
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
1 1601 3時間03分01秒 俵　千香 ﾀﾜﾗ ﾁｶ ＴＥＡＭＲ×Ｌ 福岡県
2 1629 3時間44分15秒 鈴木　純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ - 兵庫県
3 1604 3時間46分08秒 吉田　知子 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 本城ながたＪＣ 福岡県
4 1603 3時間50分00秒 松本　和恵 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｴ - 福岡県
5 1632 3時間52分54秒 山城　佳奈恵 ﾔﾏｼﾛ ｶﾅｴ - 山口県
6 1616 3時間58分49秒 山田　陽子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ いの吉 福岡県
7 1602 3時間59分28秒 中村　幸恵 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｴ - 広島県
8 1615 4時間04分43秒 森次　良江 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾖｼｴ - 山口県
9 1610 4時間17分49秒 三好　佐知 ﾐﾖｼ ｻﾁ - 福岡県
10 1608 4時間17分59秒 安達　裕子 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ - 福岡県
11 1619 4時間23分21秒 岡村　旬子 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ - 山口県
12 1677 4時間24分34秒 金山　香織 ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾘ 維新ランナーズ 山口県
13 1623 4時間27分48秒 藤原　千恵美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴﾐ 丸スタ 香川県
14 1628 4時間29分04秒 中山　美恵 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ - 静岡県
15 1674 4時間34分23秒 天川　朋子 ｱﾏｶﾜ ﾄﾓｺ - 大阪府
16 1611 4時間35分47秒 石川　則子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ 光市陸協 山口県
17 1609 4時間44分22秒 笠松　利穂 ｶｻﾏﾂ ﾘﾎ - 大阪府
18 1672 4時間46分59秒 尾崎　亜弓 ｵｻﾞｷ ｱﾕﾐ - 広島県
19 1653 4時間49分41秒 武良　理恵 ﾑﾗ ﾘｴ - 山口県
20 1617 4時間54分11秒 黒岩　節子 ｸﾛｲﾜ ｾﾂｺ - 神奈川県
21 1634 4時間58分10秒 宮田　祥子 ﾐﾔﾀ ｼｮｳｺ 維新ランナーズ 山口県
22 1625 4時間58分27秒 岡田　加恵 ｵｶﾀﾞ ｶｴ - 福岡県
23 1633 4時間59分14秒 山部　智世子 ﾔﾏﾍﾞ ﾁﾖｺ - 熊本県
24 1696 5時間00分39秒 市野　明美 ｲﾁﾉ ｱｹﾐ - 山口県
25 1607 5時間03分31秒 下八重　紀子 ｼﾓﾔｴ ﾉﾘｺ 北九州ランステ 福岡県
26 1618 5時間03分31秒 湯浅　由紀 ﾕｱｻ ﾕｷ 北九州ランステ 福岡県
27 1656 5時間07分04秒 城戸　香 ｷﾄﾞ ｶｵﾙ - 大分県
28 1627 5時間09分07秒 久野　久美子 ｸﾉ ｸﾐｺ - 東京都
29 1646 5時間18分48秒 家入　美里 ｲｴｲﾘ ﾐｻﾄ - 山口県
30 1647 5時間21分50秒 山口　真希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷ - 長崎県
31 1725 5時間22分00秒 永田　このみ ﾅｶﾞﾀ ｺﾉﾐ - 東京都
32 1726 5時間22分00秒 丸山　京子 ﾏﾙﾔﾏ ｷｮｳｺ - 東京都
33 1636 5時間22分01秒 三戸　聖子 ﾐﾄ ｾｲｺ ＧＭＲＣ 山口県
34 1626 5時間22分01秒 酒井　裕美 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ - 山口県
35 1673 5時間22分45秒 上西　正子 ｶﾐﾆｼ ﾏｻｺ - 山口県
36 1613 5時間22分52秒 宇野　理英 ｳﾉ ﾘｴ - 京都府
37 1671 5時間23分45秒 東　扶実 ﾋｶﾞｼ ﾌﾐ - 山口県
38 1630 5時間28分58秒 渡辺　京子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ - 熊本県
39 1676 5時間31分27秒 松浦　恵美子 ﾏﾂｳﾗ ｴﾐｺ - 山口県
40 1655 5時間31分39秒 小河　美鈴 ｵｶﾞﾜ ﾐｽｽﾞ - 山口県
41 1640 5時間37分27秒 西山　貴子 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｺ - 山口県
42 1622 5時間38分56秒 西村　美鈴 ﾆｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ - 鹿児島県
43 1645 5時間40分36秒 杉山　由美子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾐｺ - 山口県
44 1701 5時間41分13秒 広沢　香澄 ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾐ 長門ファミリー 山口県
45 1614 5時間43分12秒 松金　美穂 ﾏﾂｶﾈ ﾐﾎ - 山口県
46 1635 5時間45分10秒 船水　桂子 ﾌﾅﾐｽﾞ ｹｲｺ - 東京都
47 1638 5時間45分50秒 板垣　好美 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾐ - 山口県
48 1694 5時間46分50秒 森山　さとみ ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ - 三重県
49 1639 5時間47分12秒 采野　知子 ｳﾈﾉ ﾄﾓｺ - 福岡県
50 1678 5時間48分38秒 木村　麻美 ｷﾑﾗ ﾏﾐ - 神奈川県
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51 1650 5時間49分51秒 中　由美子 ﾅｶ ﾕﾐｺ - 山口県
