
順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
1 酒井　央子 兵庫県 ポッキーズ  1:37:22 ハーフマラソン女子Ａ組
2 野上　美香 岡山県 ＦＡＭＥ  1:38:12 ハーフマラソン女子Ａ組
3 渡辺　理恵 岡山県 ランプロＲＣ  1:42:07 ハーフマラソン女子Ａ組
4 鎌田　小織 岡山県 ＲＮＯ  1:42:44 ハーフマラソン女子Ａ組
5 中塚　ゆかり 岡山県  1:43:00 ハーフマラソン女子Ａ組
6 杉野　美江 岡山県 通クリック社  1:45:02 ハーフマラソン女子Ａ組
7 上田　裕子 広島県  1:45:58 ハーフマラソン女子Ａ組
8 平井　陽子 岡山県 ペルピエＲＣ  1:46:40 ハーフマラソン女子Ａ組
9 児玉　光子 広島県  1:47:29 ハーフマラソン女子Ａ組

10 前田　紀子 岡山県  1:48:24 ハーフマラソン女子Ａ組
11 後藤　朱里 岡山県  1:48:35 ハーフマラソン女子Ａ組
12 小野　由紀子 岡山県 歩いていこう  1:48:40 ハーフマラソン女子Ａ組
13 魚海　博美 岡山県 Ｙ．Ｋマネジメント  1:48:47 ハーフマラソン女子Ａ組
14 平田　宏子 岡山県  1:48:53 ハーフマラソン女子Ａ組
15 佐竹　清美 岡山県  1:50:01 ハーフマラソン女子Ａ組
16 清水　道子 岡山県 チームでこぼこ  1:50:13 ハーフマラソン女子Ａ組
17 深井　待子 岡山県  1:50:24 ハーフマラソン女子Ａ組
18 矢田　沙織 島根県 山陰ランクラブ  1:50:55 ハーフマラソン女子Ａ組
19 大石　昭江 岡山県  1:51:27 ハーフマラソン女子Ａ組
20 小原　知佳 岡山県  1:51:43 ハーフマラソン女子Ａ組
21 岡田　奈美 岡山県  1:51:49 ハーフマラソン女子Ａ組
22 吉崎　恵子 東京都  1:51:53 ハーフマラソン女子Ａ組
23 永海　昌子 鳥取県 チーム全力少年  1:52:45 ハーフマラソン女子Ａ組
24 池田　幸子 岡山県 ファントゥ  1:53:20 ハーフマラソン女子Ａ組
25 森山　貴子 岡山県  1:53:31 ハーフマラソン女子Ａ組
26 小倉　直子 岡山県  1:53:47 ハーフマラソン女子Ａ組
27 林　眞須美 岡山県  1:53:59 ハーフマラソン女子Ａ組
28 鎌腰　洋美 岡山県  1:54:03 ハーフマラソン女子Ａ組
29 難波　明代 岡山県 岡山県庁走ろう会  1:54:10 ハーフマラソン女子Ａ組
30 佐々木　悦子 岡山県 豪渓開発株式会社  1:54:17 ハーフマラソン女子Ａ組
31 芦田　恭子 岡山県 エヌイーシール  1:54:18 ハーフマラソン女子Ａ組
32 瀬野　祐子 岡山県 医療生協  1:54:56 ハーフマラソン女子Ａ組
33 岡田　恭子 岡山県 ランプロＲＣ  1:55:01 ハーフマラソン女子Ａ組
34 宮澤　幾子 岡山県  1:55:04 ハーフマラソン女子Ａ組
35 桑田　千明 岡山県  1:55:53 ハーフマラソン女子Ａ組
36 蒔田　史子 岡山県  1:55:57 ハーフマラソン女子Ａ組
37 齋藤　希代子 岡山県  1:56:07 ハーフマラソン女子Ａ組
38 蒲原　和子 岡山県  1:56:56 ハーフマラソン女子Ａ組
39 原　清美 岡山県 ペルピエ  1:57:02 ハーフマラソン女子Ａ組
40 赤繁　亜紀 岡山県  1:57:07 ハーフマラソン女子Ａ組
41 浦上　洋子 岡山県  1:57:19 ハーフマラソン女子Ａ組
42 小野　ルミ子 岡山県 倉敷市  1:57:22 ハーフマラソン女子Ａ組
43 石井　敦子 岡山県 クラブＭ  1:57:58 ハーフマラソン女子Ａ組
44 岡野　悦子 岡山県  1:58:02 ハーフマラソン女子Ａ組
45 藤原　亜紀子 岡山県  1:58:20 ハーフマラソン女子Ａ組
46 豊島　雪絵 岡山県  1:58:22 ハーフマラソン女子Ａ組
