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1位 20004 ＳＵ ＦＥＮＧＴＩＮＧ 海外 1:23:07

2位 20105 許 玉芳 ｷｮ ｷﾞｮｸﾎｳ 海外 1:24:25

3位 20039 佐藤 夏実 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 東京都 1:26:42

4位 20018 菊地 春恵 ｷｸﾁ ﾊﾙｴ 山形県 1:27:23

5位 20009 本間 未来 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ カーブスＭＯＲＩ東根 山形県 1:28:48

6位 20016 井波 由希 ｲﾅﾐ ﾕｷ ウィルランズ 宮城県 1:29:07

7位 20106 大津 静香 ｵｵﾂ ｼｽﾞｶ ワタリ楽走会 山形県 1:29:44

8位 20021 五十嵐 妙子 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｴｺ 登米市民病院 宮城県 1:31:06

9位 20032 松浦 亜希子 ﾏﾂｳﾗ ｱｷｺ 宮城県 1:31:35

10位 20030 林 頼子 ﾊﾔｼ ﾖﾘｺ 北海道 1:31:42

11位 20026 植田 智美 ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ ハムちゃんず 愛知県 1:31:48

12位 20040 佐藤 恵美 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 秋田大学 秋田県 1:32:21

13位 20031 石栗 杏子 ｲｼｸﾞﾘ ｷｮｳｺ 東京都 1:32:39

14位 20098 高山 優希 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 宮城県 1:32:47

15位 20071 加賀谷 優 ｶｶﾞﾔ ﾕｳ 秋田県 1:33:26

16位 20062 宮成 美妃 ﾐﾔﾅﾘ ﾐｷ 千葉県 1:33:52

17位 20059 及川 まりや ｵｲｶﾜ ﾏﾘﾔ 宮城県 1:34:52

18位 20017 阿久津 美和子 ｱｸﾂ ﾐﾜｺ シーズ杜の都 宮城県 1:35:06

19位 20104 沖田 祐子 ｵｷﾀ ﾕｳｺ 宮城県 1:35:25

20位 20028 米山 美幸 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ 福島県 1:36:13

21位 20033 野崎 加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 1:36:27

22位 20078 Ｇｅｒａｇｈｔｙ Ｆａｉｔｈ ｹﾞﾗﾃｨ ﾌｪｲｽ 南蛮連合 東京都 1:36:51

23位 20095 有路 玲子 ｱﾘｼﾞ ﾚｲｺ 山形県 1:37:02

24位 20447 宇佐美 智寿子 ｳｻﾐ ﾁｽﾞｺ 東京都 1:37:15

25位 20063 有原 千晶 ｱﾘﾊﾗ ﾁｱｷ ＤＡＴＥＡＮＧＥＬＳ 宮城県 1:38:19

26位 20102 加藤 真理 ｶﾄｳ ﾏﾘ 宮城県 1:38:36

27位 20058 伊藤 淳子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ さけがわ友遊 山形県 1:38:41

28位 20025 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県 1:38:44

29位 20713 櫻井 みづほ ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾞﾎ 東京都 1:38:49

30位 20089 佐々木 ななえ ｻｻｷ ﾅﾅｴ 宮城県 1:39:11

31位 20024 丸田 彩夏 ﾏﾙﾀ ｱﾔｶ ｗａｉｔｏｓ 秋田県 1:39:35

32位 20108 細川 敦子 ﾎｿｶﾜ ｱﾂｺ 山形県 1:39:35

33位 20053 及川 安紀子 ｵｲｶﾜ ｱｷｺ 宮城県 1:39:52

34位 20029 神田 玲子 ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 宮城県 1:40:03

35位 20140 佐直 菜津美 ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ 山形県 1:40:14

36位 20097 斎藤 紀代美 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾐ 宮城県 1:40:35

37位 20137 佐藤 三世子 ｻﾄｳ ﾐﾖｺ 群馬県 1:40:36

38位 20136 住谷 麻里 ｽﾐﾔ ﾏﾘ 埼玉県 1:40:45

39位 20204 金子 正美 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ 大阪府 1:40:48

40位 20145 古舘 百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ チームあさとあゆ 宮城県 1:40:51

41位 20005 惣田 雅子 ｿｳﾀﾞ ﾏｻｺ ＳＭＲＣ 宮城県 1:40:52

42位 20374 太田 千尋 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ 宮城県 1:41:05

43位 20133 黒田 真紀 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷ 宮城県 1:41:36

44位 20099 岡井 ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府 1:41:52

45位 20308 山田 恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 山形県 1:41:57

46位 20006 Ｅｍｉｌｙ Ｆｕｒｕｉｃｈｉ 1:41:58

47位 20234 築舘 あゆみ ﾂｷﾀﾞﾃ ｱﾕﾐ 青森県 1:41:58

48位 20212 永林 美波 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 福島県 1:42:36

49位 20165 仙波 澄 ｾﾝﾊﾞ ｷﾖﾐ 東京都 1:42:38

50位 20295 栗橋 梓 ｸﾘﾊｼ ｱｽﾞｻ 千葉県 1:42:56


