
順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
1 濱本　愛香 広島県 環太平洋大学 3:03:42 フルマラソン女子Ｂ組
2 木本　佳代子 大阪府 3:11:20 フルマラソン女子Ｂ組
3 細田　ひとみ 岡山県 3:37:25 フルマラソン女子Ｂ組
4 藤岡　瞳 広島県 3:43:11 フルマラソン女子Ｂ組
5 伊藤　恭子 岡山県 ＲＣ　オンリー　ワン 3:44:11 フルマラソン女子Ｂ組
6 古賀　千尋 兵庫県 3:46:23 フルマラソン女子Ｂ組
7 奥山　範子 岡山県 3:49:19 フルマラソン女子Ｂ組
8 松田　彩花 岡山県 倉敷中央高校 3:52:22 フルマラソン女子Ｂ組
9 関谷　美紀子 岡山県 津山走ろう会 3:54:47 フルマラソン女子Ｂ組
10 吉海　美穂 岡山県 3:57:19 フルマラソン女子Ｂ組
11 ダグラス　佳織 広島県 広島鉄人会 3:58:31 フルマラソン女子Ｂ組
12 井上　琴葉 兵庫県 環太平洋大学 3:59:00 フルマラソン女子Ｂ組
13 髙﨑　奈央 東京都 4:03:08 フルマラソン女子Ｂ組
14 河内　愛 岡山県 チーム朋連走 4:11:45 フルマラソン女子Ｂ組
15 桐島　小百合 北海道 北教大釧路 4:14:37 フルマラソン女子Ｂ組
16 海野　友香理 岡山県 4:19:50 フルマラソン女子Ｂ組
17 古川　梨紗 広島県 4:20:15 フルマラソン女子Ｂ組
18 藪木　まりあ 岡山県 米谷ゼミ 4:21:28 フルマラソン女子Ｂ組
19 原　亜希 岡山県 チームＷＡＶＥ 4:21:51 フルマラソン女子Ｂ組
20 濱本　まゆみ 岡山県 4:23:39 フルマラソン女子Ｂ組
21 金光　美咲 岡山県 玉野光南 4:23:44 フルマラソン女子Ｂ組
22 平田　楓 岡山県 4:26:19 フルマラソン女子Ｂ組
23 小松　香央里 岡山県 4:27:56 フルマラソン女子Ｂ組
24 縄田　有衣子 山口県 4:30:37 フルマラソン女子Ｂ組
25 田村　美稀 岡山県 玉野光南 4:31:14 フルマラソン女子Ｂ組
26 八木　沙和子 北海道 北海道教育大学釧路校 4:32:12 フルマラソン女子Ｂ組
27 竹内　友美 岡山県 エイコー自動車 4:33:42 フルマラソン女子Ｂ組
28 寺野　さくら 富山県 4:38:40 フルマラソン女子Ｂ組
29 香川　あずさ 岡山県 4:39:04 フルマラソン女子Ｂ組
30 服部　幸 岡山県 4:39:18 フルマラソン女子Ｂ組
31 粟村　綾 広島県 4:42:06 フルマラソン女子Ｂ組
32 保田　淳江 広島県 4:43:31 フルマラソン女子Ｂ組
33 野呂　和歌子 三重県 4:43:52 フルマラソン女子Ｂ組
34 重本　鈴歩 岡山県 4:45:28 フルマラソン女子Ｂ組
35 浅野　花帆 岡山県 岡山東商業 4:47:00 フルマラソン女子Ｂ組
36 三原　香穂 岡山県 岡山東商 4:47:00 フルマラソン女子Ｂ組
37 田中　梨華 岡山県 4:47:14 フルマラソン女子Ｂ組
38 山本　明美 島根県 4:47:35 フルマラソン女子Ｂ組
39 立石　真智子 広島県 マルガリータの風 4:47:50 フルマラソン女子Ｂ組
40 多田　幸子 岡山県 フライングラッツ 4:48:34 フルマラソン女子Ｂ組
41 西角　美咲 岡山県 4:49:00 フルマラソン女子Ｂ組
42 橋本　育 岡山県 岡山中央奉還町病院 4:50:34 フルマラソン女子Ｂ組
43 柏戸　萌子 大阪府 ミズノ株式会社 4:50:40 フルマラソン女子Ｂ組