47 下山　裕子 岡山県 モミジヤＡＣ  1:58:39 ハーフマラソン女子Ａ組
48 岡崎　美栄 岡山県 芳田小  1:58:44 ハーフマラソン女子Ａ組
49 佐々木　ゆう子 徳島県  1:58:45 ハーフマラソン女子Ａ組
50 宮坂　尚子 岡山県  1:59:03 ハーフマラソン女子Ａ組
51 荒木　典子 岡山県 鷹取醤油  1:59:13 ハーフマラソン女子Ａ組
52 池内　美保 岡山県  1:59:21 ハーフマラソン女子Ａ組
53 萱原　由香利 岡山県 総社楽走会  1:59:47 ハーフマラソン女子Ａ組
54 秋山　美登里 岡山県  2:00:01 ハーフマラソン女子Ａ組
55 脇本　和子 岡山県 亀亀クラブ  2:00:10 ハーフマラソン女子Ａ組
56 西坂　真白 岡山県  2:00:23 ハーフマラソン女子Ａ組
57 守屋　由紀 香川県  2:00:23 ハーフマラソン女子Ａ組
58 髙田　澄子 岡山県  2:00:24 ハーフマラソン女子Ａ組
59 西山　千花 岡山県  2:00:28 ハーフマラソン女子Ａ組
60 藤原　宏子 岡山県  2:00:37 ハーフマラソン女子Ａ組
61 石井　恵子 鳥取県  2:00:37 ハーフマラソン女子Ａ組
62 柴田　佳恵 岡山県  2:00:47 ハーフマラソン女子Ａ組
63 山口　信子 岡山県 むちむち灘崎  2:00:52 ハーフマラソン女子Ａ組
64 前田　順代 香川県  2:00:58 ハーフマラソン女子Ａ組
65 中尾　佳苗 岡山県 ペルピエ  2:00:59 ハーフマラソン女子Ａ組
66 道満　智子 岡山県  2:01:05 ハーフマラソン女子Ａ組
67 檀浦　真紀 岡山県  2:01:06 ハーフマラソン女子Ａ組
68 川中　庸代 岡山県  2:01:20 ハーフマラソン女子Ａ組
69 福原　詳枝 岡山県  2:01:28 ハーフマラソン女子Ａ組
70 田辺　智恵子 岡山県  2:01:40 ハーフマラソン女子Ａ組
71 永易　友希子 徳島県  2:01:58 ハーフマラソン女子Ａ組
72 岡本　明子 岡山県  2:02:30 ハーフマラソン女子Ａ組
73 中山　幸子 岡山県  2:02:34 ハーフマラソン女子Ａ組
74 吉田　洋子 島根県 チーム　夢伝説  2:02:35 ハーフマラソン女子Ａ組



順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
75 近田　桂子 岡山県  2:02:54 ハーフマラソン女子Ａ組
76 米谷　智恵美 岡山県 きよね夢てらす  2:03:03 ハーフマラソン女子Ａ組
77 一安　久代 岡山県  2:03:07 ハーフマラソン女子Ａ組
78 岡本　悦子 岡山県  2:03:08 ハーフマラソン女子Ａ組
79 大島　三枝子 岡山県  2:03:36 ハーフマラソン女子Ａ組
80 大森　恵美子 岡山県 ランプロＲＣ岡大病院  2:03:58 ハーフマラソン女子Ａ組
81 藤田　和美 岡山県  2:03:59 ハーフマラソン女子Ａ組
82 船橋　美由紀 岡山県  2:04:13 ハーフマラソン女子Ａ組
83 宇野　美子 岡山県 岡山マスターズ  2:04:14 ハーフマラソン女子Ａ組
84 谷口　百合子 岡山県  2:04:15 ハーフマラソン女子Ａ組
85 森本　礼子 岡山県  2:04:19 ハーフマラソン女子Ａ組
86 土岩　奈津 岡山県  2:04:29 ハーフマラソン女子Ａ組
87 高橋　明美 埼玉県 なし  2:04:32 ハーフマラソン女子Ａ組
88 光田　つぐみ 岡山県 ペルピエＲＣ  2:04:37 ハーフマラソン女子Ａ組
89 下市　由起子 岡山県  2:04:42 ハーフマラソン女子Ａ組
90 角南　陽子 岡山県  2:05:11 ハーフマラソン女子Ａ組
91 深津　美智代 岡山県 きよね夢てらす  2:05:22 ハーフマラソン女子Ａ組
92 岡田　かおり 岡山県 ペルピエＲＣ  2:05:29 ハーフマラソン女子Ａ組
