
ロングコース 女子の部
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 451 2時間27分26秒 東 奈々 ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ 広島県
2 461 2時間49分41秒 奥田 千恵 ｵｸﾀﾞ ﾁｴ 山口県
3 464 2時間49分46秒 横井 八重子 ﾖｺｲ ﾔｴｺ 広島県
4 522 2時間58分58秒 広石 のぞみ ﾋﾛｲｼ ﾉｿﾞﾐ 島根県
5 453 3時間00分11秒 相原 千尋 ｱｲﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ 広島県
6 470 3時間04分11秒 足立 亜香音 ｱﾀﾞﾁ ｱｶﾈ 島根県
7 466 3時間13分15秒 山本 愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県
8 529 3時間16分02秒 Martin Whitney - -
9 465 3時間16分23秒 中井 里奈 ﾅｶｲ ﾘﾅ 広島県

10 459 3時間23分22秒 中村 香子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 愛媛県
11 458 3時間25分16秒 櫻井 美樹 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 大阪府
12 463 3時間26分21秒 椙本 裕美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 山口県
13 489 3時間29分28秒 藤田 優美子 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾐｺ 広島県
14 520 3時間30分18秒 原田 奈津子 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｺ 福岡県
15 454 3時間32分22秒 戸倉 みき子 ﾄｸﾗ ﾐｷｺ 山口県
16 462 3時間32分25秒 魚谷 直美 ｳｵﾀﾆ ﾅｵﾐ 広島県
17 475 3時間33分41秒 杉村 優里 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕﾘ 岡山県
18 476 3時間38分01秒 増田 美紀恵 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷｴ 岡山県
19 460 3時間40分39秒 北原 信子 ｷﾀﾊﾗ ﾉﾌﾞｺ 熊本県
20 519 3時間42分28秒 西野 真由佳 ﾆｼﾉ ﾏﾕｶ 愛媛県
21 527 3時間44分32秒 松尾 薫 ﾏﾂｵ ｶｵﾙ 神奈川県
22 469 3時間44分42秒 田中 恵理子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 岡山県
23 479 3時間47分47秒 小島 淳子 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府
24 477 3時間48分43秒 宮脇 智香 ﾐﾔﾜｷ ﾄﾓｶ 広島県
25 511 3時間50分31秒 伊勢岡 英子 ｲｾｵｶ ﾖｳｺ 広島県
26 472 3時間54分23秒 赤瀬 映里 ｱｶｾ ｴﾘ 山口県
27 488 3時間54分48秒 東 真実子 ﾋｶﾞｼ ﾏﾐｺ 広島県
28 528 3時間57分37秒 山本 恵子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 広島県
29 505 4時間01分04秒 王 南評 ﾜﾝ ﾅﾝﾋﾟﾝ 兵庫県
30 498 4時間02分37秒 菅島 千鶴 ｽｶﾞｼﾏ ﾁﾂﾞﾙ 広島県
31 490 4時間03分00秒 光田 つぐみ ﾐﾂﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 岡山県
32 480 4時間04分00秒 原 亜希 ﾊﾗ ｱｷ 岡山県
33 471 4時間05分16秒 伊藤 真由美 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 山口県
34 512 4時間05分56秒 今田 智代子 ｲﾏﾀﾞ ﾁﾖｺ 広島県
35 486 4時間06分10秒 近藤 さをり ｺﾝﾄﾞｳ ｻｦﾘ 愛媛県
36 517 4時間11分49秒 武田 尚美 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 山口県
37 482 4時間14分50秒 沖本 宏子 ｵｷﾓﾄ ﾋﾛｺ 山口県



38 493 4時間19分57秒 川上 悦子 ｶﾜｶﾐ ｴﾂｺ 岡山県
39 483 4時間20分20秒 田口 妙 ﾀｸﾞﾁ ﾀｴ 岡山県
40 481 4時間20分20秒 岡野 悦子 ｵｶﾉ ｴﾂｺ 岡山県
41 492 4時間22分39秒 ＡＤＡＭＳ ＫＩＲＡ ｱﾀﾞﾑｽ ｷﾗ 山口県
42 497 4時間23分03秒 竹田 久美子 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐｺ 福岡県
43 501 4時間24分15秒 鈴木 敬子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 山口県
44 499 4時間24分19秒 森下 淳子 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞﾕﾝｺ 岡山県
45 494 4時間24分46秒 江頭 美紀 ｴｶﾞｼﾗ ﾐｷ 福岡県
46 525 4時間24分46秒 松浦 久美子 ﾏﾂｳﾗ ｸﾐｺ 広島県
47 491 4時間25分37秒 浮田 純子 ｳｷﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県
48 523 4時間25分38秒 本田 真理子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ 広島県
49 474 4時間28分26秒 中山 智子 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｺ 大阪府
50 484 4時間28分31秒 藤澤 美緒 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｵ 愛媛県
51 506 4時間33分03秒 冨安 妙照 ﾄﾐﾔｽ ﾐｮｳｼｮｳ 広島県
52 502 4時間33分28秒 薗田 由華 ｿﾉﾀﾞ ﾕｶ 兵庫県
53 503 4時間39分24秒 植村 治美 ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾐ 山口県
54 500 4時間41分31秒 篠原 明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 愛媛県
55 485 4時間41分37秒 島崎 睦子 ｼﾏｻﾞｷ ﾑﾂｺ 広島県
56 478 4時間46分31秒 金井 紀美江 ｶﾅｲ ｷﾐｴ 大阪府
57 457 4時間51分08秒 蓮沼 智子 ﾊｽﾇﾏ ﾄﾓｺ 埼玉県
58 507 4時間53分55秒 大西 みゆき ｵｵﾆｼ ﾐﾕｷ 広島県
59 452 4時間57分19秒 陳 筱柔 ﾁｪﾝ ｼｬｵﾛｰ 和歌山県
60 516 5時間08分17秒 高橋 芙由美 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 広島県
61 514 5時間11分05秒 木舩 帆七海 ｷﾌﾞﾈ ﾎﾅﾐ 広島県
62 508 5時間14分14秒 川尻 千夏 ｶﾜｼﾞﾘ ﾁﾅﾂ 大阪府
63 509 5時間15分21秒 松久保 ひとみ ﾏﾂｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ 岡山県
64 513 5時間20分57秒 景政 直美 ｶｹﾞﾏｻ ﾅｵﾐ 広島県
65 518 5時間22分49秒 西田 真理子 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾘｺ 鳥取県
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