
3 ミドルコース 女子 49歳以下の部
順位ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 391 2:40:17 大下 美佐子 ｵｵｼﾀ ﾐｻｺ 女性 山口県
2 429 2:43:38 村上 由起 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷ 女性 山口県
3 403 2:55:51 小林 梓 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞｻ 女性 山口県
4 414 3:00:34 坪根 由紀 ﾂﾎﾞﾈ ﾕｷ 女性 福岡県
5 436 3:03:42 横井 八重子 ﾖｺｲ ﾔｴｺ 女性 広島県
6 395 3:03:54 小野 あさ枝 ｵﾉ ｱｻｴ 女性 大分県
7 416 3:17:01 徳永 美香 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｶ 女性 山口県
8 402 3:22:59 栗栖 典子 ｸﾘｽ ﾉﾘｺ 女性 広島県
9 388 3:30:14 岩木 文枝 ｲﾜｷ ﾌﾐｴ 女性 福岡県
10 387 3:30:14 井本 紗千 ｲﾓﾄ ｻﾁ 女性 福岡県
11 393 3:32:32 大塚 千華 ｵｵﾂｶ ﾁﾊﾙ 女性 熊本県
12 417 3:35:33 中嶋 朋子 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ 女性 熊本県
13 398 3:36:40 川又 茜 ｶﾜﾏﾀ ｱｶﾈ 女性 鹿児島県
14 384 3:38:02 石田 真澄 ｲｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 女性 福岡県
15 397 3:42:01 金井 みゆき ｶﾅｲ ﾐﾕｷ 女性 広島県
16 421 3:50:09 成重 晃子 ﾅﾘｼｹﾞ ｱｷｺ 女性 福岡県
17 426 3:50:29 松金 美穂 ﾏﾂｶﾈ ﾐﾎ 女性 山口県
18 386 3:50:51 井手 美穂 ｲﾃﾞ ﾐﾎ 女性 広島県
19 422 3:51:19 浜本 美沙 ﾊﾏﾓﾄ ﾐｻ 女性 広島県
20 399 3:53:37 菊池 裕子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 女性 愛媛県
21 408 3:54:08 柴田 幸枝 ｼﾊﾞﾀ ｻﾁｴ 女性 福岡県
22 389 3:55:43 上本 真生 ｳｴﾓﾄ ﾏｷ 女性 福岡県
23 424 3:56:42 増本 英理子 ﾏｽﾓﾄ ｴﾘｺ 女性 福岡県
24 432 4:02:34 安田 淳 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 女性 山口県
25 404 4:04:00 小林 由希子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 女性 広島県
26 420 4:10:50 中野 明美 ﾅｶﾉ ｱｹﾐ 女性 福岡県
27 383 4:11:35 安藤 葉子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 女性 長崎県
28 390 4:18:08 内田 陽子 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 女性 山口県
29 382 4:21:57 荒井 みずき ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ 女性 山梨県
30 423 4:26:57 原 志都子 ﾊﾗ ｼﾂﾞｺ 女性 大阪府
31 405 4:31:36 古山 純子 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 女性 愛媛県
32 380 4:32:37 足立 恵美子 ｱﾀﾞﾁ ｴﾐｺ 女性 大阪府
33 430 4:34:16 本岡 綾子 ﾓﾄｵｶ ｱﾔｺ 女性 広島県
34 406 4:36:56 近藤 幸子 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁｺ 女性 大阪府
35 411 4:48:02 田代 純子 ﾀｼﾛ ｼﾞｭﾝｺ 女性 福岡県
36 381 4:59:03 足立 友紀 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 女性 広島県
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