93 鍬野　倫子 岡山県 倉敷平成病院  2:06:10 ハーフマラソン女子Ａ組
94 高塚　正子 岡山県  2:06:19 ハーフマラソン女子Ａ組
95 大江　純加 岡山県  2:06:24 ハーフマラソン女子Ａ組
96 伊藤　薫 山口県  2:06:30 ハーフマラソン女子Ａ組
97 花澤　やす江 岡山県 赤磐医師会病院  2:07:01 ハーフマラソン女子Ａ組
98 萩本　澄子 岡山県  2:07:04 ハーフマラソン女子Ａ組
99 松比良　一美 岡山県 難波工務店マラソン部  2:07:05 ハーフマラソン女子Ａ組

100 雛元　裕子 岡山県 岡ちゃぷＲＣ  2:07:07 ハーフマラソン女子Ａ組
101 井上　めぐみ 岡山県 ｗｅｅｄｓ  2:07:07 ハーフマラソン女子Ａ組
102 杉本　美代 岡山県  2:07:15 ハーフマラソン女子Ａ組
103 永屋　和子 岡山県  2:07:19 ハーフマラソン女子Ａ組
104 竹原　真由美 岡山県  2:07:24 ハーフマラソン女子Ａ組
105 近藤　めぐみ 岡山県 川入ソフトボール  2:07:27 ハーフマラソン女子Ａ組
106 野田　純子 広島県  2:07:34 ハーフマラソン女子Ａ組
107 難波　昌代 岡山県 難波工務店マラソン部  2:07:40 ハーフマラソン女子Ａ組
108 近藤　みゆき 愛知県  2:08:10 ハーフマラソン女子Ａ組
109 村本　陽子 岡山県  2:08:13 ハーフマラソン女子Ａ組
110 水川　美江子 岡山県  2:08:19 ハーフマラソン女子Ａ組
111 小山　由美子 岡山県  2:08:24 ハーフマラソン女子Ａ組
112 水津　由美子 岡山県  2:08:35 ハーフマラソン女子Ａ組
113 中島　由美子 岡山県  2:08:42 ハーフマラソン女子Ａ組
114 角田　恵 岡山県 ＮＴＴ西日本　岡山  2:08:53 ハーフマラソン女子Ａ組
115 東條　美加子 岡山県 楷の木走遊会  2:08:56 ハーフマラソン女子Ａ組
116 梶川　素子 岡山県 ペルピエ  2:08:56 ハーフマラソン女子Ａ組
117 瀬野　加奈子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:08:59 ハーフマラソン女子Ａ組
118 長谷　恵子 岡山県 チーム３Ｅ  2:09:42 ハーフマラソン女子Ａ組
119 白神　由美 岡山県 滴水会館空手  2:09:43 ハーフマラソン女子Ａ組
120 江口　利恵子 岡山県  2:09:54 ハーフマラソン女子Ａ組
121 門田　昭美 岡山県  2:09:54 ハーフマラソン女子Ａ組
122 今川　敬子 岡山県 歩いていこう  2:10:03 ハーフマラソン女子Ａ組
123 森　由布子 岡山県  2:10:35 ハーフマラソン女子Ａ組
124 本多　栄里 大阪府  2:10:37 ハーフマラソン女子Ａ組
125 中嶋　佳乃子 岡山県 Ｂｏｎ　Ｖｉｖａｎｔ  2:11:14 ハーフマラソン女子Ａ組
126 髙山　美佐子 岡山県 ボンビボン  2:11:32 ハーフマラソン女子Ａ組
127 上田　万里子 岡山県  2:11:47 ハーフマラソン女子Ａ組
128 川口　みどり 鳥取県  2:12:07 ハーフマラソン女子Ａ組
129 坂本　美帆 岡山県  2:12:19 ハーフマラソン女子Ａ組
130 吉岡　恵子 岡山県  2:12:35 ハーフマラソン女子Ａ組
131 鈴木　範子 岡山県  2:12:36 ハーフマラソン女子Ａ組
132 谷　雅子 岡山県 桃太郎夢クラブ  2:12:41 ハーフマラソン女子Ａ組
133 浜田　恵美 岡山県  2:12:51 ハーフマラソン女子Ａ組
134 中川　治美 広島県  2:13:10 ハーフマラソン女子Ａ組
135 応本　ゆき江 岡山県  2:13:21 ハーフマラソン女子Ａ組
136 杉村　美香 島根県  2:13:22 ハーフマラソン女子Ａ組
137 佐藤　康子す 岡山県  2:13:32 ハーフマラソン女子Ａ組
