾀ ｱｷｺ 宮城県 0:35:53

714位 8137 Ｌｉｓａ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ－Ｍｅｙｅｒ ﾘｻ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ-ﾒｲﾔｰ 0:35:54

715位 7800 阿部 由美子 ｱﾍﾞ ﾕﾐｺ 赤浜ラン 岩手県 0:35:59

716位 7684 日地谷 知江 ﾋﾁﾞﾔ ﾄﾓｴ 宮城県 0:36:00

717位 7253 則武 有希子 ﾉﾘﾀｹ ﾕｷｺ 首里城走ろう会 宮城県 0:36:02

718位 7821 齋藤 智恵子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ 仙台大学５０ｔｈ 新潟県 0:36:03

719位 7881 日野 晴香 ﾋﾉ ﾊﾙｶ 宮城県 0:36:06

720位 7728 堀江 恵 ﾎﾘｴ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:36:07

721位 7422 石塚 エミ ｲｼﾂﾞｶ ｴﾐ にゃー 宮城県 0:36:07

722位 7902 細井 桃 ﾎｿｲ ﾓﾓ 宮城県 0:36:09

723位 7090 池田 千鶴 ｲｹﾀﾞ ﾁﾂﾞ 宮城県 0:36:09

724位 8072 阿部 範子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 福島県 0:36:10

725位 7941 門馬 利恵 ﾓﾝﾏ ﾘｴ 宮城県 0:36:10

726位 7640 松田 華保子 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎｺ 東京都 0:36:10

727位 8123 齋藤 ひろみ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 宮城県 0:36:10

728位 8008 小笠原 桃子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾓﾓｺ とうほくしょ 宮城県 0:36:11

729位 7496 星 早矢香 ﾎｼ ｻﾔｶ 宮城県 0:36:13

730位 8088 田村 有佑貴 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 宮城県 0:36:13

731位 7449 齋藤 香織 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 東京都 0:36:13

732位 7638 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 宮城県 0:36:14

733位 7618 泉澤 弘子 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾋﾛｺ 宮城県 0:36:15

734位 7619 中村 比呂子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 宮城県 0:36:15

735位 7895 金子 咲希 ｶﾈｺ ｻｷ 宮城県 0:36:16

736位 7678 只野 京子 ﾀﾀﾞﾉ ｷﾖｳｺ 宮城県 0:36:17

737位 7763 荒内 操 ｱﾗｳﾁ ﾐｻｵ 宮城県 0:36:19

738位 7196 半田 正美 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｻﾐ 荒町小学校 宮城県 0:36:21

739位 7625 阿部 佳奈子 ｱﾍﾞ ｶﾅｺ 宮城県 0:36:22

740位 7706 黒澤 玲 ｸﾛｻﾜ ﾚｲ 宮城県 0:36:23

741位 7644 安藤 久美 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾐ 宮城県 0:36:23

742位 7760 成田 秀子 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞｺ チームどりんぴん 宮城県 0:36:24

743位 7980 藤本 哉美 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅﾐ 宮城県 0:36:25

744位 7951 佐々木 智栄子 ｻｻｷ ﾁｴｺ 南仙台走友会 宮城県 0:36:31

745位 7958 佐藤 みゑ子 ｻﾄｳ ﾐｴｺ 宮城県 0:36:32

746位 7600 奥 多津子 ｵｸ ﾀﾂﾞｺ 仙台大学５０ｔｈ 宮城県 0:36:33

747位 7903 細井 美智代 ﾎｿｲ ﾐﾁﾖ 宮城県 0:36:33

748位 7997 志賀 裕香 ｼｶﾞ ﾕｶ 宮城県 0:36:33

749位 7532 三井 有香 ﾐﾂｲ ﾕｶ 宮城県 0:36:33

750位 7836 高橋 幸子 ﾀｶﾊｼ ｺｳｺ けんや＆ゆきえ 岩手県 0:36:35
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751位 7664 竹内 由子 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｺ となりのれすとらん 宮城県 0:36:35

752位 7976 笠松 聡美 ｶｻﾏﾂ ｻﾄﾐ 宮城県 0:36:36

753位 7633 溝渕 真理子 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ 大阪府 0:36:38

754位 7215 藤澤 環 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾏｷ 藤崎 宮城県 0:36:38

