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順位 ナンバー 氏 名 氏名（カナ） 県名 所属 記 録

1 20005 田中 友理 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 京都府 大阪陸協 2:58:51

2 20365 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 広島県 広島県 3:06:12

3 20113 榎本 久子 ｴﾉﾓﾄ ﾋｻｺ 神奈川県 神奈川県 3:08:24

4 20073 杉山 登貴美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｷﾐ 北海道 Ｚｉｐ－ＲＣ 3:08:47

5 20155 落合 新 ｵﾁｱｲ ｱﾗﾀ 東京都 東京都 3:09:39

6 20078 大谷 磨耶 ｵｵﾀﾆ ﾏﾔ 東京都 酒ＲＵＮ 3:10:41

7 20125 李 瑶 ﾘ ﾖｳ 愛知県 愛知県 3:11:09

8 20142 林 小百合 ﾊﾔｼ ｻﾕﾘ 京都府 京都府 3:13:38

9 20038 伊東 ありか ｲﾄｳ ｱﾘｶ 宮崎県 宮崎県 3:14:02

10 20023 花岡 洋子 ﾊﾅｵｶ ﾖｳｺ 福岡県 博多陸友会 3:14:27

11 20467 高浜 香澄 ﾀｶﾊﾏ ｶｽﾐ 北海道 Ｒｕｎｕｐ 3:15:32

12 20934 相馬 由架理 ｿｳﾏ ﾕｶﾘ 北海道 ＭＳＡ 3:15:39

13 20171 矢崎 めぐみ ﾔｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 神奈川県 3:16:33

14 20337 水谷 美乃里 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾉﾘ 東京都 東京都 3:17:17

15 20319 渡邉 千晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ 京都府 京都府 3:17:27

16 20530 中村 美香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 三重県 三重県 3:17:41

17 20158 奥村 理恵 ｵｸﾑﾗ ﾘｴ 北海道 凡人ＲＣ 3:17:51

18 20170 松田 美樹子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷｺ 北海道 ＳＲＣ４０９ 3:17:53

19 20045 渡辺 幸重 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 岐阜県 岐阜県 3:18:28

20 20188 福田 恵里佳 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘｶ 山梨県 山梨県 3:18:34

21 20248 古藤 東望子 ｺﾄｳ ﾄﾓｺ 福岡県 福岡県 3:18:37

22 20256 西尾 美耶 ﾆｼｵ ﾐﾔ 北海道 札幌市 3:19:20

23 20114 芦野 さやか ｱｼﾉ ｻﾔｶ 東京都 東京都 3:20:13

24 20560 櫻岡 那奈子 ｻｸﾗｵｶ ﾅﾅｺ 北海道 旭川市 3:20:35

25 20460 富田 加奈子 ﾄﾐﾀ ｶﾅｺ 神奈川県 神奈川県 3:21:58

26 20732 大西 木実 ｵｵﾆｼ ｺﾉﾐ 北海道 グッジョブ 3:22:21

27 20123 大内 亜希子 ｵｵｳﾁ ｱｷｺ 北海道 札幌市 3:22:42

28 20415 有岡 沙紀 ｱﾘｵｶ ｻｷ 北海道 札幌市 3:22:50

29 20275 山谷 あずさ ﾔﾏﾔ ｱｽﾞｻ 北海道 札幌市 3:23:23

30 20262 稲吉 君枝 ｲﾅﾖｼ ｷﾐｴ 福岡県 福岡県 3:23:23

31 20260 中村 清恵 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｴ 北海道 チーム味和久 3:23:53

32 20394 川崎 望 ｶﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ 東京都 Ｊｉｃｔ 3:24:36

33 20148 須田 道代 ｽﾀﾞ ﾐﾁﾖ 北海道 小樽市 3:24:49

34 20523 下名迫 鈴子 ｼﾓﾅｻｺ ﾚｲｺ 大阪府 大阪府 3:25:06

35 20390 番場 美祐 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾐﾕｳ 高知県 高知県 3:26:18

36 20257 細木 美智江 ﾎｿｷ ﾐﾁｴ 神奈川県 トラック東京 3:26:44

37 20245 瀬良 直子 ｾﾗ ﾅｵｺ 大阪府 ＬＲ壱軸倶楽部 3:26:47

38 20172 高橋 愛莉沙 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ 神奈川県 東海大学 3:28:08

39 20429 鈴木 佐梨 ｽｽﾞｷ ｻﾘ 福岡県 福岡県 3:28:09

40 20185 浅沼 由香 ｱｻﾇﾏ ﾕｶ 北海道 ちばりよ～ＲＣ 3:28:17
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41 20401 阿部 真衣子 ｱﾍﾞ ﾏｲｺ 北海道 橋本山岳部 3:28:38

42 20519 苧毛 鈴奈 ｳｹ ｽｽﾞﾅ 北海道 北見市 3:28:55

43 20367 小川 京子 ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 北海道 道マラソンク 3:29:12

44 20137 中里 淳子 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝｺ 北海道 カンレキー 3:29:28

45 20318 福島 美奈子 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅｺ 北海道 六華ランナーズ 3:29:36

46 20315 山田 ちひろ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 北海道 Ｒコンセプト 3:29:40

47 20486 山田 祐美香 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｶ 北海道 千歳市 3:29:40

48 20269 上村 由起子 ｳｴﾑﾗ ﾕｷｺ 広島県 広島県 3:29:42

49 20287 入江 麻衣子 ｲﾘｴ ﾏｲｺ 兵庫県 兵庫県 3:29:50

50 20165 前田 さと子 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｺ 青森県 ＨＮＹＧＤ． 3:30:07
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