
ショートコース 女子

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 1164 2時間07分00秒 Ida Tiltnes - Norway

2 1043 2時間16分38秒 谷川 新菜 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾆｲﾅ 大阪府

3 1095 2時間17分14秒 横田 恵 ﾖｺﾀ ﾒｸﾞﾐ 広島県

4 1049 2時間32分56秒 舟越 千枝 ﾌﾅｺｼ ﾁｴ 山口県

5 1068 2時間37分28秒 安藤 葉子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 長崎県

6 1122 2時間40分11秒 藤井 道子 ﾌｼﾞｲ ﾐﾁｺ 山口県

7 1089 2時間42分57秒 福田 智子 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 岡山県

8 1026 2時間46分18秒 江舟 多鶴 ｴﾌﾈ ﾀﾂﾞﾙ 山口県

9 1127 2時間50分46秒 中村 知江 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｴ 山口県

10 1115 2時間53分18秒 武田 慶子 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺ 福岡県

11 1024 2時間53分48秒 蔵田 敦子 ｸﾗﾀ ｱﾂｺ 山口県

12 1066 2時間54分25秒 森脇 豊美 ﾓﾘﾜｷ ﾄﾖﾐ 山口県

13 1069 2時間55分10秒 兼清 恵理 ｶﾈｷﾖ ｴﾘ 兵庫県

14 1103 2時間57分02秒 笠松 利穂 ｶｻﾏﾂ ﾘﾎ 大阪府

15 1102 2時間58分18秒 下永 律子 ｼﾓﾅｶﾞ ﾘﾂｺ 山口県

16 1105 2時間58分27秒 浜本 洋子 ﾊﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 山口県

17 1147 2時間58分51秒 小野 智恵美 ｵﾉ ﾁｴﾐ 広島県

18 1050 2時間59分09秒 浜崎 梢 ﾊﾏｻｷ ｺｽﾞｴ 福岡県

19 1007 2時間59分33秒 戸倉 みき子 ﾄｸﾗ ﾐｷｺ 山口県

20 1128 3時間00分08秒 松枝 美華 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾐｶ 福岡県

21 1091 3時間02分09秒 大駅 絢子 ｵｵｴｷ ｱﾔｺ 福岡県

22 1033 3時間02分17秒 河村 亜紀子 ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ 山口県

23 1005 3時間02分34秒 高藤 綾 ﾀｶﾌｼﾞ ｱﾔ 山口県

24 1074 3時間04分12秒 小森 真白 ｺﾓﾘ ﾏｼﾛ 山口県

25 1094 3時間04分49秒 安冨 あずさ ﾔｽﾄﾞﾐ ｱｽﾞｻ 山口県

26 1085 3時間05分04秒 木村 和美 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 福岡県

27 1093 3時間05分19秒 埴生 理恵 ﾊﾌﾞ ﾘｴ 山口県

28 1148 3時間07分53秒 神田 和枝 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｴ 山口県

29 1088 3時間08分46秒 伊勢 詔子 ｲｾ ﾉﾘｺ 山口県

30 1070 3時間11分06秒 上西 正子 ｶﾐﾆｼ ﾏｻｺ 山口県

31 1135 3時間14分43秒 吉川 佳美 ｷｯｶﾜ ﾖｼﾐ 岡山県

32 1079 3時間15分15秒 廣田 真希 ﾋﾛﾀ ﾏｷ 広島県

33 1120 3時間16分04秒 兵頭 陽子 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｳｺ 福岡県

34 1023 3時間23分48秒 藤村 恵子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹｲｺ 山口県

35 1075 3時間24分52秒 正司 みさと ｼｮｳｼﾞ ﾐｻﾄ 山口県

36 1086 3時間26分03秒 内山 信子 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 長崎県

37 1106 3時間28分27秒 藤田 文子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 福岡県

38 1025 3時間30分49秒 小野 カツ子 ｵﾉ ｶﾂｺ 福島県

39 1092 3時間31分26秒 鮫島 由香 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｶ 福岡県

40 1087 3時間43分41秒 井上 幸子 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 山口県

41 1151 3時間47分26秒 平野 早紀 ﾋﾗﾉ ｻｷ 福岡県

42 1098 3時間54分57秒 金丸 順子 ｶﾈﾏﾙ ｼﾞｭﾝｺ 佐賀県



43 1031 3時間58分48秒 濱田 満美子 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾐｺ 神奈川県

44 1125 4時間07分44秒 河村 昭子 ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ 山口県

45 1133 4時間15分08秒 東島 綾美 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｱﾔﾐ 佐賀県

46 1159 4時間21分54秒 川崎 里香 ｶﾜｻｷ ﾘｶ 佐賀県

47 1156 4時間36分53秒 岡本 ひとみ ｵｶﾓﾄ ﾋﾄﾐ 山口県

48 1154 4時間39分53秒 山崎 貴子 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｺ 山口県

49 1157 5時間00分49秒 奥野 智子 ｵｸﾉ ﾄﾓｺ 山口県


