
ロングコース 女性
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 524 4時間20分42秒 大下 美佐子 オオシタ ミサコ 山口県
2 517 4時間36分59秒 長 由衣 チョウ ユイ 大分県
3 514 4時間39分05秒 小林 梓 コバヤシ アズサ 山口県
4 522 4時間42分01秒 石井 千晴 イシイ チハル 福岡県
5 507 5時間08分31秒 友原 望美 トモハラ ノゾミ 山口県
6 553 5時間10分41秒 北原 信子 キタハラ ノブコ 熊本県
7 548 5時間19分44秒 徳永 美香 トクナガ ミカ 山口県
8 533 5時間33分29秒 村田 知子 ムラタ トモコ 福岡県
9 520 5時間33分29秒 生尾 千恵子 ナマオ チエコ 兵庫県
10 554 5時間36分36秒 平井 陽子 ヒライ ヨウコ 岡山県
11 515 5時間39分20秒 古川 満千枝 フルカワ マチエ 滋賀県
12 556 5時間41分31秒 田渕 百合 タブチ ユリ 京都府
13 560 5時間42分56秒 坂本 浩子 サカモト ヒロコ 広島県
14 512 5時間47分55秒 土居 冬季子 ドイ トキコ 兵庫県
15 519 5時間49分13秒 池田 友子 イケダ トモコ 大阪府
16 543 5時間49分42秒 松井 千珠 マツイ チズ 大阪府
17 542 5時間51分47秒 矢上 信恵 ヤガミ ノブエ 長崎県
18 518 5時間54分35秒 舟越 千枝 フナコシ チエ 山口県
19 552 5時間57分16秒 上原 直美 ウエハラ ナオミ 福岡県
20 544 5時間59分11秒 江舟 多鶴 エフネ タヅル 山口県
21 503 6時間00分10秒 浦田 千里 ウラタ チサト 佐賀県
22 567 6時間04分14秒 近藤 章子 コンドウ アキコ 福岡県
23 528 6時間06分19秒 湯浅 由紀 ユアサ ユキ 福岡県
24 536 6時間06分55秒 鎌田 恵美 カマダ エミ 福岡県
25 530 6時間07分49秒 志水 真美 シミズ マミ 兵庫県
26 516 6時間09分02秒 浜本 美沙 ハマモト ミサ 広島県
27 565 6時間09分38秒 柴川 久美子 シバカワ クミコ 山口県
28 566 6時間10分46秒 佐久間 礼子 サクマ レイコ 千葉県
29 506 6時間11分36秒 千葉 絵里子 チバ エリコ 茨城県
30 508 6時間13分00秒 岡崎 あゆみ オカザキ アユミ 山口県
31 531 6時間13分50秒 大末 美代子 オオスエ ミヨコ 大分県
32 559 6時間19分23秒 石村 由美 イシムラ ユミ 山口県
33 564 6時間21分03秒 萱澤 茂美 カヤザワ シゲミ 大阪府
34 549 6時間24分42秒 馬詰 麻里 ウマヅメ マリ 兵庫県
35 550 6時間24分53秒 渡邉 貴久江 ワタナベ キクエ 山口県
36 510 6時間27分09秒 松尾 美香 マツオ ミカ 熊本県
37 547 6時間28分15秒 時安 里江 トキヤス リエ 福岡県
38 502 6時間32分10秒 野下 由花里 ノシタ ユカリ 長崎県
39 546 6時間33分29秒 泊 亜弓 トマリ アユミ 徳島県
40 532 6時間34分17秒 清水 美穂 シミズ ミホ 福岡県
41 535 6時間34分24秒 三井 亜子 ミツイ アコ 山口県
42 504 6時間39分22秒 赤木 春奈 アカギ ハルナ 長崎県
43 511 6時間39分29秒 藤川 愛 フジカワ アイ 東京都
44 509 6時間39分44秒 古井 まどか フルイ マドカ 大阪府
45 534 6時間39分59秒 中村 美香 ナカムラ ミカ 長崎県
46 529 6時間42分04秒 古村 綾子 フルムラ アヤコ 福岡県
47 563 6時間43分39秒 森脇 豊美 モリワキ トヨミ 山口県
48 538 6時間44分12秒 安藤 葉子 アンドウ ヨウコ 長崎県
49 523 6時間49分20秒 藍野 真実 アイノ マミ 神奈川県
50 569 6時間54分13秒 中山 智子 ナカヤマ サトコ 大阪府
51 558 6時間54分14秒 石村 貴子 イシムラ タカコ 山口県
52 570 6時間54分17秒 谷垣 恭子 タニガキ キョウコ 兵庫県
53 561 6時間57分33秒 松尾 茂子 マツオ シゲコ 山口県
54 562 6時間59分59秒 宮内 ひとみ ミヤウチ ヒトミ 福岡県



55 551 7時間00分00秒 大和 優子 ヤマト ユウコ 福岡県
56 525 7時間00分10秒 本田 真理子 ホンダ マリコ 広島県
57 505 7時間00分35秒 植村 治美 ウエムラ ハルミ 山口県
58 513 7時間11分31秒 吉崎 有香 ヨシザキ ユカ 奈良県
59 545 7時間11分42秒 中園 未来 ナカゾノ ミキ 福岡県
60 527 7時間12分09秒 平林 愛 ヒラバヤシ アイ 神奈川県
61 568 7時間12分18秒 東 佳代 ヒガシ カヨ 和歌山県
62 540 7時間23分47秒 大塚 ひろみ オオツカ ヒロミ 鹿児島県
63 537 7時間27分46秒 三上 里佳 ミカミ リカ 大阪府
64 571 7時間38分28秒 松永 初惠 マツナガ ハツエ 山口県
65 539 7時間43分07秒 市川 まゆみ イチカワ マユミ 福岡県
66 557 7時間49分43秒 永田 浩美 ナガタ ヒロミ 山口県
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