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1位 7002 五十嵐 妙子 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｴｺ 登米市民病院 宮城県 0:18:19

2位 7007 大瀧 あすか ｵｵﾀｷ ｱｽｶ 岩手県 0:18:37

3位 7035 岡部 千玲 ｵｶﾍﾞ ﾁｱｷ あすリードＲＣ大阪 兵庫県 0:19:03

4位 7001 後藤 香緒里 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾘ 山形県 0:19:18

5位 7009 菅原 ななみ ｽｶﾞﾜﾗ ﾅﾅﾐ 宮城県 0:19:45

6位 7006 会田 智子 ｱｲﾀ ﾄﾓｺ （株）日本水泳振興会 福島県 0:20:33

7位 7161 佐々木 葵 ｻｻｷ ｱｵｲ カラカミ観光株式会社 宮城県 0:20:44

8位 7011 浅野 詔子 ｱｻﾉ ｼｮｳｺ 仙台銀行 宮城県 0:20:57

9位 7030 後閑 文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 東京都 0:21:29

10位 7055 佐藤 寿美枝 ｻﾄｳ ｽﾐｴ 宮城県 0:21:32

11位 7036 阿部 百香 ｱﾍﾞ ﾕｶ ジョイフィット石巻 宮城県 0:21:52

12位 7033 遠藤 可菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 福島県 0:22:34

13位 7038 戸賀澤 未来 ﾄｶﾞｻﾜ ﾐｷ かずみかなゆ 宮城県 0:22:42

14位 7018 高橋 里実 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 宮城県 0:22:45

15位 7039 岩崎 楓 ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 宮城県 0:22:49

16位 7003 亀山 智美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ 群馬県 0:23:06

17位 7031 菅原 知子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 栗原市 宮城県 0:23:13

18位 7034 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾐｶ 宮城県 0:23:24

19位 7047 山田 千恵子 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴｺ チーム山田 宮城県 0:23:31

20位 7015 大渕 雅子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏｻｺ セントラル仙台 宮城県 0:23:34

21位 7056 天野 さゆり ｱﾏﾉ ｻﾕﾘ 宮城県 0:23:35

22位 7052 大久保 直美 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾐ 宮城県 0:23:37

23位 7063 石橋 恵美 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾐ 宮城県 0:23:41

24位 7065 森 修子 ﾓﾘ ｼｭｳｺ チームフォレスト 宮城県 0:23:45

25位 7136 菅原 真里瑛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘｴ 宮城県 0:23:46

26位 7467 斉藤 悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 宮城県 0:23:46

27位 7368 加藤 知 ｶﾄｳ ﾄﾓ 山形県 0:23:49

28位 7042 星 文子 ﾎｼ ﾌﾐｺ 龍和自工 宮城県 0:23:49

29位 7041 進藤 真由美 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ ＳＴＳ 山形県 0:23:49

30位 7156 佐々木 真子 ｻｻｷ ｼﾝｺ らんらん 宮城県 0:23:57

31位 7044 小林 里菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 福島県 0:24:00

32位 7135 駒澤 愛 ｺﾏｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 宮城県 0:24:04

33位 7016 早野 紀江 ﾊﾔﾉ ﾉﾘｴ イムス明理会仙台 宮城県 0:24:07

34位 7351 君塚 弘美 ｷﾐﾂﾞｶ ﾋﾛﾐ 宮城県 0:24:07

35位 7165 森谷 奈津子 ﾓﾘﾔ ﾅﾂｺ 岩手県 0:24:12

36位 7048 大澤 裕美 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾐ ＲＵＮＳ 茨城県 0:24:14

37位 7050 最上 千代子 ﾓｶﾞﾐ ﾁﾖｺ 宮城県 0:24:21

38位 7053 石岡 祐子 ｲｼｵｶ ﾕｳｺ 青森県 0:24:24

39位 7509 郡司 和泉 ｸﾞﾝｼﾞ ｲｽﾞﾐ 福島県庁チャレラン 福島県 0:24:25

40位 7062 本郷 旬 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｭﾝ 宮城県 0:24:26

41位 7045 矢崎 美津子 ﾔｻﾞｷ ﾐﾂｺ 宮城県 0:24:27

42位 7043 酒井 明美 ｻｶｲ ｱｹﾐ 福島県 0:24:29

43位 7113 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 大崎消防本部 宮城県 0:24:31

44位 7017 森 美和 ﾓﾘ ﾐﾜ 宮城県 0:24:32

45位 7073 辺見 明子 ﾍﾝﾐ ｱｷｺ エレメンツ 宮城県 0:24:33

46位 7064 宇都宮 佳奈 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶﾅ チームＺＥＮ 宮城県 0:24:35

47位 7072 菊地 真理子 ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 東北マイクロテック 宮城県 0:24:36

48位 7025 中村 亜依 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 宮城県 0:24:37

49位 7069 柴田 千恵子 ｼﾊﾞﾀ ﾁｴｺ 宮城県 0:24:40

50位 7162 櫻田 はのん ｻｸﾗﾀﾞ ﾊﾉﾝ 榴岡なぎなた教室 宮城県 0:24:53


