
ウィメンズコース
順位 カード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 693 2時間12分06秒 木嶋 和代 キジマ カズヨ 山口県
2 612 2時間17分14秒 上中 安奈 ウエナカ アンナ 大阪府
3 603 2時間17分39秒 安武 奈都子 ヤスタケ ナツコ 福岡県
4 666 2時間17分50秒 小田 ゆかり オダ ユカリ 福岡県
5 699 2時間19分54秒 山本 貴美枝 ヤマモト キミエ 山口県
6 644 2時間22分44秒 池田 奈穂 イケダ ナホ 福岡県
7 602 2時間27分21秒 徳永 晴 トクナガ ハルカ 山口県
8 607 2時間30分19秒 今川 佳奈美 イマガワ カナミ 長崎県
9 620 2時間31分37秒 松村 智紗子 マツムラ チサコ 山口県
10 643 2時間34分52秒 福原 美和 フクハラ ミワ 島根県
11 610 2時間38分28秒 吉岡 愛香 ヨシオカ アイカ 山口県
12 683 2時間39分44秒 大林 恵子 オオバヤシ ケイコ 福岡県
13 637 2時間41分41秒 藤井 道子 フジイ ミチコ 山口県
14 631 2時間42分36秒 藤井 依子 フジイ ヨリコ 島根県
15 684 2時間43分49秒 槇 美香 マキ ミカ 福岡県
16 651 2時間46分12秒 加藤 亜紀子 カトウ アキコ 山口県
17 609 2時間46分59秒 埴生 理恵 ハブ リエ 山口県
18 678 2時間54分46秒 飯田 倫子 イイダ ミチコ 福岡県
19 654 2時間55分55秒 阿曽沼 紀子 アソヌマ ノリコ 山口県
20 649 2時間56分11秒 鈴木 庸子 スズキ ヨウコ 岡山県
21 605 2時間56分55秒 大谷 珠々音 オオタニ スズネ 福岡県
22 701 2時間57分10秒 山口 志信 ヤマグチ シノブ 長崎県
23 675 2時間57分16秒 中村 知江 ナカムラ トモエ 山口県
24 630 2時間57分43秒 岸場 千晶 キシバ チアキ 滋賀県
25 662 2時間58分48秒 大場 ひとみ オオバ ヒトミ 福岡県
26 624 2時間59分29秒 上田 史加 ウエダ フミカ 広島県
27 702 2時間59分39秒 戸倉 みき子 トクラ ミキコ 山口県
28 692 3時間00分18秒 藤田 優美子 フジタ ユミコ 広島県
29 690 3時間01分16秒 後藤 千珠 ゴトウ チズ 福岡県
30 636 3時間03分05秒 中原 水希 ナカハラ ミズキ 広島県
31 621 3時間03分58秒 森田 あや モリタ アヤ 佐賀県
32 617 3時間04分40秒 川端 まどか カワバタ マドカ 大分県
33 642 3時間04分47秒 後藤 佳奈枝 ゴトウ カナエ 福岡県
34 685 3時間05分03秒 小森 真白 コモリ マシロ 山口県
35 660 3時間05分04秒 江頭 郁子 エガシラ イクコ 福岡県
36 647 3時間05分04秒 鳴本 恵理子 ナルモト エリコ 山口県
37 641 3時間06分19秒 高藤 綾 タカフジ アヤ 山口県
38 632 3時間06分43秒 松本 奈々 マツモト ナナ 山口県
39 629 3時間08分03秒 今満 真子 イマミツ マサコ 福岡県
40 695 3時間09分11秒 渡辺 ひろみ ワタナベ ヒロミ 福岡県
41 635 3時間10分50秒 浜本 洋子 ハマモト ヨウコ 山口県
42 691 3時間11分05秒 伊勢 詔子 イセ ノリコ 山口県
43 689 3時間11分07秒 芳谷 郁子 ヨシタニ イクコ 大阪府
44 696 3時間11分56秒 西山 祐子 ニシヤマ ユウコ 神奈川県
45 665 3時間13分45秒 藤田 文子 フジタ アヤコ 福岡県
