
順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
1 吉光　和恵 岡山県 倉敷福田走友会 2:59:32 フルマラソン女子Ａ組
2 佐藤　恵美子 岡山県 桃太郎夢クラブ 3:14:33 フルマラソン女子Ａ組
3 山下　映子 香川県 3:17:35 フルマラソン女子Ａ組
4 太田　香 岡山県 3:26:17 フルマラソン女子Ａ組
5 石黒　聡子 広島県 3:28:30 フルマラソン女子Ａ組
6 殿山　恭代 広島県 ビッグラン 3:30:38 フルマラソン女子Ａ組
7 小原　好美 岡山県 3:32:22 フルマラソン女子Ａ組
8 柚木　雅子 岡山県 岡山マスターズ 3:36:10 フルマラソン女子Ａ組
9 藤田　千尋 岡山県 はっぴーず 3:36:49 フルマラソン女子Ａ組
10 平井　陽子 岡山県 ペルピエＲＣ 3:45:09 フルマラソン女子Ａ組
11 片山　佳美 岡山県 3:46:21 フルマラソン女子Ａ組
12 池久保　佳代子 広島県 3:49:48 フルマラソン女子Ａ組
13 篠原　幸子 岡山県 むちむち灘崎 3:49:50 フルマラソン女子Ａ組
14 馬越　章子 岡山県 もと多津美 3:51:01 フルマラソン女子Ａ組
15 中村　直子 広島県 3:51:10 フルマラソン女子Ａ組
16 島村　晴美 岡山県 ペルピエ 3:52:09 フルマラソン女子Ａ組
17 金島　寛子 岡山県 3:53:45 フルマラソン女子Ａ組
18 柴　美千代 北海道 楽走４１２旭川 3:54:45 フルマラソン女子Ａ組
19 桑原　俊子 岡山県 チーム皆勤 3:57:12 フルマラソン女子Ａ組
20 秋山　志津江 広島県 3:58:49 フルマラソン女子Ａ組
21 原　清美 岡山県 ペルピエ 3:58:58 フルマラソン女子Ａ組
22 比田　百合子 島根県 3:59:42 フルマラソン女子Ａ組
23 中西　千恵 広島県 4:05:36 フルマラソン女子Ａ組
24 西村　恵利加 広島県 4:05:55 フルマラソン女子Ａ組
25 豊田　純子 鳥取県 4:06:55 フルマラソン女子Ａ組
26 藤原　由起 岡山県 茶屋町みやけ歯科医院 4:08:08 フルマラソン女子Ａ組
27 田中　直美 愛知県 4:09:35 フルマラソン女子Ａ組
28 北村　礼子 岡山県 ＦＥＲＣ 4:11:56 フルマラソン女子Ａ組
29 前田　紀子 岡山県 4:13:36 フルマラソン女子Ａ組
30 秋山　有紀 岡山県 川崎学園 4:14:34 フルマラソン女子Ａ組
31 片山　恵子 岡山県 岡山県庁走ろう会 4:15:10 フルマラソン女子Ａ組
32 篠丸　さおり 香川県 4:15:26 フルマラソン女子Ａ組
33 小川　好子 岡山県 4:16:04 フルマラソン女子Ａ組
34 船越　恵子 岡山県 岡山ＡＣ 4:17:01 フルマラソン女子Ａ組
35 竹本　浩子 岡山県 岡山大学病院 4:17:03 フルマラソン女子Ａ組
36 向井　由香利 神奈川県 4:19:53 フルマラソン女子Ａ組
37 西本　有美子 香川県 4:20:17 フルマラソン女子Ａ組
38 山下　忍 岡山県 4:20:19 フルマラソン女子Ａ組
39 小林　昌子 岡山県 4:21:59 フルマラソン女子Ａ組
40 岡崎　友子 岡山県 4:22:42 フルマラソン女子Ａ組
41 宇田　一代 広島県 芦田川ＲＣ 4:23:45 フルマラソン女子Ａ組
42 浦上　洋子 岡山県 4:24:25 フルマラソン女子Ａ組
43 近藤　佐枝 岡山県 4:25:23 フルマラソン女子Ａ組
44 鈴木　範子 岡山県 4:25:48 フルマラソン女子Ａ組
45 乙部　えみ 岡山県 4:26:49 フルマラソン女子Ａ組
46 氏次　飛鳥 高知県 4:28:05 フルマラソン女子Ａ組
47 井上　久美 岡山県 4:28:21 フルマラソン女子Ａ組
