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1位 7002 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 0:18:22

2位 7008 会田 智子 ｱｲﾀ ﾄﾓｺ 郡山・ミニランナー 福島県 0:20:02

3位 7144 佐々木 葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 宮城県 0:20:05

4位 7033 鈴木 明日香 ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 宮城県 0:20:08

5位 7026 穂坂 麻子 ﾎｻｶ ｱｻｺ ＲｅｓｏＲｕｎクラブ 東京都 0:20:15

6位 7133 工藤 レイラ ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾗ 宮城県 0:20:26

7位 7693 荒井 芽衣 ｱﾗｲ ﾒｲ 姥堂小学校養護教諭 福島県 0:20:41

8位 7027 浅野 詔子 ｱｻﾉ ｼｮｳｺ 仙台銀行 宮城県 0:20:53

9位 7035 後閑 文子 ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ 東京都 0:21:21

10位 7042 鈴木 聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 宮城県 0:21:36

11位 7040 伊藤 和子 ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ 片平幼稚園 福島県 0:21:41

12位 7006 亀山 智美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ 群馬県 0:21:49

13位 7131 千葉 静香 ﾁﾊﾞ ｼｽﾞｶ 宮城県 0:21:51

14位 7029 伊藤 明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東京陸協 東京都 0:21:53

15位 7032 森島 里香 ﾓﾘｼﾏ ﾘｶ リカヨガ 宮城県 0:22:21

16位 7045 矢崎 美津子 ﾔｻﾞｷ ﾐﾂｺ 宮城県 0:22:31

17位 7031 海道 遥佳 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 宮城県 0:22:31

18位 7069 高野 智代 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖ 宮城県 0:22:32

19位 7049 千葉 ひろみ ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ 岩手県 0:22:36

20位 7052 進藤 真由美 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ ＳＴＳ 山形県 0:22:45

21位 7855 文屋 沙也香 ﾌﾞﾝﾔ ｻﾔｶ 神奈川県 0:22:47

22位 7053 遠藤 可菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 福島県 0:22:50

23位 7036 小野 美香 ｵﾉ ﾐｶ 宮城県 0:22:59

24位 7060 石橋 恵美 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾐ 宮城県 0:23:07

25位 7055 庄子 さゆり ｼｮｳｼﾞ ｻﾕﾘ 宮城県 0:23:33

26位 7066 山田 千恵子 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｴｺ チーム山田 宮城県 0:23:36

27位 7048 大久保 直美 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾐ 宮城県 0:23:41

28位 7011 大渕 雅子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏｻｺ セントラル仙台 宮城県 0:23:53

29位 7056 佐藤 瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 宮城県 0:23:59

30位 7157 山下 美奈子 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅｺ 宮城県 0:24:01

31位 7037 鎌田 美穂 ｶﾏﾀﾞ ﾐﾎ 宮城県 0:24:05

32位 7061 高地 久美子 ｺｳﾁ ｸﾐｺ なでしこＡＣ 宮城県 0:24:08

33位 7068 南條 聡子 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻﾄｺ 宮城県 0:24:21

34位 7086 三浦 史子 ﾐｳﾗ ﾌﾐｺ 宮城県 0:24:31

35位 7161 菊地 真理子 ｷｸﾁ ﾏﾘｺ 東北マイクロテック 宮城県 0:24:31

36位 7043 佐藤 礼彗 ｻﾄｳ ﾉﾘｴ 福島県 0:24:36

37位 7179 今野 光子 ｺﾝﾉ ﾐﾂｺ 宮城県 0:24:43

38位 7007 松塚 愛 ﾏﾂﾂﾞｶ ｱｲ 宮城県 0:24:47

39位 8050 Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｌｅｅ Ｄｕｎｎｉｎｇ 0:24:47

40位 7377 曹 亜瓊 ｿｳ ｱｹｲ 宮城県 0:24:52

41位 7079 古宅 範子 ﾌﾙﾀｸ ﾉﾘｺ 大船渡ＡＣ 岩手県 0:24:52

42位 7073 本郷 旬 ﾎﾝｺﾞｳ ｼｭﾝ 宮城県 0:24:54

43位 7388 篠原 洋子 ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｺ 宮城県 0:24:55

44位 7152 後藤 奈緒美 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾐ 兵庫県 0:24:56

45位 7099 辺見 明子 ﾍﾝﾐ ｱｷｺ エレメンツ 宮城県 0:24:57

46位 7047 高橋 亜紀子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ 東京都 0:24:58

47位 7169 柴田 千恵子 ｼﾊﾞﾀ ﾁｴｺ 宮城県 0:24:58

48位 7163 浅野 奏詠 ｱｻﾉ ｶﾅｴ 仙台保育園 宮城県 0:25:00

49位 7059 加藤 あゆみ ｶﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県 0:25:00

50位 7088 宍戸 亜衣 ｼｼﾄﾞ ｱｲ 宮城県 0:25:03


