
ショートコース 女子の部
順位 ナンバータイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 845 1時間29分51秒 庄賀 直子 ｼｮｳｶﾞ ﾅｵｺ 広島県
2 899 1時間30分33秒 藤村 心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広島県
3 808 1時間32分41秒 福原 美和 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾜ 島根県
4 825 1時間32分55秒 久保田 宏美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ 広島県
5 813 1時間33分53秒 田村 由実 ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 広島県
6 810 1時間36分39秒 永島 真理 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾘ 広島県
7 814 1時間38分02秒 家入 美里 ｲｴｲﾘ ﾐｻﾄ 山口県
8 903 1時間38分10秒 松岡 亜由子 ﾏﾂｵｶ ｱﾕｺ 愛媛県
9 804 1時間41分38秒 沖村 菜穂子 ｵｷﾑﾗ ﾅﾎｺ 広島県

10 900 1時間42分00秒 藤村 淳子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 広島県
11 817 1時間43分08秒 奥田 幸代 ｵｸﾀﾞ ｻﾁﾖ 岡山県
12 809 1時間43分49秒 増山 由香 ﾏｼﾔﾏ ﾕｶ 広島県
13 855 1時間44分22秒 伊藤 満子 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ 山口県
14 910 1時間46分14秒 森田 倫代 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾖ 広島県
15 835 1時間47分54秒 小坂 鈴子 ｺｻｶ ﾚｲｺ 岡山県
16 816 1時間48分42秒 小尾 潔乃 ｵﾋﾞ ｷﾖﾉ 福岡県
17 811 1時間49分46秒 鉄谷 則子 ﾃﾂﾀﾆ ﾉﾘｺ 広島県
18 827 1時間50分41秒 高木 涼子 ﾀｶｷ ﾘｮｳｺ 広島県
19 922 1時間51分53秒 若杉 智美 ﾜｶｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 鳥取県
20 838 1時間53分28秒 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 岡山県
21 921 1時間53分50秒 與那覇 菜穂子 ﾖﾅﾊ ﾅﾎｺ 滋賀県
22 895 1時間55分29秒 樋口 京子 ﾋｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 広島県
23 839 1時間56分00秒 海井 朋子 ｳﾐｲ ﾄﾓｺ 広島県
24 821 1時間56分31秒 小玉 聖理菜 ｺﾀﾞﾏ ｾﾘﾅ 広島県
25 826 1時間57分13秒 入江 真由美 ｲﾘｴ ﾏﾕﾐ 岡山県
26 812 1時間57分31秒 正岡 羊子 ﾏｻｵｶ ﾖｳｺ 広島県
27 870 1時間57分35秒 北村 京子 ｷﾀﾑﾗ ｷｮｳｺ 山口県
28 874 1時間57分53秒 鈴木 庸子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 岡山県
29 856 1時間57分54秒 今岡 真粧美 ｲﾏｵｶ ﾏｻﾐ 広島県
30 857 1時間58分09秒 上田 史加 ｳｴﾀﾞ ﾌﾐｶ 広島県
31 878 1時間58分10秒 竹本 美保 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾎ 広島県
32 869 1時間58分42秒 川崎 佳代 ｶﾜｻｷ ｶﾖ 広島県
33 887 1時間59分04秒 名越 由美 ﾅｺﾞｼ ﾕﾐ 広島県
34 846 1時間59分53秒 金子 美里 ｶﾈｺ ﾐｻﾄ 東京都
35 884 1時間59分53秒 中原 水希 ﾅｶﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 広島県
36 819 2時間00分10秒 岡田 順子 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都
37 843 2時間01分57秒 Ｈａｓｓｅｔｔ ﾊｾｯﾄ ﾁｪﾙｼｰ 広島県



