
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

3時間52分31秒1 松本 由衣506 マツモト ユイ 福岡県

4時間07分15秒2 大下 美佐子533 オオシタ ミサコ 山口県

4時間19分38秒3 仁田脇 裕香里512 ニタワキ ユカリ 宮崎県

4時間40分21秒4 川戸 亜子538 カワト アコ 山口県

4時間48分17秒5 西野 真由佳536 ニシノ マユカ 愛媛県

4時間49分50秒6 竹内 智者納521 タケウチ チサノ 福岡県

5時間03分16秒7 樋口 久美子515 ヒグチ クミコ 福岡県

5時間03分47秒8 萩尾 眞江544 ハギオ マナエ 福岡県

5時間07分26秒9 槇 美香559 マキ ミカ 福岡県

5時間12分27秒10 増山 由香563 マシヤマ ユカ 広島県

5時間16分39秒11 松田 典子545 マツダ ノリコ 福岡県

5時間16分46秒12 楠堀 真記527 クスボリ マキ 広島県

5時間17分10秒13 神田 愛535 カンダ アイ 島根県

5時間18分15秒14 高見 千尋509 タカミ チヒロ 兵庫県

5時間18分19秒15 田中 亜由未528 タナカ アユミ 山口県

5時間18分23秒16 平尾 理沙525 ヒラオ リサ 広島県

5時間18分26秒17 大場 ひとみ547 オオバ ヒトミ 福岡県

5時間23分39秒18 八ケ代 美由紀557 ヤカシロ ミユキ 広島県

5時間25分14秒19 園田 美奈子542 ソノダ ミナコ 福岡県

5時間26分48秒20 久保田 八重子555 クボタ ヤエコ 埼玉県

5時間28分19秒21 西浦 絵里香529 ニシウラ エリカ 大阪府

5時間32分41秒22 高 知愛556 コウ ジエ 広島県

5時間32分43秒23 臼井 香寿美532 ウスイ カズミ 福岡県

5時間34分32秒24 村上 恵梨507 ムラカミ エリ 山口県

5時間37分16秒25 谷脇 由紀541 タニワキ ユキ 福岡県

5時間37分45秒26 橋本 育恵524 ハシモト イクエ 東京都

5時間48分33秒27 杉田 彩子501 スギタ アヤコ 東京都

5時間54分16秒28 有吉 美奈子564 アリヨシ ミナコ 福岡県

5時間54分57秒29 浜崎 梢522 ハマサキ コズエ 福岡県

5時間58分10秒30 下條 藍526 シモジョウ アイ 広島県

5時間58分12秒31 後藤 千珠560 ゴトウ チズ 福岡県

5時間59分49秒32 山口 裕子539 ヤマグチ ユウコ 福岡県

6時間03分23秒33 亀田 治子554 カメダ ハルコ 神奈川県

6時間04分35秒34 赤松 美咲537 アカマツ ミサキ 山口県

6時間08分05秒35 村田 えりか534 ムラタ エリカ 広島県

6時間08分11秒36 福山 聖子519 フクヤマ セイコ 福岡県

6時間12分35秒37 橋本 里実551 ハシモト サトミ 広島県

6時間16分24秒38 貞元 陽子520 サダモト ヨウコ 東京都

6時間19分55秒39 佐々木 優511 ササキ ユウ 広島県

6時間19分55秒40 山下 喜子514 ヤマシタ ヨシコ 広島県

6時間21分37秒41 河本 かなめ517 カワモト カナメ 東京都

6時間21分45秒42 長谷川 朋子543 ハセガワ トモコ 広島県

6時間22分09秒43 吉岡 志織510 ヨシオカ シオリ 佐賀県

6時間23分51秒44 武良 理恵561 ムラ リエ 山口県

6時間32分13秒45 井上 和美558 イノウエ カズミ 福岡県

6時間33分23秒46 松川 清美562 マツカワ キヨミ 大阪府

6時間42分44秒47 吉田 真菜540 ヨシダ マナ 福岡県

6時間46分05秒48 藏田 敦子508 クラタ アツコ 山口県

6時間48分41秒49 吉見 千歩523 ヨシミ チホ 愛知県

6時間52分50秒50 秋山 玲子552 アキヤマ レイコ 大阪府



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

6時間52分50秒51 平山 美奈子549 ヒラヤマ ミナコ 広島県

6時間59分32秒52 岡田 さおり531 オカダ サオリ 山口県

6時間59分33秒53 朝山 志緒理504 アサヤマ シオリ 山口県

7時間00分22秒54 中川 舞子502 ナカガワ マイコ 東京都

7時間00分23秒55 米山 仁美503 ヨネヤマ ヒトミ 埼玉県

7時間09分37秒56 上野 藍513 ウエノ アイ 東京都

7時間15分57秒57 砂古 昌枝565 スナゴ マサエ 香川県

7時間18分50秒58 中橋 詩織516 ナカハシ シオリ 佐賀県

7時間18分51秒59 松本 瞳518 マツモト ヒトミ 長崎県

7時間19分13秒60 鮫島 由香550 サメジマ ユカ 福岡県

7時間20分17秒61 小田 美樹530 オダ ミキ 大分県