755位 7996 大船 綾 ｵｵﾌﾈ ｱﾔ 宮城県 0:36:40

756位 7931 佐藤 麻衣子 ｻﾄｳ ﾏｲｺ 宮城県 0:36:40

757位 8079 荒木 妙子 ｱﾗｷ ﾀｴｺ 山田マラソン部 宮城県 0:36:42

758位 8062 小野寺 静枝 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｽﾞｴ 宮城県 0:36:43

759位 7639 佐藤 孝子 ｻﾄｳ ｺｳｺ Ｗｏｎｄｅｒｓ 宮城県 0:36:44

760位 8087 早坂 宏子 ﾊﾔｻｶ ﾋﾛｺ 宮城県 0:36:44

761位 7723 水野 麻美 ﾐｽﾞﾉ ｱｻﾐ 宮城県 0:36:47

762位 7355 大友 綾 ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 宮城県 0:36:48

763位 7677 庵原 志穂 ｲﾊﾗ ｼﾎ 宮城県 0:36:48

764位 8027 Ｉｎｄａｈ Ａｎａｎｄｙａ Ｍａｈｅｎｄｒａ 0:36:48

765位 7719 渡辺 恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 宮城県 0:36:49

766位 7905 加茂 紗希子 ｶﾓ ｻｷｺ 宮城県 0:36:49

767位 8057 嶋津 由希 ｼﾏﾂﾞ ﾕｷ 宮城県 0:36:49

768位 7817 鹿野 由利子 ｶﾉ ﾖﾘｺ 宮城県 0:36:50

769位 8101 佐藤 のり子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 宮城県 0:36:50

770位 8064 黒沼 麗子 ｸﾛﾇﾏ ﾚｲｺ 宮城県 0:36:50

771位 7682 佐藤 晴美 ｻﾄｳ ﾊﾙﾐ 宮城県 0:36:50

772位 7966 加藤 美紀 ｶﾄｳ ﾐｷ 東日本電子計測 宮城県 0:36:54

773位 7789 佐藤 春香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:36:58

774位 8042 赤石 佳子 ｱｶｲｼ ｹｲｺ 宮城県 0:36:59

775位 7715 高橋 恵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 宮城県 0:36:59

776位 7675 小野寺 美穂 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾎ 宮城県 0:37:03

777位 7322 小山内 美佳 ｵｻﾅｲ ﾐｶ 宮城県 0:37:08

778位 7411 広辺 有佳子 ﾋﾛﾍﾞ ﾕｶｺ 宮城県 0:37:08

779位 8115 池田 美帆 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 0:37:08

780位 8114 阿部 智佳 ｱﾍﾞ ﾁｶ 宮城県 0:37:08

781位 8116 武澤 亜未 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾐ 宮城県 0:37:09

782位 7286 角田 輝美 ｶｸﾀ 宮城県 0:37:10

783位 7334 佐々木 法子 ｻｻｷ ﾉﾘｺ 宮城県 0:37:10

784位 7622 青戸 良子 ｱｵﾄ ﾘｮｳｺ 宮城県 0:37:18

785位 7856 鈴木 美恵子 ｽｽﾞｷ ﾐｴｺ ＯＮＥ－ＳＥＶＥＮ 宮城県 0:37:22

786位 8073 佐藤 綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 宮城県 0:37:23

787位 7907 小林 千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 宮城県 0:37:23

788位 7967 関根 早苗 ｾｷﾈ ｻﾅｴ 神奈川県 0:37:24

789位 8066 庄子 敦子 ｼｮｳｼﾞ ｱﾂｺ 宮城県 0:37:24

790位 7232 鈴木 さとみ ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ あいホーム 宮城県 0:37:27

791位 7819 小田嶋 陽子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾖｳｺ ｈａｎａｓｕｋｅ 秋田県 0:37:28

792位 7798 石井 里恵 ｲｼｲ ｻﾄｴ 宮城県 0:37:29

793位 7888 櫻井 麻紀子 ｻｸﾗｲ ﾏｷｺ 宮城県 0:37:29

794位 7674 玉川 里美 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄﾐ （株）旅日記 宮城県 0:37:30

