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Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 市町村名 記 録

1 5004 高橋 ひなの ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 仙台市 2:02:01
2 5006 松本 有紀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 仙台市 2:04:08
3 5016 川井 和栄 ｶﾜｲ ｶｽﾞｴ 白石市 2:05:08
4 5010 星 久美 ﾎｼ ｸﾐ 仙台市 2:08:55
5 5009 齋藤 杏奈 ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ 仙台市 2:12:05
6 5011 丹 直美 ﾀﾝ ﾅｵﾐ 塩竈市 2:13:00
7 5012 千葉 淳子 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 塩竈市 2:18:21
8 5007 佐藤 美香 ｻﾄｳ ﾖｼｶ 仙台市 2:18:24
9 5017 宇津井 芽衣 ｳﾂｲ ﾒｲ 仙台市 2:19:03

10 5031 斉木 由利子 ｻｲｷ ﾕﾘｺ 仙台市 2:19:09
11 5019 菊地 実穂 ｷｸﾁ ﾐﾎ 仙台市 2:25:22
12 5028 太宰 奈津子 ﾀﾞｻﾞｲ ﾅﾂｺ 栗原市 2:27:18
13 5034 下田 有紀子 ｼﾓﾀﾞ ﾕｷｺ 仙台市 2:27:49
14 5032 佐藤 妙 ｻﾄｳ ﾀｴ 多賀城市 2:30:40
15 5020 菅原 恵美 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾐ 仙台市 2:34:40
16 5043 相澤 奈緒美 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾐ 仙台市 2:36:30
17 5005 安達 せいこ ｱﾀﾞﾁ ｾｲｺ 仙台市 2:36:48
18 5013 伊藤 優子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 仙台市 2:37:07
19 5008 高橋 富美 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ 石巻市 2:38:38
20 5018 武山 智世 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾖ 仙台市 2:39:01
21 5002 馬渕 祥子 ﾏﾌﾞﾁ ｼｮｳｺ 富谷市 2:41:29
22 5035 中山 奈津子 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂｺ 仙台市 2:42:40
23 5025 宮沢 尚子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｺ 大河原町 2:49:04
24 5041 鈴木 綾子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 仙台市 2:52:08
25 5037 加藤 祐子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 仙台市 2:55:24
26 5036 小村 久美子 ｺﾑﾗ ｸﾐｺ 仙台市 2:55:24
27 5015 齋藤 園江 ｻｲﾄｳ ｿﾉｴ 仙台市 2:55:48
28 5030 今野 佳代子 ｺﾝﾉ ｶﾖｺ 仙台市 2:56:41
29 5023 日戸 由香 ﾋﾉﾄ ﾕｶ 仙台市 2:58:46
30 5021 伊藤 千央 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 仙台市 3:01:01
31 5039 髙橋 梨紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 仙台市 3:04:27
32 5038 岩倉 かつ枝 ｲﾜｸﾗ ｶﾂｴ 丸森町 3:13:02
33 5022 和賀 淑恵 ﾜｶﾞ ﾖｼｴ 仙台市 3:22:48
34 5029 操 祐子 ﾐｻｵ ﾕｳｺ 仙台市 3:31:24
35 5042 大村 愛 ｵｵﾑﾗ ｱｲ 仙台市 3:35:34
36 5003 坂下 裕子 ｻｶｼﾀ ﾕｳｺ 仙台市 3:35:44
37 5040 山口 花奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 仙台市 4:08:17
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