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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 1008 二宮 歩美 ﾆﾉﾐﾔ ｱﾕﾐ 愛媛県 1:30:42

2 1047 揚田 奈穂 ｱｹﾞﾀ ﾅﾎ まるＲＣ いの町 1:37:39

3 1006 岡村 里沙 ｵｶﾑﾗ ﾘｻ チーム佐川 高知市 1:40:27

4 1026 岸 明里 ｷｼ ｱｶﾘ （株）つるや 愛媛県 1:45:12

5 1033 徳岡 奈菜子 ﾄｸｵｶ ﾅﾅｺ 高知市 1:56:45

6 1035 渡辺 成美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 愛媛県 1:59:34

7 1027 西山 姫代 ﾆｼﾔﾏ ｷﾖ いの町 2:08:39

8 1007 坂本 朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ ぷらいど 愛媛県 2:08:49

9 1030 齊藤 弓子 ｻｲﾄｳ ﾕﾐｺ 高知県庁 香南市 2:10:40

10 1010 高木 慈 ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 高知市 2:10:45

11 1066 酒井 志乃 ｻｶｲ ｼﾉ 土佐清水市 2:12:30

12 1022 山中 沙緒理 ﾔﾏﾅｶ ｻｵﾘ 高知調剤 奈半利町 2:18:27

13 1058 田中 美千子 ﾀﾅｶ ﾐﾁｺ 愛媛県 2:19:20

14 1043 中村 翠 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ けんみん病院 黒潮町 2:20:30

15 1003 山本 紗矢 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 宿毛市 2:20:37

16 1021 野瀬 幸世 ﾉｾ ｻﾁﾖ 高知市 2:21:01

17 1051 村口 紗也 ﾑﾗｸﾞﾁ ｻﾔ 香川県 2:22:11

18 1014 新城 美希 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾐｷ 新城養鯉場 愛媛県 2:22:46

19 1019 小林 礼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 四万十市 2:22:56

20 1037 中川 香菜 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅ 高知整形 高知市 2:23:10

21 1002 松本 亜子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｺ 宿毛市 2:24:51

22 1060 依田 彩加 ﾖﾀﾞ ｱﾔｶ 愛媛県 2:26:42

23 1009 鈴木 千津 ｽｽﾞｷ ﾁﾂﾞ 高知市 2:27:34

24 1056 山中 総子 ﾔﾏﾅｶ ﾌｻｺ 高知市 2:28:15

25 1031 浜渦 希弥 ﾊﾏｳｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 高知整形 高知市 2:28:23

26 1050 上野 静香 ｳｴﾉ ｼｽﾞｶ 四万十市 2:29:57

27 1020 豊田 真里 ﾄﾖﾀ ﾏﾘ 京都府 2:30:18

28 1018 小橋 絵里子 ｺﾊﾞｼ ｴﾘｺ 野村證券 高知市 2:32:07

29 1055 藤原 理央 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｵ 高知市 2:32:56

30 1041 岡林 夏 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾂ 高知市 2:34:29

31 1005 萬 唯那 ﾖﾛｽﾞ ﾕｲﾅ 高校生 宿毛市 2:36:15

32 1017 渡邉 千佳子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶｺ 愛媛県 2:37:50

33 1023 山口 詩音 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高知市 2:37:52

34 1049 中田 静香 ﾅｶﾀ ｼｽﾞｶ 四万十市 2:39:15

35 1053 越智 潤子 ｵﾁ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県 2:39:27

36 1063 上野 優香 ｳｴﾉ ﾕｳｶ 高知市 2:39:31

37 1015 中城 りさ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｻ 佐川町 2:39:36

38 1059 村越 淳子 ﾑﾗｺｼ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県 2:44:35

39 1048 西崎 真紀 ﾆｼｻﾞｷ ﾏｷ 高知市 2:46:26

40 1045 岡本 梨愛 ｵｶﾓﾄ ﾘｱ 幡多看 宿毛市 2:49:29

41 1044 松田 陽花 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ 幡多看 宿毛市 2:49:29

42 1001 阿部 円香 ｱﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 四万十市 2:51:56

43 1065 伊藤 加純 ｲﾄｳ ｶｽﾐ 高知市 2:53:41

44 1054 川村 知子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ 高知市 2:56:13

45 1025 岡本 沙羅 ｵｶﾓﾄ ｻﾗ 宿毛市 3:07:53

46 1012 矢野川 花菜 ﾔﾉｶﾞﾜ ｶﾅ 高知市 3:13:30

47 1011 濱脇 実香 ﾊﾏﾜｷ ﾐｶ 高知市 3:13:30

48 1061 山岡 久恵 ﾔﾏｵｶ ﾋｻｴ 南国市 3:14:02
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