795位 7602 菊地 敏子 ｷｸﾁ ﾄｼｺ 宮城県 0:37:31

796位 8001 堀井 能子 ﾎﾘｲ ﾀｶｺ 宮城県 0:37:32

797位 7308 阿部 優美 ｱﾍﾞ ﾕｳﾐ 山形県 0:37:34

798位 7901 大宮 由貴 ｵｵﾐﾔ ﾕｷ 宮城県 0:37:35

799位 7707 佐藤 裕美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 宮城県 0:37:38

800位 7829 氏家 久恵 ｳｼﾞｲｴ ﾋｻｴ 宮城県 0:37:40
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801位 7818 太田 美由季 ｵｵﾀ ﾐﾕｷ 宮城県 0:37:40

802位 7813 佐々木 裕子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 宮城県 0:37:40

803位 7981 吉井 諒子 ﾖｼｲ ﾘｮｳｺ 兵庫県 0:37:40

804位 7934 一条 早織 ｲﾁｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 宮城県 0:37:42

805位 7998 大宮 邦枝 ｵｵﾐﾔ ｸﾆｴ 宮城県 0:37:43

806位 7757 松本 理沙 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ 宮城県 0:37:44

807位 8020 千葉 美和 ﾁﾊﾞ ﾐﾜ 宮城県 0:37:47

808位 7716 平井 亜子 ﾋﾗｲ ｱｺ 宮城県 0:37:50

809位 7493 佐藤 朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 宮城県 0:37:50

810位 7661 佐藤 美保 ｻﾄｳ ﾐﾎ 宮城県 0:37:50

811位 7237 江刺 未聖 ｴｻｼ ﾐｻﾄ あいホーム 宮城県 0:37:51

812位 7973 保坂 慧子 ﾎｻｶ ｹｲｺ 宮城県 0:37:52

813位 7963 正木 幸子 ﾏｻｷ ﾕｷｺ 福島県 0:37:54

814位 8089 元木 怜奈 ﾓﾄｷ ﾚﾅ 山形県 0:37:58

815位 7693 尾形 尚子 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｺ 宮城県 0:38:00

816位 7621 竹内 綾子 ﾀｹｳﾁ ｱﾔｺ 宮城県 0:38:04

817位 7566 二瓶 尚美 ﾆﾍｲ ﾅｵﾐ 南吉成耳鼻咽喉科 宮城県 0:38:04

818位 7982 樫尾 春海 ｶｼｵ ﾊﾙﾐ 秋田県 0:38:05

819位 7811 本間 裕子 ﾎﾝﾏ ﾕｳｺ 宮城県 0:38:06

820位 7576 古内 和美 ﾌﾙﾅｲ ｶｽﾞﾐ 宮城県 0:38:07

821位 8011 高橋 加寿子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 藤崎 宮城県 0:38:09

822位 8090 太田 佳奈 ｵｵﾀ ｶﾅ 宮城県 0:38:11

823位 7822 秋葉 歩未 ｱｷﾊﾞ ｱﾕﾐ 宮城県 0:38:13

824位 7985 小野寺 美恵子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｴｺ 宮城県 0:38:21

825位 7939 佐々木 彩 ｻｻｷ ｱﾔ 宮城県 0:38:21

826位 7928 瀬川 亜紀 ｾｶﾞﾜ ｱｷ 宮城県 0:38:30

827位 7603 阿部 志美子 ｱﾍﾞ ｼﾐｺ 宮城県 0:38:34

828位 7404 佐藤 真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 秋田県 0:38:36

829位 8033 加藤 綾 ｶﾄｳ ｱﾔ 宮城県 0:38:38

830位 7920 堤 ゆり ﾂﾂﾐ ﾕﾘ 東京都 0:38:39

831位 7987 堀口 茂子 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｹﾞｺ 宮城県 0:38:40

832位 8004 菊地 ゆうか ｷｸﾁ ﾕｳｶ ＭＫＲＣ 宮城県 0:38:43

833位 7772 北浦 節子 ｷﾀｳﾗ ｾﾂｺ 宮城県 0:38:45

834位 7831 長坂 早苗 ﾅｶﾞｻｶ ｻﾅｴ ちがさき歯科 神奈川県 0:38:48

835位 7957 宇野 郁子 ｳﾉ ｲｸｺ 宮城県 0:38:49

836位 7771 木村 真梨子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ 宮城県 0:38:53

837位 7720 高橋 淳子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 0:38:54

838位 7721 後藤 浩子 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｺ 宮城県 0:38:54