46 608 3時間13分56秒 喜多村 真里 キタムラ マリ 福岡県
47 657 3時間14分04秒 上田 恵子 ウエダ ケイコ 山口県
48 677 3時間14分18秒 崩田 佳子 ツエダ ヨシコ 山口県
49 653 3時間14分30秒 板垣 好美 イタガキ ヨシミ 山口県
50 619 3時間15分39秒 川松 由希子 カワマツ ユキコ 山口県
51 601 3時間18分12秒 江舟 陽菜 エフネ ヒナ 山口県
52 663 3時間18分23秒 川崎 里香 カワサキ リカ 佐賀県
53 634 3時間18分34秒 土井 美英子 ドイ ミエコ 神奈川県
54 671 3時間22分25秒 内山 信子 ウチヤマ ノブコ 長崎県



55 674 3時間22分46秒 下永 律子 シモナガ リツコ 山口県
56 639 3時間22分47秒 西村 清華 ニシムラ サヤカ 山口県
57 656 3時間22分56秒 森下 淳子 モリシタ ジユンコ 岡山県
58 623 3時間25分46秒 堀次 千春 ホリツグ チハル 兵庫県
59 679 3時間26分01秒 中野 和子 ナカノ カズコ 大阪府
60 687 3時間26分27秒 佐野 幸代 サノ サチヨ 香川県
61 676 3時間26分40秒 北口 ひとみ キタグチ ヒトミ 京都府
62 652 3時間26分40秒 藤田 尚美 フジタ ナオミ 大阪府
63 626 3時間27分41秒 川尻 千夏 カワジリ チナツ 大阪府
64 700 3時間28分44秒 汐崎 ゆう子 シオサキ ユウコ 山口県
65 646 3時間29分32秒 兼本 真由美 カネモト マユミ 福岡県
66 669 3時間30分31秒 西永 千栄 ニシナガ チエイ 福岡県
67 670 3時間33分19秒 廣田 真希 ヒロタ マキ 広島県
68 645 3時間33分47秒 守冨 美香子 モリトミ ミカコ 山口県
69 611 3時間34分28秒 上野 由貴 カミノ ユキ 山口県
70 673 3時間35分02秒 兵頭 陽子 ヒョウドウ ヨウコ 福岡県
71 648 3時間35分16秒 濱宮 智香子 ハマミヤ チカコ 山口県
72 627 3時間35分18秒 成重 宜子 ナリシゲ ヨシコ 福岡県
73 622 3時間37分13秒 内田 陽子 ウチダ ヨウコ 山口県
74 703 3時間37分35秒 原田 真知子 ハラダ マチコ 山口県
75 697 3時間38分45秒 池崎 尚子 イケザキ ナオコ 長崎県
76 628 3時間39分42秒 井上 幸子 イノウエ サチコ 山口県
77 618 3時間40分06秒 原 久美子 ハラ クミコ 山口県
78 659 3時間40分59秒 久保 晃代 クボ アキヨ 山口県
79 658 3時間44分16秒 足立 友紀 アダチ ユキ 広島県
80 650 3時間49分22秒 吉国 友紀 ヨシクニ ユキ 山口県
81 638 3時間51分07秒 岡村 実恵 オカムラ ミエ 島根県
82 615 3時間53分16秒 河野 里枝 カワノ リエ 大分県
83 680 3時間59分34秒 小川 みきえ オガワ ミキエ 大阪府
84 655 4時間00分41秒 大島 亜希 オオシマ アキ 山口県
85 688 4時間36分38秒 河村 昭子 カワムラ アキコ 山口県
86 606 4時間39分21秒 岡田 美穂 オカダ ミホ 山口県
87 613 4時間39分21秒 手嶋 あゆみ テシマ アユミ 山口県
88 664 4時間39分21秒 岡村 亜子 オカムラ アコ 山口県
89 625 4時間39分21秒 梅澤 昭恵 ウメザワ アキエ 山口県
90 604 4時間39分21秒 足立 南 アダチ ミナミ 山口県
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