
20km 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 地区

1 632 2時間10分33秒 上和田 久美子 ｶﾐﾜﾀﾞ ｸﾐｺ 福岡県

2 670 2時間13分48秒 中野 しのぶ ﾅｶﾉ ｼﾉﾌﾞ 福岡県

3 657 2時間17分29秒 代田 朋子 ﾀﾞｲﾀﾞ ﾄﾓｺ 広島県

4 696 2時間19分37秒 山本 貴美枝 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｴ 山口県

5 601 2時間21分55秒 秋吉 恭子 ｱｷﾖｼ ｷｮｳｺ 福岡県

6 675 2時間29分05秒 鳴本 恵理子 ﾅﾙﾓﾄ ｴﾘｺ 山口県

7 602 2時間39分17秒 阿曽沼 紀子 ｱｿﾇﾏ ﾉﾘｺ 山口県

8 683 2時間39分35秒 藤田 優美子 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐｺ 広島県

9 645 2時間40分25秒 小林 佳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 福岡県

10 646 2時間41分49秒 小森 真白 ｺﾓﾘ ﾏｼﾛ 山口県

11 666 2時間42分33秒 戸倉 みき子 ﾄｸﾗ ﾐｷｺ 山口県

12 600 2時間43分09秒 赤木 春奈 ｱｶｷﾞ ﾊﾙﾅ 長崎県

13 669 2時間43分18秒 中野 明美 ﾅｶﾉ ｱｹﾐ 福岡県

14 676 2時間47分30秒 野山 すみれ ﾉﾔﾏ ｽﾐﾚ 広島県

15 630 2時間50分02秒 加藤 恵美 ｶﾄｳ ｴﾐ 山口県

16 697 2時間50分22秒 湯浅 由紀 ﾕｱｻ ﾕｷ 福岡県

17 633 2時間50分42秒 萱澤 茂美 ｶﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 大阪府

18 607 2時間51分02秒 安藤 葉子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 長崎県

19 626 2時間51分15秒 岡崎 あゆみ ｵｶｻﾞｷ ｱﾕﾐ 山口県

20 623 2時間51分18秒 大末 美代子 ｵｵｽｴ ﾐﾖｺ 大分県

21 631 2時間52分41秒 兼森 りか ｶﾈﾓﾘ ﾘｶ 山口県

22 684 2時間53分38秒 堀 乃扶子 ﾎﾘ ﾉﾌﾞｺ 広島県

23 647 2時間55分10秒 酒井 久美子 ｻｶｲ ｸﾐｺ 東京都

24 660 2時間55分18秒 田中 咲希子 ﾀﾅｶ ｻｷｺ 福岡県

25 665 2時間55分49秒 德永 晴 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 山口県

26 608 2時間56分12秒 飯田 幸絵 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｴ 福岡県

27 687 2時間56分32秒 松本 奈々 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 山口県

28 642 2時間58分10秒 栗本 真由美 ｸﾘﾓﾄ ﾏﾕﾐ 山口県

29 681 2時間58分16秒 藤田 文子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 福岡県

30 605 2時間58分32秒 安部田 真世 ｱﾍﾞﾀ ﾏﾖ 福岡県

31 690 2時間58分36秒 宗金 忍 ﾑﾈｶﾈ ｼﾉﾌﾞ 山口県

32 677 2時間59分11秒 原 由加 ﾊﾗ ﾕｶ 愛知県

33 673 3時間00分46秒 中山 智子 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｺ 大阪府

34 674 3時間01分45秒 中山 貴子 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 山口県

35 624 3時間02分12秒 大田 百華 ｵｵﾀ ﾓﾓｶ 山口県

36 652 3時間03分26秒 椎葉 悦子 ｼｲﾊﾞ ｴﾂｺ 長崎県

37 616 3時間04分53秒 上村 都己子 ｳｴﾑﾗ ﾄｷｺ 福岡県

38 688 3時間05分00秒 溝岡 由美 ﾐｿﾞｵｶ ﾕﾐ 広島県

39 619 3時間08分04秒 梅垣 英香 ｳﾒｶﾞｷ ﾋﾃﾞｶ 広島県

40 610 3時間08分31秒 磯部 面里 ｲｿﾍﾞ ｶｵﾘ 山口県

41 613 3時間10分04秒 上田 朋子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 山口県

42 655 3時間12分05秒 正司 みさと ｼｮｳｼﾞ ﾐｻﾄ 山口県

43 700 3時間13分33秒 渡部 のりこ ﾜﾀﾍﾞ ﾉﾘｺ 福岡県

44 663 3時間17分05秒 恒広 光子 ﾂﾈﾋﾛ ﾐﾂｺ 福岡県

45 625 3時間17分17秒 大山 典子 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｺ 福岡県



