
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
ゲスト 5時間28分09秒 川内 優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ あいおいニッセイ同和損保 -

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
1 401 7時間11分23秒 足立　結香 ｱﾀﾞﾁ ﾕｶ 本城陸上クラブ 福岡県
2 403 7時間51分15秒 下村　亜夕美 ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ - 佐賀県
3 483 8時間08分43秒 松永　朋子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ - 東京都
4 402 8時間15分14秒 北村　文恵 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐｴ ミリカＡＣ 福岡県
5 404 8時間19分25秒 天野　理智 ｱﾏﾉ ﾘﾁ ガチラン 福岡県
6 405 8時間26分07秒 東　美香 ﾋｶﾞｼ ﾐｶ ＵＴＮＦ 福岡県
7 415 8時間41分04秒 久藤　映 ｸﾄﾞｳ ﾊﾕﾙ - 広島県
8 406 8時間49分39秒 山下　やすこ ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｺ チームみつばち 岡山県
9 417 8時間54分12秒 児玉　佑梨 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘ - 広島県
10 439 8時間55分04秒 勝田　敦子 ｶﾂﾀﾞ ｱﾂｺ - 福岡県
11 412 9時間04分14秒 野崎　加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ - 東京都
12 449 9時間08分40秒 杉本　里栄 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
13 489 9時間10分03秒 高橋　夏美 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ - 東京都
14 414 9時間11分33秒 朝山　志緒理 ｱｻﾔﾏ ｼｵﾘ 長門ＦＲＣ 山口県
15 435 9時間22分21秒 永田　今日子 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 広島壮年走ろう 広島県
16 408 9時間29分11秒 麻生　愛 ｱｿｳ ｱｲ - 福岡県
17 409 9時間32分14秒 山本　貴美枝 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｴ - 山口県
18 407 9時間35分02秒 緒方　富士子 ｵｶﾞﾀ ﾌｼﾞｺ 福岡ニコニコ会 福岡県
19 457 9時間35分43秒 的場　日出加 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞｶ - 東京都
20 421 9時間45分23秒 岡　律子 ｵｶ ﾘﾂｺ Ｔ．ＶＩＶＡ！ 山口県
21 484 9時間48分43秒 細谷　みゆき ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ - 千葉県
22 450 10時間06分45秒 森藤　由花 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾕｶ 福岡友走クラブ 福岡県
23 425 10時間27分16秒 松尾　千尋 ﾏﾂｵ ﾁﾋﾛ - 福岡県
24 432 10時間27分52秒 石田　雅代 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖ - 福岡県
25 423 10時間33分13秒 古市　裕子 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｺ - 福岡県
26 413 10時間33分40秒 高　知愛 ｺｳ ｼﾞｴ - 広島県
27 410 10時間38分59秒 澄川　美穂 ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾎ - 島根県
28 426 10時間47分41秒 伊藤　由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 熊本てれっと 熊本県
29 455 10時間51分46秒 岡本　真由美 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ - 福岡県
30 428 10時間54分08秒 原田　奈津子 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｺ - 福岡県
31 424 10時間58分25秒 三井　亜子 ﾐﾂｲ ｱｺ - 山口県
32 411 10時間59分01秒 田原　葉子 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｳｺ - 広島県
33 445 11時間05分48秒 香月　早苗 ｶﾂｷ ｻﾅｴ - 山口県
34 464 11時間15分42秒 永野　奈美 ﾅｶﾞﾉ ﾅﾐ - 福岡県
35 463 11時間16分07秒 大久保　ひとみ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ - 鹿児島県
36 452 11時間16分51秒 加藤　由美子 ｶﾄｳ ﾕﾐｺ - 福岡県
37 481 11時間18分12秒 海野　房江 ｳﾝﾉ ﾌｻｴ - 神奈川県
38 482 11時間18分29秒 末永　操 ｽｴﾅｶﾞ ﾐｻｵ - 福岡県
39 444 11時間31分33秒 中田　佳奈 ﾅｶﾀ ｶﾅ - 福岡県
40 442 11時間32分52秒 高田　晶子 ﾀｶﾀ ｱｷｺ - 山口県
41 437 11時間34分50秒 後藤　由佳 ｺﾞﾄｳ ﾕｶ ＴＥＡＭーＡ 山口県
42 472 11時間38分41秒 宇佐美　展子 ｳｻﾐ ﾉﾌﾞｺ - 三重県
43 470 11時間47分48秒 谷口　早苗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅｴ - 山口県
44 473 11時間47分58秒 酒井　祐美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ - 山口県
45 448 11時間48分27秒 志田　奈保子 ｼﾀﾞ ﾅﾎｺ 福マラＲＣ 福岡県
46 476 11時間49分51秒 渡辺　ひろみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ - 福岡県
47 422 11時間50分51秒 植田　靖子 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｺ ＴＥＡＭーＡ 山口県
48 446 11時間51分18秒 長谷川　朋子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ - 広島県
49 479 11時間55分43秒 岡野　康子 ｵｶﾉ ﾔｽｺ - 山口県
50 469 12時間02分04秒 谷川　洋子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ - 福岡県

ダブルフルマラソン 女性総合



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
51 478 12時間02分51秒 田崎　陽子 ﾀｻｷ ﾖｳｺ 走ろう会下関 山口県
52 434 12時間02分55秒 藤本　恵美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 維新ゴルフ部 山口県
53 440 12時間05分19秒 土井　裕子 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ - 香川県
54 451 12時間05分25秒 小森　真白 ｺﾓﾘ ﾏｼﾛ - 山口県
55 480 12時間09分56秒 堀内　まゆ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ - 東京都
56 475 12時間16分05秒 五嶋　美絵子 ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ - 山口県
57 462 12時間16分06秒 宗金　忍 ﾑﾈｶﾈ ｼﾉﾌﾞ - 山口県
58 474 12時間19分09秒 清水　美穂 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ - 福岡県
59 467 12時間21分17秒 関　亜希子 ｾｷ ｱｷｺ チームミッキー 滋賀県
60 488 12時間21分17秒 寺澤　美香 ﾃﾗｻﾜ ﾐｶ - 大阪府
61 430 12時間24分00秒 大川内　李佳 ｵｵｶﾜﾁ ﾘｶ - 佐賀県
62 453 12時間26分08秒 廣中　裕子 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾛｺ - 山口県
63 477 12時間30分06秒 下田　喜子 ｼﾓﾀﾞ ﾋｻｺ - 福岡県
64 420 12時間30分35秒 髙木　実咲 ﾀｶｷﾞ ﾐｻｷ - 大阪府
65 433 12時間39分40秒 福冨　幸子 ﾌｸﾄﾐ ｻﾁｺ - 山口県
66 441 12時間41分27秒 竹村　陽子 ﾀｹﾑﾗ ﾖｳｺ - 山口県
67 419 12時間42分55秒 石原　聖美 ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ - 兵庫県
68 468 12時間48分53秒 斉藤　直子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ - 東京都
69 471 12時間50分28秒 松村　優子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ チーム美酒ラン 福岡県
70 447 12時間54分50秒 小林　敏美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ 山口ランネット 山口県


