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1 414 畠山 望美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 岩手県 盛岡市 3:47:50
2 429 細川 久実子 ﾎｿｶﾜ ｸﾐｺ 岩手県 花巻市 3:55:36
3 430 中里 絵美 ﾅｶｻﾞﾄ ｴﾐ 栃木県 小山市 4:23:11
4 420 高橋 摩帆 ﾀｶﾊｼ ﾏﾎ 岩手県 金ｹ崎町 4:23:12
5 405 佐々木 寿江 ｻｻｷ ﾋｻｴ 宮城県 仙台市 4:45:47
6 441 伊藤 香里 ｲﾄｳ ｶｵﾘ 岩手県 花巻市 4:46:36
7 447 工藤 あかね ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ 岩手県 盛岡市 4:55:06
8 428 田端 慶子 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｺ 青森県 五所川原市 4:59:53
9 443 中村 温美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾐ 岩手県 盛岡市 5:02:22
10 409 板橋 菜奈子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾅﾅｺ 宮城県 仙台市 5:09:02
11 403 高橋 洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 岩手県 八幡平市 5:10:18
12 413 Ｄｅｌｉｓｌｅ Ｓｏｐｈｉｅ ﾃﾞﾗｲﾙ ｿﾌｨｰ 宮城県 仙台市 5:17:48
13 446 原子 久美子 ﾊﾗｺ ｸﾐｺ 青森県 青森市 5:20:50
14 410 谷 彩音 ﾀﾆ ｱﾔﾈ 東京都 墨田区 5:22:18
15 440 阿部 千恵 ｱﾍﾞ ﾁｴ 岩手県 盛岡市 5:23:17
16 439 菅原 優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 宮城県 東松島市 5:24:54
17 422 小笠原 信子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ 秋田県 秋田市 5:25:28
18 408 石川 澄香 ｲｼｶﾜ ｽﾐｶ 青森県 六ヶ所村 5:30:26
19 406 小山 敏江 ｵﾔﾏ ﾄｼｴ 宮城県 気仙沼市 5:40:18
20 412 安部 有里子 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 秋田県 北秋田市 5:41:04
21 435 柳原 洋子 ﾔﾅｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 5:50:26
22 432 佐藤 久美子 ｻﾄｳ ｸﾐｺ 岩手県 盛岡市 5:58:14
23 411 大野 陽子 ｵｵﾉ ﾖｳｺ 東京都 大田区 5:58:49
24 449 遠藤 裕代 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾖ 岩手県 奥州市 6:04:42
25 453 三上 牧子 ﾐｶﾐ ﾏｷｺ 岩手県 花巻市 6:05:06
26 454 石川 千尋 ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ 岩手県 盛岡市 6:05:33
27 402 中神 真由美 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ 岩手県 盛岡市 6:06:45
28 433 佐々木 寛子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 6:06:46
29 418 安倍 冬野 ｱﾍﾞ ﾌﾕﾉ 東京都 小金井市 6:07:37
30 434 岩舘 洋子 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾖｳｺ 岩手県 盛岡市 6:11:38
31 423 斉田 美佐子 ｻｲﾀ ﾐｻｺ 岩手県 盛岡市 6:12:28
32 419 羽渕 由紀子 ﾊﾌﾞﾁ ﾕｷｺ 秋田県 秋田市 6:12:53
33 415 菅原 洋恵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｴ 宮城県 仙台市 6:13:20
34 421 馬場 富貴子 ﾊﾞﾊﾞ ﾌｷｺ 千葉県 佐倉市 6:15:34
35 437 大門 葉子 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｳｺ 秋田県 秋田市 6:15:50
36 417 伊藤 範子 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 千葉県 千葉市 6:17:48
37 427 齋藤 美緒 ｻｲﾄｲ ﾐｵ 山形県 山形市 6:18:51
38 452 坪 加奈子 ﾂﾎﾞ ｶﾅｺ 青森県 六戸町 6:24:29
39 424 大坂 久子 ｵｵｻｶ ﾋｻｺ 岩手県 花巻市 6:25:30
40 436 津田 博子 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ 岩手県 盛岡市 6:26:46

平成30年6月3日