52 1663 5時間50分53秒 橋坂　一江 ﾊｼｻｶ ｶｽﾞｴ 爆走楽笑会 山口県
53 1651 5時間51分09秒 神田　和枝 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｴ - 山口県
54 1666 5時間52分35秒 仲　恵子 ﾅｶ ｹｲｺ - 山口県
55 1660 5時間57分59秒 川崎　早苗 ｶﾜｻｷ ｻﾅｴ - 東京都
56 1685 5時間58分49秒 的場　敦子 ﾏﾄﾊﾞ ｱﾂｺ - 福岡県
57 1657 6時間00分54秒 宮本　ゆか ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶ - 長崎県
58 1708 6時間02分51秒 弥益　実千代 ﾔﾏｽ ﾐﾁﾖ - 山口県
59 1682 6時間03分15秒 神谷　舞衣 ｺｳﾔ ﾏｲ - 福岡県
60 1667 6時間03分38秒 内冨　香織 ｳﾁﾄﾐ ｶｵﾘ - 山口県
61 1664 6時間04分42秒 村田　早苗 ﾑﾗﾀ ｻﾅｴ - 山口県
62 1654 6時間06分02秒 兼平　雅子 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻｺ - 山口県
63 1681 6時間06分25秒 田中　輝江 ﾀﾅｶ ﾃﾙｴ タナカヨガ教室 山口県
64 1675 6時間06分34秒 野尻　妙子 ﾉｼﾞﾘ ﾀｴｺ むつみ診療所 山口県
65 1658 6時間12分15秒 速水　葉子 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾖｳｺ - 兵庫県
66 1661 6時間20分40秒 齋藤　道子 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ - 山口県
67 1652 6時間26分26秒 奥　貞子 ｵｸ ｻﾀﾞｺ 光千坊愛走会 山口県
68 1697 6時間26分27秒 山本　訓子 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｺ チームかんや 大阪府
69 1691 6時間27分57秒 藤本　純子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ - 福岡県
70 1693 6時間27分57秒 濱野　洋子 ﾊﾏﾉ ﾖｳｺ - 福岡県
71 1692 6時間28分24秒 梶原　恵子 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｺ - 山梨県
72 1641 6時間29分50秒 泉　奈美子 ｲｽﾞﾐ ﾅﾐｺ 北九州ＲｉＣ 福岡県
73 1710 6時間34分34秒 篠田　真由美 ｼﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ アイル 広島県
74 1631 6時間35分24秒 鮫島　由香 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｶ - 福岡県
75 1688 6時間38分40秒 小川　杏奈 ｵｶﾞﾜ ｱﾝﾅ - 山口県
76 1698 6時間39分39秒 川口　早智 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾁ 小串 広島県
77 1718 6時間39分43秒 秋本　久子 ｱｷﾓﾄ ﾋｻｺ - 山口県
78 1709 6時間42分09秒 木山　理江 ｷﾔﾏ ﾘｴ - 大阪府
79 1722 6時間46分36秒 酒井　佳恵 ｻｶｲ ﾖｼｴ - 山口県
80 1699 6時間47分34秒 吉岡　美香 ﾖｼｵｶ ﾐｶ - 山口県
81 1714 6時間47分39秒 眞玉　真紀 ﾏﾀﾏ ﾏｷ - 福岡県
82 1687 6時間47分59秒 松下　富士美 ﾏﾂｼﾀ ﾌｼﾞﾐ - 奈良県
83 1715 6時間48分52秒 長尾　佳代 ﾅｶﾞｵ ｶﾖ - 山口県
84 1712 6時間48分52秒 吉谷　和美 ﾖｼﾀﾆ ｶｽﾞﾐ - 山口県
85 1705 6時間51分06秒 竹内　喜代美 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾐ - 山口県
86 1716 6時間58分32秒 宇野　きみ子 ｳﾉ ｷﾐｺ - 山口県
87 1733 7時間02分29秒 藤田　絵梨子 ﾌｼﾞﾀ ｴﾘｺ - 福岡県
88 1719 7時間03分56秒 江島　光子 ｴｼﾞﾏ ﾐﾂｺ - 山口県
89 1689 7時間07分07秒 森近　麻美 ﾓﾘﾁｶ ｱｻﾐ - 山口県
90 1690 7時間07分07秒 山根　伸子 ﾔﾏﾈ ﾉﾌﾞｺ - 山口県
91 1732 7時間08分20秒 金子　千紘 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ - 埼玉県
92 1727 7時間09分19秒 山口　真澄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｽﾐ - 神奈川県
93 1704 7時間12分30秒 寺田　峰子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾈｺ - 山口県
94 1707 7時間13分00秒 林　由香 ﾊﾔｼ ﾕｶ - 山口県
95 1662 7時間14分08秒 垣花　真美 ｶｷﾉﾊﾅ ﾏﾐ - 沖縄県
96 1702 7時間15分01秒 品野　恵子 ｼﾅﾉ ｹｲｺ - 福岡県
97 1700 7時間15分02秒 久保田　智恵 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓｴ - 福岡県
98 1724 7時間26分13秒 大熊　真由子 ｵｵｸﾏ ﾏﾕｺ - 大阪府
99 1695 7時間32分00秒 下村　郁子 ｼﾓﾑﾗ ｲｸｺ - 長崎県
100 1713 7時間34分43秒 三原　初代 ﾐﾊﾗ ﾊﾂﾖ しげちゃんズ 大分県
101 1668 7時間34分46秒 小松　裕美 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾐ - 愛知県
102 1717 7時間38分28秒 藤永　加代子 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶﾖｺ 地球防衛軍 山口県
103 1711 7時間39分25秒 藪野　美香 ﾔﾌﾞﾉ ﾐｶ - 山口県
104 1684 7時間55分55秒 重村　千恵 ｼｹﾞﾑﾗ ﾁｴ - 山口県
105 1670 7時間55分56秒 清水　美帆 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ - 山口県