839位 7766 千葉 優子 ﾁﾊﾞ ﾕｳｺ チームどりんぴん 宮城県 0:38:58

840位 7423 小野 絵美子 ｵﾉ ｴﾐｺ 六丁目農園 宮城県 0:38:58

841位 7606 今野 由紀 ｺﾝﾉ ﾕｷ 宮城県 0:39:04

842位 8102 熊谷 千夏 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾅﾂ みやぎ県南中核病院 宮城県 0:39:06

843位 7758 関東 ヤエ ｶﾝﾄｳ ﾔｴ 宮城県 0:39:07

844位 7711 武田 由香理 ﾀｹﾀﾞ ﾕｶﾘ 仙台ＹＭＣＡ 宮城県 0:39:07

845位 7752 武田 てい子 ﾀｹﾀﾞ ﾃｲｺ 宮城県 0:39:07

846位 8070 金子 恵美 ｶﾈｺ ｴﾐ 宮城県 0:39:08

847位 8029 入澤 礼芽 ｲﾘｻﾜ ｱﾔﾒ いすゞライネックス 東京都 0:39:12

848位 7380 松岡 万季 ﾏﾂｵｶ ﾏｷ 宮城県 0:39:12

849位 8092 田代 沙英 ﾀｼﾛ ｻｴ 宮城県 0:39:19

850位 8009 井上 稚子 ｲﾉｳｴ ﾜｶｺ 宮城県 0:39:20
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851位 7764 山本 千秋 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 宮城県 0:39:26

852位 7884 千葉 美穂子 ﾁﾊﾞ ﾐﾎｺ 末っ娘仲良し会 岩手県 0:39:27

853位 7990 津田 理和 ﾂﾀﾞ ﾘﾜ 宮城県 0:39:27

854位 8071 渡辺 よしの ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉ 宮城県 0:39:28

855位 8002 北舘 佳織 ｷﾀﾀﾞﾃ ｶｵﾘ 宮城県 0:39:29

856位 8025 高橋 利恵子 ﾀｶﾊｼ ﾘｴｺ 宮城県 0:39:30

857位 7608 小出 あゆみ ｺｲﾃﾞ ｱﾕﾐ ＭＰＲＣ 宮城県 0:39:32

858位 7609 小出 輝子 ｺｲﾃﾞ ﾃﾙｺ ＭＰＲＣ 宮城県 0:39:33

859位 7935 澁谷 容子 ｼﾌﾞﾔ ﾖｳｺ チーム春八 宮城県 0:39:40

860位 7826 村上 美奈子 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅｺ ホワイトタイガー 宮城県 0:39:42

861位 8112 大泉 恭香 ｵｵｲｽﾞﾐ 宮城県 0:39:44

862位 8111 大泉 恭子 ｵｵｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 宮城県 0:39:44

863位 8060 丸子 佳代 ﾏﾙｺ ｶﾖ 宮城県 0:39:50

864位 7861 金 寿子 ｺﾝ ﾋｻｺ 仙台西勝山ＲＣ 宮城県 0:39:51

865位 7793 鎌田 亜希子 ｶﾏﾀ ｱｷｺ きょうどう舎 宮城県 0:39:52

866位 7666 松本 枝美 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ （株）藤崎 宮城県 0:39:52

867位 7983 日下 未結 ｸｻｶ ﾐﾕ 宮城県 0:39:53

868位 7806 小川 久美子 ｵｶﾞﾜ ｸﾐｺ 仙台大学同走会 宮城県 0:39:56

869位 7628 松田 とも子 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ フオーエバー 宮城県 0:40:00

870位 7794 小林 孝子 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｺ きょうどう舎 宮城県 0:40:07

871位 7866 馬場 和枝 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞｴ 宮城県 0:40:08

872位 8026 高木 友里恵 ﾀｶｷﾞ ﾕﾘｴ チーム高木 福島県 0:40:09

873位 8095 鈴木 希望 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 宮城県 0:40:10

874位 7988 上田 麻衣子 ｳｴﾀﾞ ﾏｲｺ 宮城県 0:40:10

875位 7324 神吉 恵美 ｶﾐﾖｼ ｴﾐ 宮城県 0:40:12

876位 7886 中川 知香 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｶ 宮城県 0:40:13

