
- 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・蒲刈島 2016 -

ショートコース　女子の部

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 地区

 2016/3/27

スタート： -

会場: 広島県呉市　蒲刈県民の浜

主催: 瀬戸内アイランドトレイル実行委員会

1時間26分30秒1 友次 久枝522 トモツグ ヒサエ 岡山県

1時間30分04秒2 永島 真理558 ナガシマ マリ 広島県

1時間31分46秒3 庄賀 直子653 ショウガ ナオコ 広島県

1時間32分34秒4 久保田 宏美564 クボタ ヒロミ 広島県

1時間35分32秒5 筒本 恭実530 ツツモト ヨシミ 広島県

1時間35分45秒6 井上 ルミ子566 イノウエ ルミコ 広島県

1時間36分32秒7 田村 由実503 タムラ ユミ 広島県

1時間38分49秒8 堀 由美子693 ホリ ユミコ 広島県

1時間39分15秒9 増山 由香523 マシヤマ ユカ 広島県

1時間41分17秒10 山本 恵子579 ヤマモト ケイコ 広島県

1時間42分13秒11 古谷 日奈703 フルヤ ヒナ 広島県

1時間43分56秒12 渡邉 直美559 ワタナベ ナオミ 岡山県

1時間44分07秒13 座間 美穂子751 ザマ ミホコ 広島県

1時間46分20秒14 杉浦 香557 スギウラ カオリ 広島県

1時間46分29秒15 徳田 有希640 トクダ ユキ 兵庫県

1時間46分37秒16 竹内 敏江635 タケウチ トシエ 兵庫県

1時間47分00秒17 宇野 真理子560 ウノ マリコ 岡山県

1時間48分40秒18 守屋 百合子744 モリヤ ユリコ 岡山県

1時間49分11秒19 鉄谷 則子521 テツタニ ノリコ 広島県

1時間49分34秒20 根尾 千秋748 ネオ チアキ 広島県

1時間50分06秒21 尾橋 正子724 オバシ マサコ 広島県

1時間50分37秒22 熊本 智恵美590 クマモト チエミ 広島県

1時間50分43秒23 岡田 亜由美743 オカダ アユミ 山口県

1時間51分56秒24 幸田 幸恵589 コウダ ユキエ 広島県

1時間52分30秒25 河崎 綾子587 カワサキ アヤコ 広島県

1時間55分31秒26 丸尾 佳織704 マルオ カオリ 岡山県

1時間56分19秒27 神田 愛694 カンダ アイ 島根県

1時間56分40秒28 浮田 純子634 ウキタ ジュンコ 岡山県

1時間58分37秒29 泉谷 千代子591 イズミタニ チヨコ 広島県

2時間00分56秒30 溝岡 由美562 ミゾオカ ユミ 広島県

2時間01分19秒31 永山 知都531 ナガヤマ チヅ 広島県

2時間02分11秒32 大崎 温子636 オオサキ アツコ 大阪府

2時間02分41秒33 川崎 佳代642 カワサキ カヨ 広島県

2時間04分45秒34 藤岡 美恵子689 フジオカ ミエコ 愛媛県

2時間06分15秒35 箕嶋 桜子563 ミノシマ サクラコ 大阪府

2時間07分17秒36 西村 有子742 ニシムラ ユウコ 東京都

2時間07分18秒37 久保河内 智未699 クボゴウチ サトミ 広島県

2時間07分26秒38 田中 理枝698 タナカ リエ 大阪府

2時間08分48秒39 本田 真理子747 ホンダ マリコ 広島県

2時間10分09秒40 内山 桃子700 ウチヤマ モモコ 岡山県

2時間11分19秒41 福永 幸織749 フクナガ サオリ 香川県

2時間13分33秒42 開 幸子692 ヒラキ サチコ 愛媛県

2時間14分56秒43 安富 あゆみ583 ヤストミ アユミ 愛媛県

2時間16分31秒44 岡村 実恵695 オカムラ ミエ 島根県

2時間16分48秒45 荻田 紀子723 オギタ ノリコ 滋賀県

2時間16分57秒46 浅井 祐子637 アサイ ユウコ 大阪府

2時間17分17秒47 大島 尚恵701 オオシマ ヒサエ 山口県

2時間17分22秒48 柴垣 文江690 シバガキ フミエ 広島県

2時間17分26秒49 寺西 洋子705 テラニシ ヨウコ 広島県

2時間18分50秒50 福島 由惟561 フクシマ ユイ 岡山県
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2時間19分11秒51 池田 彩639 イケダ アヤ 愛媛県

2時間21分32秒52 大森 幸子697 オオモリ ユキコ 岡山県

2時間22分35秒53 畠山 奈穂654 ハタケヤマ ナオ 広島県

2時間25分48秒54 川口 潤子708 カワグチ ジュンコ 広島県

2時間27分30秒55 森下 麻衣子710 モリシタ マイコ 広島県

2時間27分30秒56 森下 愛美709 モリシタ マナミ 広島県

2時間29分15秒57 久谷 佳代子691 ヒサタニ カヨコ 広島県

2時間31分49秒58 高柴 真知子717 タカシバ マチコ 広島県

2時間33分52秒59 小林 友紀715 コバヤシ ユキ 広島県

2時間35分00秒60 小宮 智子745 コミヤ トモコ 広島県

2時間36分01秒61 沖 厚子741 オキ アツコ 広島県

2時間36分06秒62 岡 あかり588 オカ アカリ 広島県

2時間38分20秒63 尾花 千絵722 オハナ チエ 広島県

2時間39分03秒64 花本 紅716 ハナモト クレナイ 広島県

2時間41分42秒65 森岡 千蘭子687 モリオカ チカコ 広島県

2時間42分29秒66 須藤 美子688 スドウ ヨシコ 福岡県

3時間04分43秒67 辰見 知香638 タツミ トモカ 広島県
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