138 長野　智香 岡山県  2:13:34 ハーフマラソン女子Ａ組
139 名連　恵子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:13:40 ハーフマラソン女子Ａ組
140 藤井　みゆき 岡山県 たいやきＪＡＫＥＮ  2:13:41 ハーフマラソン女子Ａ組
141 矢野　洋子 岡山県  2:13:44 ハーフマラソン女子Ａ組
142 槌田　かおり 岡山県  2:13:48 ハーフマラソン女子Ａ組
143 岡田　広美 高知県  2:13:51 ハーフマラソン女子Ａ組
144 武鑓　美香 岡山県  2:13:52 ハーフマラソン女子Ａ組
145 柴田　礼子 岡山県  2:14:17 ハーフマラソン女子Ａ組
146 鎌田　広美 岡山県 キャリアプランニング  2:14:34 ハーフマラソン女子Ａ組
147 林　佳子 岡山県  2:14:39 ハーフマラソン女子Ａ組
148 川上　優子 岡山県  2:14:41 ハーフマラソン女子Ａ組
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149 上土　可奈子 広島県 チームプラス１  2:14:43 ハーフマラソン女子Ａ組
150 河内　紀美子 岡山県 民宿天草イルカ館  2:14:46 ハーフマラソン女子Ａ組
151 香山　絵美 岡山県  2:14:52 ハーフマラソン女子Ａ組
152 池田　裕美 岡山県  2:14:54 ハーフマラソン女子Ａ組
153 浅野　秀子 岡山県  2:15:04 ハーフマラソン女子Ａ組
154 高下　陽子 岡山県  2:15:09 ハーフマラソン女子Ａ組
155 難波　彩 岡山県  2:15:11 ハーフマラソン女子Ａ組
156 上島　望 兵庫県  2:15:13 ハーフマラソン女子Ａ組
157 山田　麻希 岡山県  2:15:14 ハーフマラソン女子Ａ組
158 坂下　千枝 香川県  2:15:17 ハーフマラソン女子Ａ組
159 藤田　喜代子 岡山県  2:15:24 ハーフマラソン女子Ａ組
160 田中　美樹 佐賀県  2:15:31 ハーフマラソン女子Ａ組
161 中山　睦 高知県 春野闘魂会  2:15:36 ハーフマラソン女子Ａ組
162 難波　布希子 岡山県  2:15:56 ハーフマラソン女子Ａ組
163 池本　智美 鳥取県 チームコロッケ  2:16:03 ハーフマラソン女子Ａ組
164 高田　伸子 鳥取県  2:16:03 ハーフマラソン女子Ａ組
165 木村　夕香 岡山県  2:16:09 ハーフマラソン女子Ａ組
166 中村　里見 三重県  2:16:21 ハーフマラソン女子Ａ組
167 土井　麻祐子 大阪府  2:16:25 ハーフマラソン女子Ａ組
168 定岡　二美 岡山県 吉備路走ろう会  2:16:31 ハーフマラソン女子Ａ組
169 蔦宗　喜久子 岡山県 倉敷ＲＣ  2:16:33 ハーフマラソン女子Ａ組
170 井場元　恵美子 岡山県  2:16:33 ハーフマラソン女子Ａ組
171 大橋　恵 東京都  2:16:44 ハーフマラソン女子Ａ組
172 岡本　由実 岡山県  2:17:06 ハーフマラソン女子Ａ組
173 田頭　閑香 広島県  2:17:13 ハーフマラソン女子Ａ組
174 船岳　奈美紀 岡山県 ミノアカＪＣ  2:17:18 ハーフマラソン女子Ａ組
175 田村　里永子 岡山県  2:17:21 ハーフマラソン女子Ａ組
176 黒川　裕子 岡山県  2:17:22 ハーフマラソン女子Ａ組
177 中谷　聡美 岡山県 ペルピエＲＣ  2:17:23 ハーフマラソン女子Ａ組
178 片山　純子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:17:29 ハーフマラソン女子Ａ組
179 宮本　美由紀 岡山県  2:17:39 ハーフマラソン女子Ａ組
180 三宅　加代 岡山県  2:17:42 ハーフマラソン女子Ａ組
