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市川 雅子 津田沼 1 ↑ 1,255.0
中村 昌代 仙台 2 ↑ 1,222.5
村上 貴恵美 郡山 3 ↑ 1,125.0
木村 正子 津田沼 4 ↑ 1,035.0
青沼 美智子 仙台 5 1,022.5
藤田 希実 八千代台 6 ↑ 1,008.0
星野 恭子 宇都宮 7 ↓ 930.0
長嶺 博世 市川 8 ↓ 910.0
中山 美和子 八千代台 9 ↓ 842.5
田嶋 瑞穂 新三郷 10 ↑ 835.0
善積 千砂子 郡山 10 ↑ 835.0
遊佐 　マリア 新浦安 12 ↑ 805.0
坂元 稟 西台 13 ↑ 785.0
澤目 美治 盛岡 14 ↑ 770.0
川崎 めぐみ 日立 15 ↓ 675.0
小田島 正美 盛岡 16 ↓ 670.0
佐々木 裕子 北仙台 17 ↑ 630.0
塩谷 麻子 仙台 18 ↑ 590.0
南川 朋子 市川 19 ↑ 580.0
藤原 美樹 宇都宮 20 ↑ 560.0
山下 久美子 市川 21 ↓ 510.0
近藤 衣里唯 佐野 22 ↑ 485.0
池田 真理子 ポートスクエア 23 ↑ 470.0
佐藤 眞那 北仙台 24 ↓ 465.0
小松 智子 盛岡 24 ↑ 465.0
寺田 さち 市川 26 ↑ 460.0
三浦 慶恵 仙台 26 ↑ 460.0
赤羽根 恵美 宇都宮 28 ↑ 425.0
岩淵 芽生 北仙台 29 ↑ 410.0
高橋 栄子 宇都宮 29 ↑ 410.0
高橋 みち 仙台 31 ↓ 400.0
椛田 薫津代 西東京 32 ↑ 390.0
藤田 美智枝 宇都宮 32 ↑ 390.0
宮下 美代 盛岡 34 ↑ 340.0
藤縄 あゆ美 市川 35 ↑ 320.0
小林 有見子 宇都宮 35 ↑ 320.0
吉原 成実 八千代台 35 ↑ 320.0
大森 真由美 北仙台 35 ↓ 320.0
及川 裕美子 青砥 35 ↑ 320.0
門田 千鉱 住ノ江 35 ↑ 320.0
斉藤 緑 西東京 35 ↑ 320.0
佐藤 江里子 宇都宮 42 ↑ 315.0
生尾 ゆき 盛岡 43 ↑ 310.0
石垣 渉 仙台 43 ↑ 310.0
春日 小由莉 仙台 43 310.0
武石 望 八千代台 46 ↑ 305.0
及川 もも子 北仙台 47 ↓ 297.5
貫井 美佑 北仙台 47 ↑ 297.5
前田 みずほ 稲毛海岸 49 ↓ 288.0
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三橋　 美奈子 稲毛海岸 49 ↓ 288.0
松井 芳江 佐野 51 ↑ 272.5
篁 式子 岐阜 52 ↑ 270.0
小野寺 涼子 津田沼 52 ↑ 270.0
山田 佳子 住ノ江 52 ↑ 270.0
近藤 衣里唯 佐野 52 ↓ 270.0
庄司 智菜 北仙台 52 270.0
井川 里菜 住ノ江 52 ↑ 270.0
穂坂 裕美 八王子 52 ↑ 270.0
村山 裕紀 西東京 52 ↑ 270.0
相澤 智美 宇都宮 60 ↑ 260.0
石川 由華子 住ノ江 60 ↑ 260.0
平山 道子 南宇都宮 62 ↓ 250.0
吉田 裕子 郡山 62 ↑ 250.0
斉藤 伸子 郡山 64 ↑ 240.0
菅原 久美子 盛岡 64 ↑ 240.0
遠藤 初枝 北仙台 64 ↑ 240.0
服部 実紀 一社 67 ↑ 236.0
佐々木 由紀 日立 68 ↑ 235.0
小杉 文音 八千代台 69 ↑ 220.0
荒井 祥乃 宇都宮 70 ↓ 215.0
阿久津 友美 宇都宮 71 ↑ 202.5
村田 詐耶 住ノ江 72 ↑ 200.0
坂下 マリア 北仙台 73 ↑ 196.0
渡辺 正代 高根沢 74 ↓ 195.0
前田 英子 住ノ江 74 ↑ 195.0
富永 麻祐子 住ノ江 74 ↑ 195.0
芦田 水月 新浦安 74 ↑ 195.0
増渕 言子 宇都宮 74 ↑ 195.0
山本 早紀子 自由が丘 74 ↑ 195.0
薄木 佳穂里 北仙台 80 ↓ 190.0
宮田 靖子 一社 80 ↓ 190.0
戸梶 稔子 西東京 80 ↓ 190.0
池口 陽子 千種 83 ↓ 176.0
菊池 桃那 盛岡 84 ↓ 170.0
佐々木 麻美 仙台 84 ↓ 170.0
今野 千穂 溝の口 84 ↓ 170.0
藤井 英子 市川 84 ↓ 170.0
岡見 時子 稲毛海岸 84 ↑ 170.0
佐藤 あみ 北仙台 84 ↑ 170.0
高野 昌子 宇都宮 90 ↑ 167.5
勝又 裕子 仙台 91 ↓ 160.0
宗像 加代子 新三郷 92 ↑ 148.0
中村 愛子 一社 93 ↑ 145.0