44 安田　万智子 岡山県 清心女子大学 4:51:45 フルマラソン女子Ｂ組
45 杉浦　郁 岡山県 4:51:47 フルマラソン女子Ｂ組
46 村田　百合子 山口県 4:51:47 フルマラソン女子Ｂ組
47 東　真弓 岡山県 セカヒガ 4:52:09 フルマラソン女子Ｂ組
48 河村　恵里 岡山県 ブルードッグ 4:54:59 フルマラソン女子Ｂ組
49 政谷　美有 北海道 北教大釧路 4:57:54 フルマラソン女子Ｂ組
50 杉立　真那 大阪府 ミズノ株式会社 4:59:50 フルマラソン女子Ｂ組
51 友實　直美 岡山県 5:00:50 フルマラソン女子Ｂ組
52 専坊　ゆかり 広島県 5:01:20 フルマラソン女子Ｂ組
53 上郷　玲子 岡山県 5:07:01 フルマラソン女子Ｂ組
54 廣田　奈美 岡山県 川崎医療福祉大学 5:08:38 フルマラソン女子Ｂ組
55 上場　瞳 大阪府 ＦＭ岡山アリハピ 5:08:41 フルマラソン女子Ｂ組
56 太田　華花 岡山県 玉野光南 5:09:19 フルマラソン女子Ｂ組
57 岩中　まき 岡山県 岩中水産 5:11:33 フルマラソン女子Ｂ組
58 イムブンス　ラダーコン 岡山県 5:11:58 フルマラソン女子Ｂ組
59 チョーブゲオ　ニッタヤ 岡山県 5:11:59 フルマラソン女子Ｂ組
60 山本　百華 岡山県 川崎医療福祉大学 5:12:19 フルマラソン女子Ｂ組
61 玄馬　歩佳 岡山県 玉野光南高等学校 5:14:48 フルマラソン女子Ｂ組
62 平野　双葉 岡山県 5:14:48 フルマラソン女子Ｂ組
63 中村　有里 岡山県 玉野光南 5:14:48 フルマラソン女子Ｂ組
64 安永　綾佳 岡山県 5:15:21 フルマラソン女子Ｂ組
65 平松　佳奈 岡山県 5:17:59 フルマラソン女子Ｂ組
66 笹野　有希 岡山県 川崎医療福祉大学 5:18:10 フルマラソン女子Ｂ組
67 三宅　麻衣子 岡山県 5:18:22 フルマラソン女子Ｂ組
68 山室　奈津美 岡山県 5:20:55 フルマラソン女子Ｂ組
69 良田　佳奈美 岡山県 5:21:04 フルマラソン女子Ｂ組
70 米川　彩紀 岡山県 5:21:54 フルマラソン女子Ｂ組
71 天上　史帆里 岡山県 ペイフォワード 5:22:22 フルマラソン女子Ｂ組
72 光藤　恵理 岡山県 5:28:10 フルマラソン女子Ｂ組
73 原瀬　優花 岡山県 5:34:23 フルマラソン女子Ｂ組
74 遠藤　愛果 岡山県 5:34:23 フルマラソン女子Ｂ組
75 森　芹菜 岡山県 玉野光南高校 5:34:24 フルマラソン女子Ｂ組



76 山本　知奈 兵庫県 5:36:24 フルマラソン女子Ｂ組
77 菊池　友紀 岡山県 岡山大学 5:36:50 フルマラソン女子Ｂ組
78 稲葉　景子 岡山県 5:42:39 フルマラソン女子Ｂ組
79 中野　有紀 岡山県 5:44:01 フルマラソン女子Ｂ組
80 花谷　その子 岡山県 5:44:56 フルマラソン女子Ｂ組
81 岸槌　祐美 岡山県 5:51:35 フルマラソン女子Ｂ組
82 森本　さおり 岡山県 5:52:31 フルマラソン女子Ｂ組
83 能勢　樹葉 岡山県 5:53:15 フルマラソン女子Ｂ組
84 本同　生枝 岡山県 5:53:36 フルマラソン女子Ｂ組
85 安本　美奈 岡山県 ＊チーム安本 5:54:26 フルマラソン女子Ｂ組
86 竹内　綾音 岡山県 川崎医療福祉大学 5:54:39 フルマラソン女子Ｂ組
87 西野　美雪 岡山県 5:55:33 フルマラソン女子Ｂ組
88 向井　瑠美依 岡山県 ビーマックス 5:58:22 フルマラソン女子Ｂ組


