
3 ウィメンズコース
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 418 1:27:56 中條 さおり ﾅｶｼﾞｮｳ ｻｵﾘ 女性 岡山県
2 561 1:29:01 早友 明日香 ﾊﾔﾄﾓ ｱｽｶ 女性 山口県
3 517 1:34:49 角島 紀子 ｶﾄﾞｼﾏ ﾉﾘｺ 女性 福岡県
4 554 1:34:49 鳴本 恵理子 ﾅﾙﾓﾄ ｴﾘｺ 女性 山口県
5 558 1:35:45 野下 由花里 ﾉｼﾀ ﾕｶﾘ 女性 長崎県
6 551 1:36:47 永廣 知子 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾄﾓｺ 女性 京都府
7 504 1:37:28 有田 薫 ｱﾘﾀ ｶｵﾙ 女性 福岡県
8 501 1:38:51 阿曽沼 紀子 ｱｿﾇﾏ ﾉﾘｺ 女性 山口県
9 572 1:39:35 三宅 順子 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｺ 女性 岡山県
10 552 1:40:16 中山 志保 ﾅｶﾔﾏ ｼﾎ 女性 福岡県
11 543 1:40:48 田中 理枝 ﾀﾅｶ ﾘｴ 女性 大阪府
12 528 1:40:52 久保 みゆき ｸﾎﾞ ﾐﾕｷ 女性 長崎県
13 505 1:40:53 飯島 稲子 ｲｲｼﾞﾏ ｲﾈｺ 女性 岡山県
14 513 1:41:43 沖本 光 ｵｷﾓﾄ ﾋｶﾘ 女性 岡山県
15 507 1:42:16 入江 夏子 ｲﾘｴ ﾅﾂｺ 女性 福岡県
16 559 1:44:00 橋本 志津 ﾊｼﾓﾄ ｼﾂﾞ 女性 福岡県
17 570 1:46:23 溝岡 由美 ﾐｿﾞｵｶ ﾕﾐ 女性 広島県
18 536 1:48:31 佐々木 美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ 女性 島根県
19 538 1:51:22 島崎 睦子 ｼﾏｻﾞｷ ﾑﾂｺ 女性 広島県
20 574 1:52:23 宮本 文 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔ 女性 福岡県
21 546 1:53:02 戸倉 みき子 ﾄｸﾗ ﾐｷｺ 女性 山口県
22 555 1:54:00 西田 真理子 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 女性 鳥取県
23 521 1:55:33 川口 真理 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾘ 女性 福岡県
24 508 1:55:44 上村 都己子 ｳｴﾑﾗ ﾄｷｺ 女性 福岡県
25 547 1:55:49 永岡 美穂 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 女性 山口県
26 542 1:55:49 田中 雅子 ﾀﾅｶ ﾏｻｺ 女性 山口県
27 560 1:56:06 濱野 洋子 ﾊﾏﾉ ﾖｳｺ 女性 福岡県
28 540 1:56:15 ｽﾅｲﾀﾞｰ ﾊﾞｷﾞｰﾀﾞ ｽﾅｲﾀﾞｰ ﾊﾞｷﾞｰﾀﾞ 女性 山口県
29 545 1:56:43 時安 里江 ﾄｷﾔｽ ﾘｴ 女性 福岡県
30 582 1:57:11 吉田 真菜 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ 女性 福岡県
31 568 1:57:24 本田 真理子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ 女性 広島県
32 512 1:57:55 緒方 麻衣 ｵｶﾞﾀ ﾏｲ 女性 福岡県
33 566 1:58:16 藤田 祐子 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ 女性 広島県
34 530 1:58:29 肥塚 麻里子 ｺｲﾂﾞｶ ﾏﾘｺ 女性 福岡県
35 567 1:59:23 伏原 好有子 ﾌｼﾊﾗ ﾖｳｺ 女性 兵庫県
36 562 1:59:34 原本 昌美 ﾊﾗﾓﾄ ﾏｻﾐ 女性 山口県
37 549 1:59:40 中川 祥子 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾁｺ 女性 広島県
38 548 1:59:41 中川 碧 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｵｲ 女性 山口県
39 531 1:59:46 後藤 静香 ｺﾞﾄｳ ｼｽﾞｶ 女性 広島県
40 525 1:59:57 神田 愛 ｶﾝﾀﾞ ｱｲ 女性 島根県
41 576 2:00:12 村田 えりか ﾑﾗﾀ ｴﾘｶ 女性 広島県
42 520 2:01:22 川上 悦子 ｶﾜｶﾐ ｴﾂｺ 女性 岡山県
43 532 2:01:24 小林 和代 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖ 女性 福岡県
44 563 2:01:26 一二三 育恵 ﾋﾌﾐ ｲｸｴ 女性 山口県
45 534 2:01:28 小牧 真由美 ｺﾏｷ ﾏﾕﾐ 女性 愛媛県
46 502 2:01:38 阿部 夏季 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 女性 福岡県
47 523 2:01:42 河野 里枝 ｶﾜﾉ ﾘｴ 女性 大分県
48 509 2:03:12 海井 朋子 ｳﾐｲ ﾄﾓｺ 女性 広島県
49 510 2:04:24 浦下 真紀 ｳﾗｼﾀ ﾏｷ 女性 福岡県
50 573 2:05:12 宮良 結子 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｳｺ 女性 福岡県
51 511 2:07:09 大島 尚恵 ｵｵｼﾏ ﾋｻｴ 女性 山口県
52 575 2:07:31 村上 祐子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ 女性 島根県



53 537 2:12:37 佐藤 晴美 ｻﾄｳ ﾊﾙﾐ 女性 京都府
54 522 2:12:55 川﨑 三千代 ｶﾜｻｷ ﾐﾁﾖ 女性 福岡県
55 564 2:13:48 平佐 奈穂美 ﾋﾗｻ ﾅｵﾐ 女性 広島県
56 514 2:13:54 奥村 玲子 ｵｸﾑﾗ ﾚｲｺ 女性 奈良県
57 519 2:13:54 河合 香織 ｶﾜｲ ｶｵﾘ 女性 兵庫県
58 533 2:13:54 小林 睦美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 女性 大阪府
59 553 2:15:55 中山 貴子 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 女性 山口県
60 580 2:15:55 山田 涼子 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺ 女性 山口県
61 535 2:17:33 佐伯 貴子 ｻｴｷ ﾀｶｺ 女性 山口県
62 550 2:17:34 中野 雅子 ﾅｶﾉ ﾏｻｺ 女性 山口県
63 518 2:17:38 亀岡 久美子 ｶﾒｵｶ ｸﾐｺ 女性 岡山県
64 556 2:30:58 西谷 未来 ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ 女性 岡山県
65 413 2:35:07 多田杏子 ﾀﾀﾞ ｷｮｳｺ 女性 山口県
66 565 2:35:07 廣田 真希 ﾋﾛﾀ ﾏｷ 女性 広島県
67 539 2:35:23 須藤 美子 ｽﾄﾞｳ ﾖｼｺ 女性 福岡県


