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1位 20002 本間 未来 ﾎﾝﾏ ﾐﾗｲ カーブスＭＯＲＩ東根 山形県 1:25:38

2位 20008 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 1:28:54

3位 20365 鳥屋部 絢香 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾔｶ なでしこＲＣ 宮城県 1:30:06

4位 20010 井波 由希 ｲﾅﾐ ﾕｷ ウィルランズ 宮城県 1:31:11

5位 20016 酒井 結子 ｻｶｲ ﾕｳｺ 千葉県 1:32:13

6位 20047 太田 千尋 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ 宮城県 1:33:31

7位 20014 今井 香子 ｲﾏｲ ｷｮｳｺ 東京都 1:35:07

8位 20081 八巻 万理子 ﾔﾏｷ ﾏﾘｺ 北海道 1:35:39

9位 20212 二瓶 優奈 ﾆﾍｲ ﾕﾅ 埼玉県警 埼玉県 1:35:39

10位 20083 斎藤 紀代美 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾐ 宮城県 1:36:03

11位 20056 沖田 祐子 ｵｷﾀ ﾕｳｺ 宮城県 1:36:12

12位 20093 佐藤 三世子 ｻﾄｳ ﾐﾖｺ 群馬県 1:36:18

13位 20018 米山 美幸 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ 福島県 1:36:26

14位 20020 野崎 加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 1:37:49

15位 20080 森 直湖 ﾓﾘ ﾅｵｺ 山形県 1:37:49

16位 20103 須藤 和恵 ｽﾄｳ ｶｽﾞｴ 宮城県 1:38:21

17位 20023 及川 安紀子 ｵｲｶﾜ ｱｷｺ 宮城県 1:38:58

18位 20015 鈴木 澄子 ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ 宮城県 1:39:18

19位 20089 増田 梨沙 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 埼玉県 1:39:19

20位 21988 曽根 利恵 ｿﾈ ﾘｴ 宮城県 1:39:25

21位 20011 澤口 真美絵 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏﾐｴ 日本郵政グループ 東京都 1:39:32

22位 20094 及川 まりや ｵｲｶﾜ ﾏﾘﾔ 宮城県 1:39:33

23位 20074 澤田 安子 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽｺ 埼玉県 1:39:38

24位 20173 小野 美香 ｵﾉ ﾐｶ 宮城県 1:39:41

25位 20113 住谷 麻里 ｽﾐﾔ ﾏﾘ 埼玉県 1:39:55

26位 20117 佐直 菜津美 ｻｼﾞｷ ﾅﾂﾐ 山形県 1:40:06

27位 20381 加藤 美有 ｶﾄｳ ﾐﾕ 宮城県 1:40:11

28位 20131 持立 雨音 ﾓｯﾀﾃ ｱﾏﾈ 福島県 1:40:29

29位 20017 内村 和美 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 多摩川クラブ 神奈川県 1:40:38

30位 20090 加藤 真理 ｶﾄｳ ﾏﾘ 宮城県 1:41:06

31位 20005 惣田 雅子 ｿｳﾀﾞ ﾏｻｺ ＳＭＲＣ 宮城県 1:41:15

32位 20101 中島 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｺ 埼玉陸協 埼玉県 1:41:27

33位 20099 沼澤 里日 ﾇﾏｻﾜ ｻﾄﾋ 南蛮連合 東京都 1:41:44

34位 20134 安東 芳理 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ カゴメ（株） 宮城県 1:41:48

35位 20208 藤野 由実子 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾐｺ 神奈川県 1:42:14

36位 20091 古川 雅里子 ﾌﾙｶﾜ ﾏﾘｺ 亘理小学校 宮城県 1:42:17

37位 20077 染谷 絵里 ｿﾒﾔ ｴﾘ 東京都 1:42:19

38位 20243 刘 颖 YING LIU 中国 1:42:21

39位 20058 高橋 良重 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 宮城県 1:42:34

40位 20215 ａｓｈｆｏｒｄ ｅｍｍａ Ashford Jane Emma イギリス 1:42:42

41位 20133 飯田 由美子 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ ウインドラン東北 宮城県 1:42:43

42位 20019 神田 玲子 ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 宮城県 1:43:08

43位 20022 Ｓａｒｄｅ Ｉｓａｂｅｌｌｅ MARIEANNE ANGELE SARDEISABELLE フランス 1:43:23

44位 20116 永野 なおみ ﾅｶﾞﾉ ﾅｵﾐ 東京都 1:43:46

45位 20055 庄子 亜美 ｼｮｳｼﾞ ｱﾐ 宮城県 1:43:52

46位 20239 佐藤 智子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ ＩＴＲＣ 茨城県 1:43:56

47位 20105 及川 由佳 ｵｲｶﾜ ﾕｶ 宮城県 1:44:08

48位 20282 小野寺 美加 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｶ 宮城県 1:44:14

49位 20031 村上 美由紀 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ ひなぎくざいる 宮城県 1:44:31

50位 20026 木村 眞未 ｷﾑﾗ ﾏﾐ 福島県 1:44:35


