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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 1110 大西 恵美子 ｵｵﾆｼ ｴﾐｺ 木山道場 愛媛県 1:26:19

2 1113 藤井 奈美 ﾌｼﾞｲ ﾅﾐ 愛媛県 1:40:06

3 1143 大田 美香 ｵｵﾀ ﾐｶ 愛媛県 1:44:24

4 1108 中司 朱美 ﾅｶﾂｶｻ ｱｹﾐ ブルースカイ 南国市 1:46:58

5 1145 田内 陽子 ﾀｳﾁ ﾖｳｺ 愛媛県 1:47:46

6 1160 岡本 美和 ｵｶﾓﾄ ﾐﾜ 高知市 1:51:17

7 1101 小川 祐陽子 ｵｶﾞﾜ ｻﾖｺ 高知市 1:52:31

8 1114 津野 晶恵 ﾂﾉ ｱｷｴ 高知市 1:52:49

9 1133 岡本 亜耶子 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｺ 広島県 1:59:57

10 1109 渡邉 はるか ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 麦屋 四万十市 2:02:45

11 1122 大福 しほ ｵｵﾌｸ ｼﾎ ヨッシー会 高知市 2:03:42

12 1105 前田 伸江 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｴ 津野ＲＣ 津野町 2:04:20

13 1120 日下 康子 ｸｻｶ ﾔｽｺ チームＨ 神奈川県 2:05:59

14 1140 西村 智子 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｺ 高知市 2:07:20

15 1157 宮本 美紀 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ 愛媛県 2:07:25

16 1155 山崎 佳奈 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 高知市 2:07:57

17 1158 今井 朱子 ｲﾏｲ ｱﾔｺ 高知市 2:10:50

18 1106 岡崎 晶子 ｵｶｻﾞｷ ｱｷｺ 高知市 2:10:53

19 1112 澤本 明美 ｻﾜﾓﾄ ｱｹﾐ 高知市 2:11:42

20 1127 堀 今日子 ﾎﾘ ｷｮｳｺ 高知市 2:13:41

21 1159 濱口 由佳理 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 四万十市駅伝部 黒潮町 2:14:26

22 1153 小川 裕代 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾖ 高知市 2:15:51

23 1154 谷 亜由美 ﾀﾆ ｱﾕﾐ 高知市 2:15:51

24 1152 筒井 由香 ﾂﾂｲ ﾕｶ 高知市 2:16:33

25 1139 大原 美紀 ｵｵﾊﾗ ﾐｷ くじくＲＵＮ 黒潮町 2:17:29

26 1164 山下 照代 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙﾖ 四万十市 2:18:19

27 1131 千寿 恭子 ｾﾝｼﾞｭ ｷｮｳｺ 高知市 2:20:22

28 1129 市川 麻里 ｲﾁｶﾜ ﾏﾘ 中土佐町 2:21:11

29 1128 又川 愛子 ﾏﾀｶﾞﾜ ｱｲｺ 中土佐町 2:21:12

30 1123 依光 里佐 ﾖﾘﾐﾂ ﾘｻ 南国市 2:21:27

31 1156 山脇 理恵 ﾔﾏﾜｷ ﾘｴ 南国病院 高知市 2:25:49

32 1163 米澤 真琴 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 高知市 2:29:46

33 1146 前川 愛美 ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾐ 高知整形 高知市 2:30:15

34 1116 鈴木 ミニ ｽｽﾞｷ ﾐﾆ 愛媛県 2:33:05

35 1165 二宮 和代 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾖ あさくＲｕｎ 高知市 2:33:17

36 1161 吉永 桃 ﾖｼﾅｶﾞ ﾓﾓ あさくらん 高知市 2:33:17

37 1162 正木 幸江 ﾏｻｷ ﾕｷｴ あさくらん 高知市 2:33:17

38 1103 中越 和美 ﾅｶｺﾞｴ ｶｽﾞﾐ 春うらら 檮原町 2:34:59

39 1137 田村 隆子 ﾀﾑﾗ ﾀｶｺ パピリア いの町 2:35:52

40 1135 印藤 美和 ｲﾝﾄﾞｳ ﾐﾜ 高知市 2:37:51

41 1104 原 早苗 ﾊﾗ ｻﾅｴ 東京都 2:38:36

42 1136 末松 のぞみ ｽｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 高知市 2:44:29

43 1115 喜多 真紀 ｷﾀ ﾏｷ 高知市 2:45:41

44 1132 上岡 由希 ｶﾐｵｶ ﾕｷ 黒潮町 2:54:05

45 1111 清家 昭子 ｾｲｹ ｱｷｺ 愛媛県 2:54:18

46 1102 田辺 千由紀 ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾕｷ 東京都 2:55:42

47 1125 武吉 純代 ﾀｹﾖｼ ｽﾐﾖ 高知市 2:56:18

48 1124 河村 ひとみ ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高知市 2:56:38

49 1148 野坂 知子 ﾉｻﾞｶ ﾄﾓｺ 四万十市 2:58:47

50 1141 兵頭 しをり ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｦﾘ 愛媛県 2:59:45
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51 1117 谷岡 里奈 ﾀﾆｵｶ ﾘﾅ 大月町 3:00:50

52 1134 小松 珠子 ｺﾏﾂ ﾀﾏｺ 高知市 3:04:30

53 1144 菅原 由紀子 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 愛媛県 3:12:14
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