877位 7837 佐藤 真知子 ｻﾄｳ ﾏﾁｺ 神奈川県 0:40:16

878位 8083 大渡 美咲 ｵｵﾜﾀﾘ ﾐｻｷ 産経新聞社 宮城県 0:40:25

879位 8139 Ｎａｎｃｙ Ｃａｐｅｒｔｏｎ ﾅﾝｼｰ･ｹｲﾊﾟｰﾄﾝ 0:40:26

880位 8021 青木 めぐみ ｱｵｷ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:40:28

881位 7255 清水 八重美 ｼﾐｽﾞ ﾔｴﾐ 宮城県 0:40:33

882位 7882 西田 綾 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔ 宮城県 0:40:35

883位 7759 堀越 省子 ﾎﾘｺｼ ｾｲｺ 宮城県 0:40:39

884位 7612 長谷川 節子 ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾂｺ 宮城県 0:40:44

885位 8035 仲地 栄里子 ﾅｶﾁ ｴﾘｺ 千葉県 0:40:55

886位 7848 佐々木 祥子 ｻｻｷ ｼｮｳｺ 宮城県 0:40:59

887位 7643 中川 幸子 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾁｺ 宮城県 0:41:12

888位 8080 鈴木 佳代 ｽｽﾞｷ ｶﾖ 宮城県 0:41:17

889位 7692 阿部 陽子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ ランラン 宮城県 0:41:18

890位 7979 佐藤 美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 宮城県 0:41:25

891位 7745 高城 有香 ﾀｶｷﾞ ﾕｶ 宮城県 0:41:26

892位 7642 玉手 公美 ﾀﾏﾃ ﾋﾛﾐ 宮城県 0:41:31

893位 8128 齋藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 宮城県 0:41:41

894位 7568 佐藤 奈々 ｻﾄｳ ﾅﾅ あいホーム 宮城県 0:41:46

895位 7964 樋口 智美 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 宮城県 0:41:48

896位 7906 熊谷 沙織 ｸﾏｶﾞｲ ｻｵﾘ 宮城県 0:41:55

897位 7911 尾野 智世 ｵﾉ ﾄﾓﾖ 宮城県 0:41:55

898位 8047 橋浦 香 ﾊｼｳﾗ ｶｵﾘ 宮城県 0:41:56

899位 7975 庄司 明美 ｼｮｳｼﾞ ｱｹﾐ 宮城県 0:41:58

900位 8049 齋藤 圭乃 ｻｲﾄｳ ｶﾉ 宮城県 0:42:01
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901位 7825 冨樫 美和子 ﾄｶﾞｼ ﾐﾜｺ 山形県 0:42:21

902位 8077 我妻 恵美子 ｱｶﾞﾂﾏ ｴﾐｺ 宮城県 0:42:41

903位 8078 中畑 美穂 ﾅｶﾊﾀ ﾐﾎ 宮城県 0:42:41

904位 7922 川村 福子 ｶﾜﾑﾗ ﾌｸｺ 柏木保育園、 宮城県 0:42:51

905位 8052 芳澤 光美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾙﾐ 宮城県 0:42:58

906位 7965 高橋 由恵 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 宮城県 0:43:04

907位 8058 菊地 美那 ｷｸﾁ ﾐﾅ 宮城県 0:43:13

908位 8012 三浦 陽子 ﾐｳﾗ ﾖｳｺ 宮城県 0:43:44

909位 8044 佐藤 真奈美 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 宮城県 0:43:53

910位 7372 渡邊 みづき ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ クラブらんらん 山形県 0:44:18

911位 7784 所 順子 ﾄｺﾛ ｼﾞｭﾝｺ Ｙｅｓ！順ちゃん！ 宮城県 0:44:27

912位 7783 竹中 美恵子 ﾀｹﾅｶ ﾐｴｺ Ｙｅｓ！順ちゃん！ 宮城県 0:44:28

913位 7782 庄子 知子 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｺ Ｙｅｓ！順ちゃん！ 宮城県 0:44:28

914位 7781 諸 靖子 ﾓﾛ ﾔｽｺ Ｙｅｓ！順ちゃん！ 宮城県 0:44:29

915位 8030 時任 真奈美 ﾄｷﾄｳ ﾏﾅﾐ 宮城県 0:44:37

916位 8099 佐々木 真由美 ｻｻｷ 宮城県 0:44:56

917位 7724 及川 寛子 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｺ 宮城県 0:45:04

918位 7262 増子 智美 ﾏｽｺ ｻﾄﾐ チームリバー 宮城県 0:45:30

919位 7238 青木 花奈 ｱｵｷ ｶﾅ あいホーム 宮城県 0:45:40

920位 7333 渡辺 典子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ 宮城県 0:46:06