48 沼田　郁子 広島県 広島壮年走ろう会 4:28:49 フルマラソン女子Ａ組
49 住田　優子 岡山県 4:29:17 フルマラソン女子Ａ組
50 荒井　恵子 岡山県 4:29:59 フルマラソン女子Ａ組
51 渡部　章江 岡山県 歩いていこう 4:30:59 フルマラソン女子Ａ組
52 竹下　真由美 岡山県 オハナ不動産 4:31:31 フルマラソン女子Ａ組
53 岡田　ひかる 岡山県 チーム若林 4:33:21 フルマラソン女子Ａ組
54 山下　佐和 岡山県 カンサイ製あん 4:34:46 フルマラソン女子Ａ組
55 森　和賀子 岡山県 4:35:00 フルマラソン女子Ａ組
56 野口　美絵 岡山県 ＲｏｃｋＲｕｎ 4:35:47 フルマラソン女子Ａ組
57 山本　和美 岡山県 倉敷　ＲＣ 4:36:02 フルマラソン女子Ａ組
58 太田　和恵 岡山県 岡山ゴルフクラブ 4:36:11 フルマラソン女子Ａ組
59 古好　佳代 兵庫県 4:38:39 フルマラソン女子Ａ組
60 阪本　真寿美 岡山県 カキオコ 4:39:48 フルマラソン女子Ａ組
61 杉本　真由美 岡山県 4:40:26 フルマラソン女子Ａ組
62 青井　智恵 岡山県 慈圭病院 4:42:05 フルマラソン女子Ａ組
63 下市　由起子 岡山県 4:42:34 フルマラソン女子Ａ組
64 曽根　真理子 広島県 4:42:47 フルマラソン女子Ａ組
65 前原　有美 岡山県 シャトーマルゴー 4:42:56 フルマラソン女子Ａ組
66 西澤　朋枝 岡山県 4:43:48 フルマラソン女子Ａ組
67 髙本　美恵子 岡山県 倉敷シルバーセンター 4:44:28 フルマラソン女子Ａ組
68 下山　裕子 岡山県 モミジヤＡＣ 4:45:37 フルマラソン女子Ａ組
69 片岡　加代 滋賀県 全国走破屋 4:46:47 フルマラソン女子Ａ組
70 木原　美紀 広島県 4:47:19 フルマラソン女子Ａ組
71 岡部　綾子 愛媛県 4:48:21 フルマラソン女子Ａ組
72 田中　香代 岡山県 中国銀行 4:48:59 フルマラソン女子Ａ組
73 森内　美江 岡山県 チームテラ 4:49:46 フルマラソン女子Ａ組
74 小玉　容子 島根県 4:50:52 フルマラソン女子Ａ組
75 田原　葉子 広島県 4:51:19 フルマラソン女子Ａ組



76 深津　美智代 岡山県 きよね夢てらす 4:53:11 フルマラソン女子Ａ組
77 山本　真里 岡山県 4:53:13 フルマラソン女子Ａ組
78 多田　美佐子 香川県 4:54:25 フルマラソン女子Ａ組
79 田村　有貴江 岡山県 4:56:19 フルマラソン女子Ａ組
80 奥田　美知子 広島県 4:57:14 フルマラソン女子Ａ組
81 平井　結花 千葉県 4:58:11 フルマラソン女子Ａ組
82 田村　絹子 岡山県 4:58:14 フルマラソン女子Ａ組
83 上野　智子 岡山県 4:58:18 フルマラソン女子Ａ組
84 佐川　和美 岡山県 むちむち灘崎 5:00:26 フルマラソン女子Ａ組
85 兼光　純子 岡山県 5:00:57 フルマラソン女子Ａ組
86 葭野　香菜子 岡山県 チーム百笑 5:01:47 フルマラソン女子Ａ組
87 小椋　こずえ 岡山県 5:02:46 フルマラソン女子Ａ組
88 実末　あゆち 岡山県 5:02:47 フルマラソン女子Ａ組
89 前原　美枝 岡山県 5:03:43 フルマラソン女子Ａ組
90 石川　清美 広島県 5:03:53 フルマラソン女子Ａ組
91 三浦　喜美子 愛知県 5:06:37 フルマラソン女子Ａ組
92 三宅　美佳 岡山県 5:08:17 フルマラソン女子Ａ組
93 矢吹　道代 岡山県 ランスマ部 5:08:53 フルマラソン女子Ａ組
94 伊東　美香 岡山県 5:09:05 フルマラソン女子Ａ組