清水 トシ子 宇都宮 94 ↑ 140.0
藤田 みずき 八千代台 94 ↑ 140.0
澤田 昭子 市川 94 ↓ 140.0
山木 清美 北仙台 94 ↑ 140.0
大和 優子 青砥 98 ↓ 120.0
新国 明美 八千代台 98 ↑ 120.0
今井 亜希子 新三郷 98 ↑ 120.0
大徳 忍 北仙台 98 ↑ 120.0
遠藤 一絵 八王子 98 ↓ 120.0
留場 良子 東根 98 ↑ 120.0
小野 則子 市川 100 ↓ 85.0
菅野 英美子 盛岡 104 ↓ 110.0
二飯田 恵 宇都宮 104 ↑ 110.0
ルスティコバ ヤナ 仙台 104 ↓ 110.0
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飯塚 千尋 北仙台 109 ↓ 105.0
有我 三千代 郡山 109 ↓ 105.0
大津 智香 溝の口 111 ↓ 100.0
及川 もも子 北仙台 112 ↓ 90.0
芳賀 素子 北仙台 112 ↑ 90.0
黒田 幸恵 東戸塚 112 ↑ 90.0
林 由美子 千種 115 ↓ 86.0
野田 えり 千種 115 ↓ 86.0
鈴木 誉 北仙台 118 ↓ 80.0
室岡 公美 盛岡 118 ↑ 80.0
大嶋 紀志子 用賀 120 ↑ 73.0
百田 千鶴 用賀 120 ↑ 73.0
細田 朋代 新浦安 122 ↓ 70.0
佐藤 道子 郡山 123 ↑ 67.5
松葉 亜子 一社 124 ↑ 60.0
上松 久花 岐阜 124 ↑ 60.0
松永 青葉 八千代台 126 58.0
中台 美穂 市川 127 ↓ 55.0
矢島 ゆかり 佐野 127 ↑ 55.0
小西 たつ子 盛岡 129 ↑ 50.0
小林 結乃 北仙台 129 ↑ 50.0
渡辺 由美子 宇都宮 129 ↑ 50.0
大島 栄理子 盛岡 132 ↑ 47.5
佐々木 明美 盛岡 132 ↓ 47.5
野々部 洋子 一社 134 ↑ 46.0
齊藤 智世 一社 135 ↓ 45.0
高橋 侑良 一社 135 ↑ 45.0
福田 美帆 岐阜 135 ↑ 45.0
谷藤 光 盛岡 138 ↑ 40.0
原田 みゆき 東根 138 ↓ 40.0
佐子川 さやか 北仙台 138 ↑ 40.0
河笠 貴子 東戸塚 138 ↓ 40.0
土屋 恵美 阿佐ヶ谷 138 ↑ 40.0
嶋田 晴美 阿佐ヶ谷 138 ↑ 40.0
遠藤 果穂 北仙台 145 ↓ 35.0
細田 朋世 市川 145 ↓ 35.0
野崎 さか江 八千代台 145 ↓ 35.0
鴨脚 敏江 新浦安 145 ↑ 35.0
吉沼 孝美 青砥 145 ↑ 35.0
張替 恵美 八千代台 145 ↑ 35.0
坂内 美月 北仙台 151 ↓ 32.0
安喰 あゆみ 北仙台 151 ↓ 32.0
庭田 節子 盛岡 153 ↓ 30.0
越智 明子 溝の口 153 ↓ 30.0
五十川 恵 溝の口 153 ↑ 30.0
宮崎 香 溝の口 153 ↑ 30.0
小林 結梨 蒲田 153 ↑ 30.0
森 美里 用賀 153 ↑ 30.0
秦 佐知子 用賀 153 ↑ 30.0
及川 裕美子 青砥 160 ↑ 28.0
曽根 敬子 ＮＥＸＴ２１ 161 ↑ 27.5
朝比奈 玲子 ＮＥＸＴ２１ 161 ↑ 27.5
木村 文香 北仙台 161 ↑ 27.5
安倍 未来 北仙台 161 ↑ 27.5
日野 綾奈 北仙台 161 ↑ 27.5
菅田 有美 千種 166 ↓ 26.0
青田 実央 北仙台 166 ↓ 26.0
大津 智香 用賀 166 ↓ 26.0
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荒川 百咲 仙台 169 ↓ 20.0
伊藤 光子 北仙台 169 ↓ 20.0
坂本 真樹 宇都宮 169 ↓ 20.0
岡野 りのあ 宇都宮 169 ↓ 20.0
鈴木 杏菜 高根沢 169 ↓ 20.0
田村 裕紀子 高根沢 169 ↓ 20.0
鹿久保 若菜 青砥 169 ↓ 20.0
吉崎 秀子 稲毛海岸 169 ↓ 20.0
佐々木 純子 青砥 169 ↓ 20.0
箱崎 かおり 蒲田 169 ↑ 20.0
河笠 貴子 蒲田 169 ↑ 20.0
吉田 恵子 宇都宮 169 ↑ 20.0
上田 真子 北仙台 169 ↓ 20.0
浅野 聖子 新三郷 169 ↓ 20.0
伊賀 千紘 東戸塚 169 ↑ 20.0
今井 亜希子 新三郷 169 ↑ 20.0
小笠原 忍 新三郷 169 ↑ 20.0
平 睦子 蒲田 169 ↑ 20.0
水上 千草 蒲田 169 ↑ 20.0
白浜 佳奈 溝の口 169 ↑ 110.0
吉野 純子 溝の口 169 ↑ 110.0
斉藤 紀子 溝の口 169 ↑ 40.0


