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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 3014 金子 恵理 ｶﾈｺ ｴﾘ みなみの風 高知市 0:50:47

2 3012 石崎 花奈 ｲｼｻﾞｷ ｶﾅ 愛媛県 0:56:13

3 3023 有友 可奈 ｱﾘﾄﾓ ｶﾅ スミトモ 四万十市 1:00:12

4 3001 岡村 幸子 ｵｶﾑﾗ ｻﾁｺ 宿毛市 1:00:32

5 3035 宮本 歩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾕﾐ 住友生命 宿毛市 1:00:43

6 3030 鍋島 真弥 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾔ 須崎市 1:02:12

7 3021 石本 桜子 ｲｼﾓﾄ ｻｸﾗｺ 高知市 1:03:09

8 3031 和田 安生 ﾜﾀﾞ ｱｷ ちゃがまＲｕｎ 香南市 1:03:44

9 3003 居本 智保 ｲﾓﾄ ﾅﾎ 高知市 1:03:59

10 3018 池 桃華 ｲｹ ﾓﾓｶ 四万十市 1:04:39

11 3005 藤近 ひとみ ﾄｳﾁｶ ﾋﾄﾐ 西和コンサル 宿毛市 1:06:04

12 3046 山本 海暢 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶﾄﾞ 愛媛県 1:06:53

13 3025 佐藤 彩花 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 大阪府 1:09:19

14 3029 橋元 粧子 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺ けんみん病院 宿毛市 1:10:32

15 3013 菊田 佳織 ｷｸﾀﾞ ｶｵﾘ 四万十市 1:12:21

16 3038 名本 朱花 ﾅﾓﾄ ｱﾔｶ 愛媛県 1:12:54

17 3026 吉村 友里 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾘ 土佐市 1:13:31

18 3047 中川 佳奈 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅ 四万十市 1:14:06

19 3043 中村 知香 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ らっきょガール 土佐清水市 1:14:30

20 3008 山中 昭子 ﾔﾏﾅｶ ｱｷｺ 蝋人形の館 高知市 1:16:57

21 3045 所谷 美里 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ﾐｻﾄ 四万十市 1:17:12

22 3007 西野 奈々 ﾆｼﾉ ﾅﾅ 高知市 1:18:40

23 3034 奥川 真衣 ｵｸｶﾞﾜ ﾏｲ 阿波土佐 宿毛市 1:21:03

24 3044 坂本 麻衣 ｻｶﾓﾄ ﾏｲ 愛媛県 1:21:17

25 3037 池内 希衣 ｲｹｳﾁ ｷｴ 高知市 1:21:18

26 3040 辻 未萌 ﾂｼﾞ ﾐﾎｳ 埼玉県 1:23:28

27 3002 河添 早甫 ｶﾜｿﾞｴ ｻﾎ 蝋人形の館 高知市 1:26:28

28 3027 池田 真美 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾐ 愛媛県 1:28:15

29 3019 那須 愛美 ﾅｽ ﾒｸﾞﾐ 愛媛県 1:28:27

30 3004 黒田 真貴 ｸﾛﾀﾞ ﾏｷ 愛媛県 1:28:49

31 3041 谷口 茜 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｶﾈ ぷらいど 愛媛県 1:29:24

32 3042 谷口 美里 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｻﾄ ぷらいど 愛媛県 1:29:24

33 3024 西村 愛莉 ﾆｼﾑﾗ ｱｲﾘ 宿毛市 1:29:59

34 3011 毛山 薫 ｹﾔﾏ ｶｵﾙ 毛山病院 高知市 1:32:22

35 3017 竹内 彩乃 ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾉ 高知市 1:32:55

36 3016 廣末 茜 ﾋﾛｽｴ ｱｶﾈ 高知市 1:32:55

37 3015 北村 有希 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷ 高知市 1:32:55
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