
順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名（漢字） 氏名（カナ） 所属（地区）

1 509 布施綾子 フセアヤコ 0:35:41 女子2部（30歳以上50歳未満） (東京都)

2 504 佐藤幸子 サトウサチコ 0:35:43 女子2部（30歳以上50歳未満） さとう整形外科クリニック(鶴岡市)

3 501 佐藤里香 サトウリカ 0:38:22 女子2部（30歳以上50歳未満） (河北町)

4 601 秋田秀子 アキタヒデコ 0:38:33 女子3部（50歳以上） (秋田県)

5 512 森朱里 モリアカリ 0:40:56 女子2部（30歳以上50歳未満） (新庄市)

6 614 今野順子 コンノジュンコ 0:41:16 女子3部（50歳以上） (酒田市)

7 515 阿部睦子 アベムツコ 0:43:00 女子2部（30歳以上50歳未満） (酒田市)

8 510 後藤弘美 ゴトウヒロミ 0:44:38 女子2部（30歳以上50歳未満） 三井病院ＲＣ(鶴岡市)

9 410 吉川晴 ヨシカワハル 0:45:12 女子1部（高校生以上30歳未満） (鶴岡市)

10 610 堀千秋 ホリチアキ 0:45:21 女子3部（50歳以上） (上山市)

11 412 渡辺渉子 ワタナベ 0:46:22 女子1部（高校生以上30歳未満） (酒田市)

12 405 五十嵐天美 イガラシアマミ 0:48:36 女子1部（高校生以上30歳未満） 天真学園高等学校空手道部(酒田市)

13 409 中村紗也 ナカムラサヤ 0:48:40 女子1部（高校生以上30歳未満） 天真学園高等学校空手道部(鶴岡市)

14 408 五十嵐絵美 イガラシエミ 0:48:57 女子1部（高校生以上30歳未満） 天真学園高等学校空手道部(三川町)

15 502 東海林奈緒子 トウカイリンナオコ 0:49:17 女子2部（30歳以上50歳未満） ルル部(東根市)

16 514 白岩裕子 シライワユウコ 0:49:22 女子2部（30歳以上50歳未満） (福島県)

17 511 今田玲 コンタレイ 0:50:12 女子2部（30歳以上50歳未満） (酒田市)

18 406 鈴木望恵 スズキモエ 0:51:31 女子1部（高校生以上30歳未満） 天真学園高等学校空手道部(遊佐町)

19 609 長岡純子 ナガオカジュンコ 0:52:06 女子3部（50歳以上） 美筋ランナーズ(山形市)

20 507 吉田真紀 ヨシダマキ 0:52:47 女子2部（30歳以上50歳未満） (山形市)

21 603 漆山裕希 ウルシヤマユキ 0:53:05 女子3部（50歳以上） (宮城県)

22 411 難波遥 ナンバハルカ 0:53:28 女子1部（高校生以上30歳未満） (鶴岡市)

23 604 鈴木敬子 スズキケイコ 0:53:46 女子3部（50歳以上） 母狩ランナーズ(鶴岡市)

24 506 大村由起子 オオムラユキコ 0:54:07 女子2部（30歳以上50歳未満） (山形市)

25 513 斉藤亜矢子 サイトウアヤコ 0:54:14 女子2部（30歳以上50歳未満） (宮城県)

26 605 秋山文 アキヤマフミ 0:54:23 女子3部（50歳以上） (鶴岡市)

27 612 高橋亜紀 タカハシアキ 0:55:07 女子3部（50歳以上） (酒田市)

28 401 松田春香 マツダハルカ 0:55:21 女子1部（高校生以上30歳未満） (天童市)

29 508 齋藤美智子 サイトウミチコ 0:56:02 女子2部（30歳以上50歳未満） (鶴岡市)
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30 505 小野知佳子 オノチカコ 0:56:29 女子2部（30歳以上50歳未満） (宮城県)

31 606 三上智江美 ミカミチエミ 0:56:30 女子3部（50歳以上） (金山町)

32 404 國井緑 クニイミドリ 0:56:31 女子1部（高校生以上30歳未満） (寒河江市)

33 608 齋藤幸子 サイトウサチコ 0:56:35 女子3部（50歳以上） (鶴岡市)

34 602 田澤直子 タザワナオコ 0:59:59 女子3部（50歳以上） (鶴岡市)

35 503 齋藤礼 サイトウレイ 1:02:38 女子2部（30歳以上50歳未満） (鶴岡市)

36 402 國井望 クニイノゾミ 1:03:40 女子1部（高校生以上30歳未満） (寒河江市)

37 615 石野華子 イシノハナコ 1:03:41 女子3部（50歳以上） チーム・ムンク(新庄市)

38 407 和田陽世 ワダヒヨ 1:03:55 女子1部（高校生以上30歳未満） 天真学園高等学校空手道部(酒田市)

39 613 結城弥生 ユウキヤヨイ 1:04:10 女子3部（50歳以上） (鶴岡市)

40 403 國井利江子 クニイリエコ 1:11:17 女子1部（高校生以上30歳未満） (寒河江市)

41 607 竹田有希子 タケダユキコ 1:20:05 女子3部（50歳以上） (新庄市)