46 644 3時間18分04秒 小林 早織 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ 山口県

47 650 3時間18分04秒 佐藤 志保 ｻﾄｳ ｼﾎ 福岡県

48 654 3時間20分00秒 島崎 睦子 ｼﾏｻﾞｷ ﾑﾂｺ 広島県

49 656 3時間20分54秒 鈴木 あすみ ｽｽﾞｷ ｱｽﾐ 千葉県

50 651 3時間22分09秒 佐藤 ふみ ｻﾄｳ ﾌﾐ 広島県

51 662 3時間22分56秒 田村 由香里 ﾀﾑﾗ ﾕｶﾘ 長崎県

52 612 3時間24分47秒 岩本 智江子 ｲﾜﾓﾄ ﾁｴｺ 山口県

53 699 3時間26分09秒 和田 和代 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 福岡県

54 618 3時間29分10秒 宇都宮 典子 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾉﾘｺ 山口県

55 606 3時間30分39秒 荒木 京子 ｱﾗｷ ｷｮｳｺ 山口県

56 678 3時間30分39秒 原本 昌美 ﾊﾗﾓﾄ ﾏｻﾐ 山口県

57 658 3時間30分39秒 高藤 綾 ﾀｶﾌｼﾞ ｱﾔ 山口県

58 621 3時間32分27秒 大島 尚恵 ｵｵｼﾏ ﾋｻｴ 山口県

59 617 3時間32分50秒 植村 治美 ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾐ 山口県

60 667 3時間32分50秒 富永 絵美 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴﾐ 山口県

61 636 3時間35分02秒 川松 由希子 ｶﾜﾏﾂ ﾕｷｺ 山口県

62 629 3時間36分23秒 景政 直美 ｶｹﾞﾏｻ ﾅｵﾐ 広島県

63 672 3時間39分06秒 中村 早苗 ﾅｶﾑﾗ ｻﾅｴ 福岡県

64 653 3時間39分57秒 塩谷 恵美子 ｼｵﾀﾆ ｴﾐｺ 福岡県

65 628 3時間42分04秒 小野 恭子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 東京都

66 611 3時間43分24秒 伊藤 純子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 山口県

67 693 3時間43分58秒 山田 里美 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ 広島県

68 686 3時間47分37秒 松尾 妙子 ﾏﾂｵ ﾀｴｺ 福岡県

69 635 3時間52分37秒 川原 一恵 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾂｴ 山口県

70 643 3時間54分28秒 黒田 和美 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 山口県

71 682 4時間05分08秒 藤田 菜穂 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 山口県

72 664 4時間07分09秒 寺岡 倫子 ﾃﾗｵｶ ﾐﾁｺ 東京都

73 679 4時間12分43秒 廣田 真希 ﾋﾛﾀ ﾏｷ 広島県

74 603 4時間12分43秒 足立 友紀 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 広島県

75 637 4時間20分26秒 河村 昭子 ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ 山口県

76 685 4時間20分40秒 堀 有希 ﾎﾘ ﾕｷ 香川県

77 694 4時間20分40秒 山田 優子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 香川県

78 689 4時間20分41秒 宮本 亜希 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷ 香川県

79 698 4時間21分31秒 横田 裕子 ﾖｺﾀ ﾋﾛｺ 岡山県

80 668 4時間35分50秒 冨弥 寿美子 ﾄﾐﾔ ｽﾐｺ 岡山県

81 639 4時間48分26秒 木村 未央 ｷﾑﾗ ﾐｵ 山口県

82 649 4時間51分20秒 坂井 マリ子 ｻｶｲ ﾏﾘｺ 福岡県


