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1 665 樋口 由実 ﾋｸﾞﾁ ﾕﾐ 岩手県 滝沢市 1:07:28
2 654 小野寺 紗矢 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾔ 岩手県 盛岡市 1:09:44
3 613 佐藤 奈美 ｻﾄｳ ﾅﾐ 宮城県 仙台市 1:10:12
4 627 佐々木 裕美 ｻｻｷ ﾕｳﾐ 岩手県 盛岡市 1:11:31
5 637 佐々木 渚 ｻｻｷ ﾅｷﾞｻ 宮城県 仙台市 1:13:02
6 632 安保 真紀子 ｱﾝﾎﾞ ﾏｷｺ 秋田県 鹿角市 1:15:11
7 640 佐藤 友里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 宮城県 仙台市 1:18:02
8 653 川崎 未央子 ｶﾜｻｷ ﾐｵｺ 岩手県 盛岡市 1:20:17
9 635 佐々木 奈緒美 ｻｻｷ ﾅｵﾐ 宮城県 仙台市 1:20:30
10 664 小船 樹里 ｺﾌﾞﾈ ｼﾞｭﾘ 岩手県 八幡平市 1:21:41
11 614 森山 佳奈 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾅ 宮城県 仙台市 1:22:10
12 646 佐藤 さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ 岩手県 盛岡市 1:23:21
13 650 工藤 真喜子 ｸﾄﾞｳ ﾏｷｺ 青森県 八戸市 1:23:23
14 647 西村 路子 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｺ 岩手県 盛岡市 1:23:47
15 623 斎藤 美代子 ｻｲﾄｳ ﾐﾖｺ 岩手県 盛岡市 1:24:03
16 631 盛合 里沙 ﾓﾘｱｲ ﾘｻ 青森県 青森市 1:25:28
17 626 多田 智美 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ 青森県 青森市 1:25:48
18 645 金田 幸子 ｶﾈﾀﾞ ｻﾁｺ 岩手県 盛岡市 1:26:09
19 611 佐藤 寿美子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 宮城県 仙台市 1:28:19
20 657 阿部 貴美 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ 岩手県 盛岡市 1:28:21
21 619 川村 智子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ 岩手県 花巻市 1:28:29
22 656 畠山 さゆり ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾕﾘ 岩手県 花巻市 1:30:22
23 667 佐々木 美樹 ｻｻｷ ﾐｷ 岩手県 盛岡市 1:32:25
24 625 渡辺 ゆみこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ 秋田県 秋田市 1:33:27
25 620 堂北 由紀子 ﾄﾞｳｷﾀ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 1:34:10
26 605 岡崎 尚子 ｵｶｻﾞｷ ﾅｵｺ 山形県 山辺町 1:35:39
27 607 田畑 智寿子 ﾀﾊﾀ ﾁｽﾞｺ 秋田県 秋田市 1:35:47
28 652 吉田 早希 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 岩手県 矢巾町 1:36:35
29 658 伊藤 まき ｲﾄｳ ﾏｷ 宮城県 仙台市 1:36:56
30 643 斎藤 祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 岩手県 盛岡市 1:38:08
31 644 大瀧 陽子 ｵｵﾀｷ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 1:38:08
32 659 内舘 博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 花巻市 1:39:50
33 660 伊藤 史世 ｲﾄｳ ﾌﾐﾖ 岩手県 北上市 1:39:50
34 636 円舘 麻美 ｴﾝﾀﾞﾃ ｱｻﾐ 岩手県 北上市 1:39:52
35 610 佐藤 梢 ｻﾄｳ ｺｽﾞｴ 岩手県 一関市 1:40:18
36 662 佐藤 香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 遠野市 1:40:26
37 641 青山 恵美子 ｱｵﾔﾏ ｴﾐｺ 秋田県 秋田市 1:41:03
38 649 柿沼 智子 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓｺ 宮城県 仙台市 1:41:16
39 638 小笠原 舞 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｲ 岩手県 盛岡市 1:43:01
40 666 高橋 珠美 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾐ 秋田県 横手市 1:45:05
41 609 佐藤 幸恵 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 秋田県 秋田市 1:45:24
42 668 小菅 あゆみ ｺｽｶﾞ ｱﾕﾐ 岩手県 盛岡市 1:46:16
43 655 阿部 里美 ｱﾍﾞ ｻﾄﾐ 岩手県 奥州市 1:47:40
44 663 袰岩 美希 ﾎﾛｲﾜ ﾐｷ 岩手県 八幡平市 1:47:47
45 661 佐藤 由花 ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県 仙台市 1:48:06
46 624 氣鮓 裕子 ｷｽﾞｼ ﾕｳｺ 秋田県 大仙市 1:48:14
47 602 山鹿 千春 ﾔﾏｶﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県 多賀城市 1:52:29
48 642 小原 麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 1:53:26
49 603 菅原 麻理子 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ 岩手県 盛岡市 1:56:25
50 604 中田 久美子 ﾅｶﾀ ｸﾐｺ 岩手県 盛岡市 2:01:51
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51 622 斉田 実花 ｻｲﾀ ﾐｶ 岩手県 盛岡市 2:03:24
52 639 田口 沙織 ﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ 秋田県 大館市 2:03:28
53 617 荒井 裕美 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 東京都 西東京市 2:20:04
54 612 岩崎 志保子 ｲﾜｻｷ ｼﾎｺ 岩手県 岩手町 2:26:21
55 615 武藤 美佐緒 ﾑﾄｳ ﾐｻｵ 秋田県 大仙市 2:37:33
56 606 阿部 恵子 ｱﾍﾞ ｹｲｺ 秋田県 仙北市 2:37:33
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