38 882 2時間02分21秒 田村 唯 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 広島県
39 891 2時間02分58秒 濱本 早季 ﾊﾏﾓﾄ ｻｷ 広島県
40 881 2時間03分24秒 田村 緑 ﾀﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 広島県
41 830 2時間03分28秒 川井 京子 ｶﾜｲ ｷｮｳｺ 広島県
42 853 2時間04分14秒 池田 央子 ｲｹﾀﾞ ｴｲｺ 大阪府
43 823 2時間04分39秒 永広 直美 ﾅｶﾞﾋﾛ ﾅｵﾐ 岡山県
44 890 2時間04分50秒 畠山 奈穂 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵ 広島県
45 889 2時間05分13秒 畑 栞名 ﾊﾀ ｶﾝﾅ 広島県
46 872 2時間05分48秒 坂口 直子 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｺ 広島県
47 880 2時間05分54秒 田村 光子 ﾀﾑﾗ ﾐﾂｺ 兵庫県
48 829 2時間07分02秒 永山 知都 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾁﾂﾞ 広島県
49 871 2時間07分11秒 倉田 瑞穂 ｸﾗﾀ ﾐｽﾞﾎ 広島県
50 894 2時間07分14秒 樋口 亜美沙 ﾋｸﾞﾁ ｱﾐｻ 広島県
51 897 2時間07分17秒 平松 孝子 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶｺ 岡山県
52 847 2時間07分59秒 兼森 りか ｶﾈﾓﾘ ﾘｶ 山口県
53 877 2時間08分18秒 高光 梓 ﾀｶﾐﾂ ｱｽﾞｻ 広島県
54 861 2時間08分38秒 大下 木の実 ｵｵｼﾀ ｺﾉﾐ 広島県
55 836 2時間08分44秒 平松 由紀 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷ 高知県
56 909 2時間09分03秒 村田 えりか ﾑﾗﾀ ｴﾘｶ 広島県
57 822 2時間09分11秒 瀬野 加奈子 ｾﾉ ｶﾅｺ 岡山県
58 859 2時間09分21秒 江川 由美子 ｴｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 広島県
59 831 2時間10分48秒 末田 秀子 ｽｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 広島県
60 915 2時間11分33秒 山田 里美 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ 広島県
61 904 2時間12分57秒 御厨 えり ﾐｸﾘﾔ ｴﾘ 広島県
62 888 2時間14分45秒 西本 裕美 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 広島県
63 907 2時間14分47秒 宗正 悠 ﾑﾈﾏｻ ﾊﾙｶ 広島県
64 905 2時間14分47秒 宮田 あかり ﾐﾔﾀ ｱｶﾘ 広島県
65 807 2時間14分47秒 黒川 雅子 ｸﾛｶﾜ ﾏｻｺ 兵庫県
66 852 2時間15分13秒 池田 明代 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾖ 愛媛県
67 850 2時間15分49秒 秋田 実亜 ｱｷﾀ ﾐｱ 愛媛県
68 898 2時間16分27秒 福岡 七海 ﾌｸｵｶ ﾅﾅﾐ 広島県
69 858 2時間16分59秒 浮田 純子 ｳｷﾀ ｼﾞｭﾝｺ 岡山県
70 840 2時間18分01秒 片山 純子 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 岡山県
71 818 2時間18分45秒 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県
72 824 2時間19分21秒 岩本 香織 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾘ 大阪府
73 864 2時間19分27秒 岡田 志保 ｵｶﾀﾞ ｼﾎ 愛知県
74 851 2時間19分58秒 天野 杏 ｱﾏﾉ ｱﾝ 愛媛県
75 841 2時間20分16秒 上原 梓 ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞｻ 沖縄県
76 802 2時間20分17秒 大下 理栄 ｵｵｼﾀ ﾘｴ 広島県



77 837 2時間20分17秒 橋本 秀子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ 山口県
78 901 2時間21分13秒 古川 文香 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶ 広島県
79 879 2時間21分48秒 田中 瑞季 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 広島県
80 912 2時間23分07秒 柳本 美紀 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾐｷ 岡山県
81 834 2時間23分56秒 森川 和美 ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾐ 広島県
82 820 2時間24分08秒 田室 千波 ﾀﾑﾛ ﾁﾅﾐ 島根県
83 801 2時間25分41秒 花本 紅 ﾊﾅﾓﾄ ｸﾚﾅｲ 広島県
84 911 2時間26分06秒 八木 綾美 ﾔｷﾞ ｱﾔﾐ 山口県
85 865 2時間26分09秒 岡村 実恵 ｵｶﾑﾗ ﾐｴ 島根県
86 918 2時間27分41秒 山本 直美 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ 広島県
87 842 2時間29分00秒 大森 幸子 ｵｵﾓﾘ ﾕｷｺ 岡山県
88 828 2時間29分07秒 泉谷 千代子 ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾁﾖｺ 広島県
89 833 2時間29分08秒 幸田 幸恵 ｺｳﾀﾞ ﾕｷｴ 広島県
90 867 2時間30分23秒 甲斐 真理子 ｶｲ ﾏﾘｺ 岡山県
91 920 2時間30分56秒 横田 裕子 ﾖｺﾀ ﾕｳｺ 広島県
92 919 2時間30分56秒 横田 ひなた ﾖｺﾀ ﾋﾅﾀ 広島県
93 885 2時間33分12秒 中村 公美 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ 広島県
94 849 2時間33分34秒 久谷 佳代子 ﾋｻﾀﾆ ｶﾖｺ 広島県
95 896 2時間34分01秒 樋山 純 ﾋﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 広島県
96 873 2時間40分10秒 佐藤 里絵 ｻﾄｳ ﾘｴ 埼玉県
97 832 2時間44分42秒 古谷 知子 ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓｺ 広島県
98 902 2時間45分30秒 堀 有希 ﾎﾘ ﾕｷ 香川県
99 906 2時間45分30秒 宮本 亜希 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷ 香川県

100 917 2時間45分32秒 山田 優子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 香川県
101 875 2時間46分58秒 曽根 直子 ｿﾈ ﾅｵｺ 東京都
102 848 2時間49分32秒 中山 かおる ﾅｶﾔﾏ ｶｵﾙ 高知県
103 844 2時間52分58秒 尾花 千絵 ｵﾊﾅ ﾁｴ 広島県
104 803 2時間53分17秒 畠山 桃佳 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾓﾓｶ 広島県
105 892 3時間01分51秒 林 由梨 ﾊﾔｼ ﾕﾘ 山口県
106 863 3時間01分59秒 小笠原 容子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都
107 913 3時間03分30秒 山縣 希美 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 山口県
108 886 3時間16分56秒 中元 妙美 ﾅｶﾓﾄ ﾀｴﾐ 広島県
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