
 １００ｋｍ　女子
順位 ゼッケンNO 氏名 ｶﾅ 市町村/都道府県 記録

1 1407 我那覇 昭子 ｶﾞﾅﾊ ｼｮｳｺ 那覇市 10:16:04

2 1442 山澤 洋子 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾖｳｺ 東京都 10:57:13

3 1417 網蔵 久美子 ｱﾐｸﾗ ｸﾐｺ 東京都 11:07:22

4 1436 髙橋 瑠奈 ﾀｶﾊｼ 愛知県 11:33:10

5 1421 阪本 奈津実 ｻｶﾓﾄ ﾅﾂﾐ 京都府 11:54:52

6 1431 飯村 由里子 ｲｲﾑﾗ ﾕﾘｺ 東京都 12:16:22

7 1391 井岡 弘恵 ｲｵｶ ﾋﾛｴ 愛媛県 12:23:59

8 1437 金城 文子 ｷﾝｼﾞｮｳ 名護市 12:50:59

9 1415 折田 真弓 ｵﾘﾀ ﾏﾕﾐ 大阪府 12:53:46

10 1412 廣瀬 有美 ﾋﾛｾ ﾕﾐ 千葉県 12:54:22

11 1425 神 福幸子 ｼﾞﾝ ﾌｻｺ 大阪府 12:58:53

12 1393 中田 里美 ﾅｶﾀ ｻﾄﾐ 香川県 13:19:05

13 1446 百合 みのり ﾕﾘ ﾐﾉﾘ 沖縄市 13:21:05

14 1414 堺 浩美 ｻｶｲ ﾊﾙﾐ 茨城県 13:30:02

15 1397 水野 真弓 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾕﾐ 愛媛県 13:30:19

16 1429 村上 恭子 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｺ 神奈川県 13:30:28

17 1403 三原 晶子 ﾐﾊﾗ ｼｮｳｺ 愛媛県 13:46:14

18 1405 竹森 晴美 ﾀｹﾓﾘ ﾊﾙﾐ 群馬県 13:53:37

19 1392 矢部 幸子 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 徳島県 13:57:55

20 1399 寺澤 美香 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾐｶ 大阪府 14:12:39

21 1444 仲尾次 美千代 ﾅｶｵｼﾞ ﾐﾁﾖ 那覇市 14:17:05

22 1434 大友 真理江 ｵｵﾄﾓ ﾏﾘｴ 奈良県 14:18:57

23 1426 中野 和子 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｺ 大阪府 14:20:51

24 1430 関 亜希子 ｾｷ ｱｷｺ 滋賀県 14:21:17

25 1438 黒岡 由美子 ｸﾛｵｶ 岡山県 14:24:22

26 1423 大久保 友貴 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷ 名護市 14:25:15

27 1432 石田 秀子 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 大阪府 14:25:44

28 1435 平岩 裕美 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾐ 大阪府 14:25:48

29 1443 佐久川 貴子 ｻｸｶﾞﾜ ﾀｶｺ 読谷村 14:28:55

30 1433 今井 孝子 ｲﾏｲ ﾀｶｺ 大阪府 14:39:25

31 1401 池田 奈加 ｲｹﾀﾞ ﾅｶ 兵庫県 14:40:28

32 1428 岡野 夏江 ｵｶﾉ ﾅﾂｴ 香川県 14:43:17

33 1390 池原 満 ｲｹﾊﾗ ﾐﾂﾙ 福井県 14:46:56

34 1418 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 宮城県 14:47:44

35 1445 川上 彩 ｶﾜｶﾐ ｱﾔ 千葉県 14:52:14

36 1413 吉川 松代 ﾖｼｶﾜ ﾏﾂﾖ 大阪府 14:53:14

37 1420 古賀 久恵 ｺｶﾞ ﾋｻｴ 名護市 14:53:34

38 1439 太田 やわね ｵｵﾀ 埼玉県 14:55:06

39 1395 郡 美由紀 ｺｵﾘ ﾐﾕｷ 千葉県 14:55:42


