
ロングコース 女子

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 2084 3時間54分27秒 大下 美佐子 ｵｵｼﾀ ﾐｻｺ 山口県

2 2015 4時間10分41秒 志水 真美 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐ 兵庫県

3 2358 4時間13分26秒 鈴木 紗穂 ｽｽﾞｷ ｻﾎ 東京都

4 2480 4時間25分28秒 後藤 涼子 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｺ 岡山県

5 2346 4時間35分22秒 森 歩美 ﾓﾘ ｱﾕﾐ 福岡県

6 2238 4時間39分59秒 徳永 美香 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｶ 山口県

7 2541 4時間41分08秒 木俣 明子 ｷﾏﾀ ｱｷｺ 福岡県

8 2062 4時間50分44秒 岩佐 亜生 ｲﾜｻ ｱｲ 岡山県

9 2156 4時間53分43秒 平井 貴子 ﾋﾗｲ ﾀｶｺ 長崎県

10 2068 4時間58分29秒 堀 乃扶子 ﾎﾘ ﾉﾌﾞｺ 広島県

11 2387 5時間01分25秒 岡崎 あゆみ ｵｶｻﾞｷ ｱﾕﾐ 山口県

12 2151 5時間01分56秒 松村 智紗子 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｻｺ 山口県

13 2133 5時間07分17秒 小宮山 博子 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｺ 東京都

14 2198 5時間20分03秒 高椋 佳枝 ﾀｶﾑｸ ﾖｼｴ 山口県

15 2098 5時間23分44秒 時安 里江 ﾄｷﾔｽ ﾘｴ 福岡県

16 2330 5時間26分29秒 工藤 幸子 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｺ 東京都

17 2430 5時間34分52秒 鈴木 庸子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 岡山県

18 2215 5時間35分48秒 藤田 優美子 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐｺ 広島県

19 2329 5時間36分03秒 秋貞 志緒理 ｱｷｻﾀﾞ ｼｵﾘ 山口県

20 2233 5時間36分28秒 槇 美香 ﾏｷ ﾐｶ 福岡県

21 2161 5時間40分06秒 石村 由美 ｲｼﾑﾗ ﾕﾐ 山口県

22 2278 5時間41分27秒 近藤 章子 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 福岡県

23 2132 5時間42分58秒 大場 ひとみ ｵｵﾊﾞ ﾋﾄﾐ 福岡県

24 2545 5時間46分21秒 日高 理恵 ﾋﾀﾞｶ ﾘｴ 広島県

25 2181 5時間47分01秒 宮岸 まどか ﾐﾔｷﾞｼ ﾏﾄﾞｶ 兵庫県

26 2325 5時間49分18秒 原川 ひろこ ﾊﾗｶﾜ ﾋﾛｺ 東京都

27 2201 5時間49分28秒 矢上 信恵 ﾔｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｴ 長崎県

28 2286 5時間52分52秒 浜本 美沙 ﾊﾏﾓﾄ ﾐｻ 広島県

29 2251 5時間53分29秒 今川 賢美 ｲﾏｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 福岡県

30 2377 5時間55分31秒 河邊 安澄 ｶﾜﾍﾞ ｱｽﾞﾐ 東京都

31 2472 5時間56分58秒 加藤 亜紀子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 山口県

32 2274 5時間57分31秒 大坪 智子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄﾓｺ 福岡県

33 2260 5時間57分40秒 今川 佳奈美 ｲﾏｶﾞﾜ ｶﾅﾐ 長崎県

34 2455 5時間58分55秒 城野 さやか ｼﾞｮｳﾉ ｻﾔｶ 福岡県

35 2468 6時間06分34秒 宗金 忍 ﾑﾈｶﾈ ｼﾉﾌﾞ 山口県

36 2417 6時間06分57秒 中原 水希 ﾅｶﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 広島県

37 2293 6時間07分37秒 浮田 純子 ｳｷﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県

38 2446 6時間08分10秒 山口 志信 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 長崎県

39 2223 6時間11分23秒 後藤 千珠 ｺﾞﾄｳ ﾁｽﾞ 福岡県

40 2184 6時間21分37秒 鎌田 恵美 ｶﾏﾀﾞ ｴﾐ 福岡県

41 2241 6時間21分57秒 稗田 恵子 ﾋｴﾀﾞ ｹｲｺ 福岡県

42 2007 6時間22分44秒 砂古 昌枝 ｽﾅｺﾞ ﾏｻｴ 香川県



43 2366 6時間25分47秒 田川 瞳 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 長崎県

44 2309 6時間31分04秒 西川 優子 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 三重県

45 2030 6時間33分09秒 柏井 幸恵 ｶｼﾜｲ ﾕｷｴ 高知県

46 2537 6時間40分20秒 松岡 朱香 ﾏﾂｵｶ ｱﾔｶ 福岡県

47 2077 6時間40分20秒 橋田 明子 ﾊｼﾀﾞ ｱｷｺ 福岡県

48 2536 6時間49分52秒 田中 つぐみ ﾀﾅｶ ﾂｸﾞﾐ 山口県

49 2411 6時間51分18秒 喜多村 真里 ｷﾀﾑﾗ ﾏﾘ 福岡県

50 2334 6時間51分41秒 福永 玲子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾚｲｺ 広島県

51 2487 6時間52分55秒 山本 明美 ﾔﾏﾓﾄ ｱｹﾐ 島根県

52 2153 6時間56分02秒 永岡 美穂 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 山口県

53 2300 6時間57分01秒 木原 ゆき子 ｷﾊﾗ ﾕｷｺ 岡山県

54 2311 6時間59分37秒 松本 奈々 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 山口県

55 2323 6時間59分38秒 本田 真理子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ 広島県

56 2038 6時間59分38秒 松尾 茂子 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｺ 山口県

57 2193 7時間08分34秒 石川 牧子 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府

58 2119 7時間18分43秒 中園 未来 ﾅｶｿﾞﾉ ﾐｷ 福岡県

59 2394 7時間19分09秒 長友 佳世 ﾅｶﾞﾄﾓ ｶﾖ 広島県

60 2428 7時間27分24秒 河村 萌子 ｶﾜﾑﾗ ﾓｴｺ 山口県

61 2459 7時間51分49秒 藤原 智子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 福岡県