95 高見　幸子 兵庫県 5:09:17 フルマラソン女子Ａ組
96 笹岡　由美子 岡山県 5:12:03 フルマラソン女子Ａ組
97 稲村　範子 岡山県 （株）大和ＳＥＣ 5:12:16 フルマラソン女子Ａ組
98 川上　寿子 岡山県 大和魂 5:12:37 フルマラソン女子Ａ組
99 真邉　容子 広島県 5:13:20 フルマラソン女子Ａ組
100 淺野　彩 岡山県 チック真庭 5:14:28 フルマラソン女子Ａ組
101 磯崎　淳子 岡山県 チーム百笑 5:15:15 フルマラソン女子Ａ組
102 中山　由美子 岡山県 5:16:40 フルマラソン女子Ａ組
103 名連　恵子 岡山県 ペルピエＲＣ 5:17:00 フルマラソン女子Ａ組
104 熊澤　真澄 岡山県 5:18:55 フルマラソン女子Ａ組
105 渡部　ひとみ 岡山県 5:19:12 フルマラソン女子Ａ組
106 水嶋　小百合 岡山県 5:20:12 フルマラソン女子Ａ組
107 福澤　緑 岡山県 5:20:13 フルマラソン女子Ａ組
108 佐々木　喜美枝 島根県 駅鈴クラブ 5:20:23 フルマラソン女子Ａ組
109 奥山　有利恵 岡山県 梶岡建設 5:21:38 フルマラソン女子Ａ組
110 花谷　祐子 岡山県 5:22:53 フルマラソン女子Ａ組
111 村松　みゆき 静岡県 かけがわとくしＺ４ 5:23:13 フルマラソン女子Ａ組
112 大西　和子 香川県 5:23:54 フルマラソン女子Ａ組
113 弓場　マミ 大阪府 むぎ 5:24:52 フルマラソン女子Ａ組
114 大倉　邦子 岡山県 5:25:05 フルマラソン女子Ａ組
115 山本　雅美 広島県 5:26:26 フルマラソン女子Ａ組
116 山本　薫 岡山県 はらぺこうつわ 5:27:26 フルマラソン女子Ａ組
117 長尾　順子 岡山県 5:28:25 フルマラソン女子Ａ組
118 藤原　有子 岡山県 川崎学園互助会 5:28:29 フルマラソン女子Ａ組
119 眞鍋　薫 岡山県 5:29:09 フルマラソン女子Ａ組
120 赤澤　容子 岡山県 5:29:59 フルマラソン女子Ａ組
121 田畑　典子 広島県 5:31:49 フルマラソン女子Ａ組
122 保坂　和代 大阪府 5:31:59 フルマラソン女子Ａ組
123 道広　雅子 岡山県 5:32:31 フルマラソン女子Ａ組
124 川端　里美 兵庫県 5:33:25 フルマラソン女子Ａ組
125 大橋　佳奈 岡山県 チーム百笑 5:35:43 フルマラソン女子Ａ組
126 池田　順子 岡山県 5:35:58 フルマラソン女子Ａ組
127 友野　文恵 岡山県 5:38:15 フルマラソン女子Ａ組
128 太田　美保 広島県 トリプル３ 5:39:51 フルマラソン女子Ａ組
129 白神　靖子 岡山県 5:40:55 フルマラソン女子Ａ組
130 蟹江　詩穂 福岡県 5:42:05 フルマラソン女子Ａ組
131 中坊　京子 広島県 5:44:36 フルマラソン女子Ａ組
132 赤松　要子 岡山県 5:44:38 フルマラソン女子Ａ組
133 森田　泰子 広島県 トリプル３ 5:46:12 フルマラソン女子Ａ組
134 佐藤　明子 広島県 5:47:22 フルマラソン女子Ａ組
135 新免　美律 岡山県 5:49:08 フルマラソン女子Ａ組
136 伊丹　公美 岡山県 5:49:35 フルマラソン女子Ａ組
137 山本　明美 岡山県 5:50:21 フルマラソン女子Ａ組
138 山本　利枝 島根県 5:50:53 フルマラソン女子Ａ組
139 大垣　和恵 岡山県 5:51:58 フルマラソン女子Ａ組
140 本慶　啓子 広島県 5:53:35 フルマラソン女子Ａ組
141 川上　優子 岡山県 5:57:08 フルマラソン女子Ａ組
142 片山　晴美 岡山県 5:59:31 フルマラソン女子Ａ組