181 小阪　則子 岡山県  2:17:44 ハーフマラソン女子Ａ組
182 木山　祐子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:17:59 ハーフマラソン女子Ａ組
183 佐々野　信子 岡山県  2:18:00 ハーフマラソン女子Ａ組
184 吉川　洋子 岡山県  2:18:13 ハーフマラソン女子Ａ組
185 眞鍋　薫 岡山県  2:18:14 ハーフマラソン女子Ａ組
186 門脇　信子 愛媛県  2:18:22 ハーフマラソン女子Ａ組
187 村上　香 岡山県  2:18:22 ハーフマラソン女子Ａ組
188 吉川　裕子 岡山県  2:18:23 ハーフマラソン女子Ａ組
189 藤井　美佐緒 岡山県 チームＤ  2:18:24 ハーフマラソン女子Ａ組
190 国定　純子 岡山県  2:18:29 ハーフマラソン女子Ａ組
191 今林　美千代 岡山県 ももルルＲＣ  2:18:29 ハーフマラソン女子Ａ組
192 藤原　智恵子 岡山県  2:18:29 ハーフマラソン女子Ａ組
193 髙宮　靖子 岡山県  2:18:34 ハーフマラソン女子Ａ組
194 植田　なるみ 岡山県  2:18:55 ハーフマラソン女子Ａ組
195 正司　佳世 岡山県  2:18:55 ハーフマラソン女子Ａ組
196 松成　祐枝 岡山県 駅前ガイズ  2:19:03 ハーフマラソン女子Ａ組
197 三上　京子 岡山県  2:19:22 ハーフマラソン女子Ａ組
198 福島　史子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:19:29 ハーフマラソン女子Ａ組
199 坪井　真美 広島県  2:19:34 ハーフマラソン女子Ａ組
200 出井　典子 岡山県  2:19:35 ハーフマラソン女子Ａ組
201 大月　美智子 岡山県  2:19:37 ハーフマラソン女子Ａ組
202 井上　恭子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:19:37 ハーフマラソン女子Ａ組
203 小笹　みどり 岡山県  2:19:41 ハーフマラソン女子Ａ組
204 新沢　房恵 岡山県 協同組合リブ  2:19:54 ハーフマラソン女子Ａ組
205 浦山　祥代 香川県 あっぷん  2:19:57 ハーフマラソン女子Ａ組
206 山本　小百合 岡山県  2:20:14 ハーフマラソン女子Ａ組
207 佐藤　みのり 広島県  2:20:23 ハーフマラソン女子Ａ組
208 森原　順子 広島県  2:20:26 ハーフマラソン女子Ａ組
209 小坂　優子 岡山県 ＯＪＯＧ  2:20:27 ハーフマラソン女子Ａ組
210 難波　勝代 岡山県 チーム加賀  2:20:27 ハーフマラソン女子Ａ組
211 赤澤　弥生 岡山県  2:20:29 ハーフマラソン女子Ａ組
212 青山　麻希 岡山県 クレイジーブルー  2:20:51 ハーフマラソン女子Ａ組
213 下妻　明佳 岡山県 ランプロＲＣ  2:20:52 ハーフマラソン女子Ａ組
214 近井　佳代子 香川県  2:20:56 ハーフマラソン女子Ａ組
215 今田　恵子 岡山県 ペルピエＲＣ  2:20:59 ハーフマラソン女子Ａ組
216 門野　美和 岡山県  2:21:24 ハーフマラソン女子Ａ組
217 相木　はる子 岡山県  2:21:32 ハーフマラソン女子Ａ組
218 保科　英子 岡山県  2:21:34 ハーフマラソン女子Ａ組
219 秋山　里美 岡山県 夢てらす  2:21:56 ハーフマラソン女子Ａ組
220 赤澤　直美 岡山県  2:22:29 ハーフマラソン女子Ａ組
221 額田　知子 岡山県  2:22:41 ハーフマラソン女子Ａ組
222 桝田　つやこ 岡山県 ミノアカＪＣ  2:22:43 ハーフマラソン女子Ａ組



順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
