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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都道府県 記 録

1位 7538 菊地 春恵 ｷｸﾁ ﾊﾙｴ 山形県 1:24:24

2位 7002 千葉 悠里奈 ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ 石巻ＲＣ 宮城県 1:25:55

3位 7046 内海 美咲 ｳﾁｳﾐ ﾐｻｷ 宮城県 1:28:36

4位 7005 浅野 詔子 ｱｻﾉ ｼｮｳｺ 仙台銀行 宮城県 1:29:25

5位 7008 安田 梨沙 ﾔｽﾀﾞ ﾘｻ 大阪府 1:30:54

6位 7004 山田 博美 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 福島県 1:31:14

7位 7001 三上 柚花 ﾐｶﾐ ﾕｶ 宮城県 1:32:03

8位 7011 中野 麻衣子 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ 福島県 1:33:34

9位 7003 新田 彩乃 ﾆｯﾀ ｱﾔﾉ 岩手県 1:35:51

10位 7023 栗田 たかね ｸﾘﾀ ﾀｶﾈ 宮城県 1:36:26

11位 7034 色川 篤実 ｲﾛｶﾜ ｱﾂﾐ 東京都 1:37:53

12位 7016 八巻 万理子 ﾔﾏｷ ﾏﾘｺ 宮城県 1:38:57

13位 7025 村上 美由紀 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 宮城県 1:38:58

14位 7043 大野 美里 ｵｵﾉ ﾐｻﾄ 東京都 1:39:13

15位 7110 伊藤 茉由 ｲﾄｳ ﾏﾕ 新庄市立新庄中学校 山形県 1:39:52

16位 7030 曽根 利恵 ｿﾈ ﾘｴ 宮城県 1:39:58

17位 7068 米川 俊子 ﾖﾈｶﾜ ﾄｼｺ 宮城県 1:40:31

18位 7010 岡井 ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府 1:41:00

19位 7042 太田 千尋 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ 宮城県 1:41:01

20位 7020 安東 芳理 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 東京都 1:41:33

21位 7065 田村 有子 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 1:41:38

22位 7053 浅沼 有加 ｱｻﾇﾏ ﾕｶ 仙台赤十字病院 宮城県 1:42:10

23位 7069 磐下 ちか子 ｲﾜｼﾀ ﾁｶｺ 宮城県 1:42:15

24位 7377 後藤 雅枝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｴ 宮城県 1:42:27

25位 7024 大川 綾絵 ｵｵｶﾜ ｱﾔｴ 東京都 1:42:34

26位 7009 米山 美幸 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ 石巻ＲＣ 宮城県 1:42:59

27位 7017 佐藤 さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ 宮城県 1:43:00

28位 7054 水野 麻由美 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾕﾐ 宮城県 1:43:06

29位 7126 渡邊 須美江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｴ 宮城県 1:43:27

30位 7021 中島 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｺ 埼玉県 1:43:36

31位 7134 伊藤 厚子 ｲﾄｳ ｱﾂｺ 仙台赤十字病院 宮城県 1:44:02

32位 7047 金子 正美 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ 大阪府 1:44:15

33位 7029 有賀 真紀 ｱﾘｶﾞ ﾏｷ 宮城県 1:45:18

34位 7036 真壁 さやか ﾏｶﾍﾞ ｻﾔｶ 宮城県 1:45:37

35位 7061 及川 奈々恵 ｵｲｶﾜ ﾅﾅｴ 宮城県 1:46:33

36位 7078 田中 昌子 ﾀﾅｶ ﾏｻｺ 東京都 1:47:08

37位 7091 能戸 かおり ﾉﾄ ｶｵﾘ 北海道 1:47:19

38位 7066 佐伯 佳美 ｻｴｷ ﾖｼﾐ 東京都 1:47:29

39位 7181 三浦 聡子 ﾐｳﾗ ｱｷｺ 宮城県 1:47:55

40位 7051 持丸 牧子 ﾓﾁﾏﾙ ﾏｷｺ 埼玉県 1:47:56

41位 7086 鈴木 美裕子 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｺ あさとあゆ 宮城県 1:48:02

42位 7050 小野寺 美加 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｶ 宮城県 1:48:13

43位 7027 石川 友紀子 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 山形県 1:48:22

44位 7031 佐藤 由美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県 1:48:31

45位 7070 菅原 史織 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 茨城県 1:48:37

46位 7019 佐々木 沙季 ｻｻｷ ｻｷ 宮城県 1:48:37

47位 7124 中島 志保 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 新潟県 1:48:54

48位 7059 内田 のぞみ ｳﾁﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 宮城県 1:48:55

49位 7130 所 雅子 ﾄｺﾛ ﾏｻｺ 千葉県 1:49:01

50位 7057 山崎 幸恵 ﾔﾏｻｷ ﾕｷｴ 宮城県 1:49:01




