
32km ロングコース 女子の部

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 505 3時間11分21秒 大下 美佐子 ｵｵｼﾀ ﾐｻｺ 山口県

2 517 3時間27分51秒 小林 梓 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞｻ 山口県

3 533 3時間30分09秒 中熊 恵 ﾅｶｸﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 熊本県

4 560 3時間32分50秒 横井 八重子 ﾖｺｲ ﾔｴｺ 広島県

5 552 3時間43分02秒 村上 由起 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷ 山口県

6 555 3時間51分28秒 守屋 百合子 ﾓﾘﾔ ﾕﾘｺ 岡山県

7 531 3時間52分47秒 徳永 美香 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｶ 山口県

8 546 3時間53分14秒 松尾 直美 ﾏﾂｵ ﾅｵﾐ 広島県

9 508 3時間55分35秒 緒方 麻里子 ｵｶﾞﾀ ﾏﾘｺ 福岡県

10 534 3時間56分29秒 中嶋 朋子 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ 熊本県

11 538 4時間02分31秒 野下 由花里 ﾉｼﾀ ﾕｶﾘ 長崎県

12 541 4時間04分21秒 平井 照美 ﾋﾗｲ ﾃﾙﾐ 熊本県

13 532 4時間05分14秒 中井 里奈 ﾅｶｲ ﾘﾅ 広島県

14 516 4時間05分59秒 栗栖 典子 ｸﾘｽ ﾉﾘｺ 広島県

15 559 4時間14分11秒 山中 一子 ﾔﾏﾅｶ ｲﾂｺ 福岡県

16 509 4時間21分01秒 金井 みゆき ｶﾅｲ ﾐﾕｷ 広島県

17 520 4時間21分21秒 柴川 久美子 ｼﾊﾞｶﾜ ｸﾐｺ 山口県

18 506 4時間22分28秒 大塚 千華 ｵｵﾂｶ ﾁﾊﾙ 熊本県

19 527 4時間24分12秒 千葉 妙 ﾁﾊﾞ ﾀｴ 東京都

20 537 4時間26分21秒 南郷 幸子 ﾅﾝｺﾞｳ ｻﾁｺ 福岡県

21 542 4時間28分23秒 古谷 日奈 ﾌﾙﾔ ﾋﾅ 広島県

22 557 4時間31分11秒 山口 和美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 福岡県

23 536 4時間35分19秒 成重 晃子 ﾅﾘｼｹﾞ ｱｷｺ 福岡県

24 519 4時間36分59秒 近藤 章子 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 福岡県

25 530 4時間44分01秒 時安 里江 ﾄｷﾔｽ ﾘｴ 福岡県

26 553 4時間49分07秒 村田 知子 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｺ 福岡県

27 521 4時間51分13秒 柴田 幸枝 ｼﾊﾞﾀ ｻﾁｴ 福岡県

28 551 4時間51分33秒 村上 恵梨 ﾑﾗｶﾐ ｴﾘ -

29 556 4時間55分05秒 森脇 豊美 ﾓﾘﾜｷ ﾄﾖﾐ 山口県

30 514 4時間56分50秒 菊池 裕子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 愛媛県

31 510 4時間58分48秒 鎌田 恵美 ｶﾏﾀﾞ ｴﾐ 福岡県

32 524 5時間03分00秒 田代 さくら ﾀｼﾛ ｻｸﾗ -

33 136 5時間11分55秒 石塚　佳名 ｲｼﾂﾞｶ　ｶﾅ -

34 501 5時間12分03秒 石村 貴子 ｲｼﾑﾗ ﾀｶｺ 山口県

35 523 5時間12分44秒 清水 美穂 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 福岡県

36 550 5時間12分44秒 宮内 ひとみ ﾐﾔｳﾁ ﾋﾄﾐ 福岡県

37 561 5時間14分12秒 吉村 恵理子 ﾖｼﾑﾗ ｴﾘｺ 福岡県

38 513 5時間14分17秒 河原 紗希 ｶﾜﾊﾗ ｻｷ 大分県

39 547 5時間14分27秒 松尾 美香 ﾏﾂｵ ﾐｶ 熊本県

40 507 5時間17分37秒 小笠原 由美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾐ 福岡県

41 540 5時間19分32秒 東 佳代 ﾋｶﾞｼ ｶﾖ 和歌山県

42 500 5時間20分50秒 阿河 貴子 ｱｶﾞ ﾀｶｺ 香川県

43 503 5時間21分09秒 采野 知子 ｳﾈﾉ ﾄﾓｺ 福岡県

44 548 5時間25分18秒 松金 美穂 ﾏﾂｶﾈ ﾐﾎ 山口県

45 554 5時間26分22秒 村山 有子 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ 千葉県



46 558 5時間32分26秒 大和 優子 ﾔﾏﾄ ﾕｳｺ 福岡県

47 549 5時間35分48秒 三上 里佳 ﾐｶﾐ ﾘｶ 大阪府

48 545 5時間35分50秒 松尾 茂子 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｺ 山口県

49 526 5時間36分51秒 谷垣 恭子 ﾀﾆｶﾞｷ ｷｮｳｺ 兵庫県

50 515 5時間37分04秒 熊本 絵里子 ｸﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 奈良県

51 528 5時間42分44秒 角田 明子 ﾂﾉﾀﾞ ｱｷｺ 東京都

52 544 5時間46分48秒 本田 真理子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ 広島県

53 502 6時間02分11秒 内田 陽子 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 山口県

54 518 6時間13分13秒 古山 純子 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県

55 543 6時間22分35秒 保科 紀子 ﾎｼﾅ ﾉﾘｺ 静岡県

56 529 6時間45分46秒 寺西 祐美 ﾃﾗﾆｼ ﾕﾐ 山口県

57 512 6時間46分07秒 河野 里枝 ｶﾜﾉ ﾘｴ 大分県