223 有木　智子 岡山県  2:22:47 ハーフマラソン女子Ａ組
224 馬場　千鶴 岡山県 松田病院ＲＣ  2:23:10 ハーフマラソン女子Ａ組
225 坂東　美紀 岡山県  2:23:17 ハーフマラソン女子Ａ組
226 三宅　美都子 岡山県  2:23:19 ハーフマラソン女子Ａ組
227 江見　由香里 岡山県  2:23:20 ハーフマラソン女子Ａ組
228 佐藤　敏子 岡山県  2:23:25 ハーフマラソン女子Ａ組
229 吉川　陽子 大阪府  2:23:30 ハーフマラソン女子Ａ組
230 蠣田　寿美 岡山県  2:23:33 ハーフマラソン女子Ａ組
231 小谷　みどり 岡山県  2:23:34 ハーフマラソン女子Ａ組
232 宮下　義子 岡山県  2:23:47 ハーフマラソン女子Ａ組
233 氏家　久美 香川県  2:23:48 ハーフマラソン女子Ａ組
234 松尾　明子 岡山県  2:23:49 ハーフマラソン女子Ａ組
235 岸本　明子 岡山県  2:23:56 ハーフマラソン女子Ａ組
236 木元　玲子 岡山県 津山走ろう会  2:24:00 ハーフマラソン女子Ａ組
237 浅野　里香 岡山県 ＢＫＥ２５  2:24:04 ハーフマラソン女子Ａ組
238 池田　順子 岡山県  2:24:05 ハーフマラソン女子Ａ組
239 矢引　知子 岡山県  2:24:10 ハーフマラソン女子Ａ組
240 西田　あゆみ 岡山県  2:24:11 ハーフマラソン女子Ａ組
241 上井　滋子 岡山県  2:24:20 ハーフマラソン女子Ａ組
242 櫻井　徳子 岡山県  2:24:23 ハーフマラソン女子Ａ組
243 谷口　美香子 岡山県  2:24:26 ハーフマラソン女子Ａ組
244 青山　和子 岡山県  2:24:38 ハーフマラソン女子Ａ組
245 上別府　千晶 岡山県  2:24:46 ハーフマラソン女子Ａ組
246 黒岡　真澄 岡山県  2:24:54 ハーフマラソン女子Ａ組
247 山本　幸代 岡山県  2:25:10 ハーフマラソン女子Ａ組
248 岡本　弥栄子 岡山県 ミノアカＪＣ  2:25:13 ハーフマラソン女子Ａ組
249 吉本　智子 岡山県  2:25:24 ハーフマラソン女子Ａ組
250 高原　留美子 岡山県  2:25:38 ハーフマラソン女子Ａ組
251 児玉　明美 岡山県  2:25:46 ハーフマラソン女子Ａ組
252 勇山　明子 岡山県  2:25:50 ハーフマラソン女子Ａ組
253 原　美恵 岡山県 チームアロハ  2:25:54 ハーフマラソン女子Ａ組
254 原　緑 岡山県  2:26:02 ハーフマラソン女子Ａ組
255 黒田　有紀子 岡山県  2:26:10 ハーフマラソン女子Ａ組
256 川上　和子 岡山県  2:26:12 ハーフマラソン女子Ａ組
257 足岡　千恵美 岡山県  2:26:42 ハーフマラソン女子Ａ組
258 福山　久美子 岡山県 フライングラッツ  2:26:49 ハーフマラソン女子Ａ組
259 植田　一恵 岡山県  2:26:50 ハーフマラソン女子Ａ組
260 大島　陽子 岡山県  2:27:25 ハーフマラソン女子Ａ組
261 福田　好 岡山県  2:27:51 ハーフマラソン女子Ａ組
262 丹原　寛子 岡山県  2:27:58 ハーフマラソン女子Ａ組
263 加藤　さつき 岡山県  2:27:59 ハーフマラソン女子Ａ組
264 寺田　昭子 兵庫県  2:28:40 ハーフマラソン女子Ａ組
265 大橋　佳奈 岡山県  2:29:21 ハーフマラソン女子Ａ組
266 山内　章江 岡山県  2:29:32 ハーフマラソン女子Ａ組
267 稲住　和代 岡山県  2:29:42 ハーフマラソン女子Ａ組
268 岸　美智子 岡山県 チームくろまめ  2:29:49 ハーフマラソン女子Ａ組
269 友竹　通世 岡山県 ランプロ  2:29:55 ハーフマラソン女子Ａ組
270 岸本　里美 岡山県  2:29:57 ハーフマラソン女子Ａ組


