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1位 228 阿部 有香里 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ しまむら 埼玉 1:12:16

2位 229 森田 詩織 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ パナソニック 神奈川 1:12:23

3位 225 芦 麻生 ｱｼ ﾏｷ 九電工 福岡 1:12:32

4位 203 関根 花観 ｾｷﾈ ﾊﾅﾐ 日本郵政グループ 東京 1:12:42

5位 223 吉本 ひかり ﾖｼﾓﾄ ﾋｶﾘ ダイハツ 大阪 1:12:48

6位 236 岩出 玲亜 ｲﾜﾃﾞ ﾚｲｱ アンダーアーマー 神奈川 1:13:11

7位 230 渡邊 裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ エディオン 広島 1:13:52

8位 227 鈴木 千晴 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 日立 茨城 1:14:22

9位 232 宮内 宏子 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｺ ホクレン 北海道 1:14:23

10位 302 大蔵 玲乃 ｵｵｸﾗ ﾚﾉ ホクレン 北海道 1:14:31

11位 221 田中 華絵 ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ 資生堂 東京 1:14:48

12位 231 宮内 洋子 ﾐﾔｳﾁ ﾖｳｺ ホクレン 北海道 1:15:10

13位 241 三浦 佑美香 ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 立命館大学 滋賀 1:17:33

14位 604 藤澤 舞 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｲ 札幌エクセルＡＣ 北海道 1:18:09

15位 233 山﨑 なず菜 ﾖｼｲ ｻﾄｼ 十八銀行 長崎 1:18:25

16位 262 牧野 あや ﾏｷﾉ ｱﾔ 石巻専修大学 宮城 1:18:56

17位 601 松本 恭子 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ 千葉陸上競技協会 千葉 1:19:33

18位 3002 小田切 亜希 ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷ 竹村製作所 長野 1:20:27

19位 602 宮崎 翔子 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｺ 東京陸上競技会 東京 1:21:27

20位 261 寺牛 若菜 ﾃﾗｳｼ ﾜｶﾅ 石巻専修大学 宮城 1:21:41

21位 606 五十嵐 桂子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 宮城陸協 宮城 1:22:35

22位 603 石川 奈都子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ 青梅市陸上競技協会 東京 1:22:45

23位 605 山神 由佳 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｶ 三重陸上競技協会 三重 1:23:05

24位 252 伊藤 夏織 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 酒田市陸協 山形 1:23:54

25位 608 加藤 綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 東京陸上競技協会 東京 1:24:19

26位 271 村田 さやか ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 神戸市陸協 兵庫 1:24:34

27位 613 堤 佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ ＨＡＬＥＯＲＴ 宮城 1:24:56

28位 609 佐藤 仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 埼玉県陸上競技会 埼玉 1:25:00

29位 611 坂本 久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 埼玉陸上競技協会 埼玉 1:25:06

30位 622 西野 香里 ﾆｼﾉ ｶｵﾘ 東京陸上競技協会 東京 1:26:16

31位 607 桑原 絵理 ｸﾜﾊﾗ ｴﾘ 水ランRedBlus 福島 1:26:20

32位 615 松本 美緒 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 江戸川区陸上競技協会 東京 1:26:24

33位 614 平山 真由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ ｅＡ東京 東京 1:26:32

34位 218 何 慶燕 ﾎｰ･ﾁﾝｲｪﾝ 台南市 台湾 1:26:45

35位 633 大久保 好美 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾐ 宮城陸協 宮城 1:26:58

36位 627 小野 千津 ｵﾉ ﾁﾂﾞ 仙台視覚障害者ＲＣ 宮城 1:27:00

37位 637 山田 博美 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 会津陸協 福島 1:27:19

38位 253 原田 詠麻 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ 石巻専修大学 宮城 1:27:23

39位 642 加島 由美子 ｶｼﾏ ﾕﾐｺ 東京陸上協議会 東京 1:27:25

40位 3001 鷺森 愛子 ｻｷﾞﾓﾘ ｱｲｺ 大阪 1:27:34

41位 647 青島 育美 ｱｵｼﾏ ｲｸﾐ 静岡陸協 静岡 1:27:40

42位 635 近藤 香澄 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾐ 西村山陸協 山形 1:27:43

43位 631 黒田 千晶 ｸﾛﾀﾞ ﾁｱｷ 刀水アスリート倶楽部 東京 1:27:46

44位 640 森 恵津予 ﾓﾘ ｴﾂﾖ 宮城陸上競技協会 宮城 1:28:09

45位 619 深町 識子 ﾌｶﾏﾁ ｻﾄｺ aqua仙台AC 宮城 1:28:10

46位 646 熊谷 順子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 県北陸上競技協会 福島 1:28:30

47位 213 Ｙｕｌｉｙａ Ｔａｒａｓｅｖｉｃｈ ﾕﾘｱ･ﾀﾗｾｳﾞｨﾁ ミンスク市 ベラルーシ 1:29:27

48位 641 金舩 圭子 ｶﾈﾌﾈ ｹｲｺ eA 東京 東京 1:29:43

49位 3009 菅野 祥子 ｶﾝﾉ ｼｮｳｺ 県南陸協 福島 1:30:13

50位 636 西田 訓子 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 作．AC札幌 北海道 1:30:23


