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順位 No. 氏 名 カ ナ 所属クラブ名 市町村名 記 録

1 1210 相原 直美 ｱｲﾊﾞﾗ ﾅｵﾐ 松山マスターズ 愛媛県 1:32:54

2 1208 幸田 直子 ｺｳﾀﾞ ﾅｵｺ ほりえ楽笑会 愛媛県 1:45:14

3 1237 津野 彰子 ﾂﾉ ｱｷｺ 中土佐町 1:47:20

4 1225 水野 美枝子 ﾐｽﾞﾉ ﾐｴｺ 愛媛県 1:49:06

5 1213 倉本 由美子 ｸﾗﾓﾄ ﾕﾐｺ 愛媛県 1:50:05

6 1236 岡林 純賀子 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｽｶﾞｺ 高知市 1:50:14

7 1211 松田 紀美代 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾐﾖ いの町 1:51:10

8 1205 豊田 久美子 ﾄﾖﾀ ｸﾐｺ 愛媛県 1:53:32

9 1240 藤原 千恵美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴﾐ 愛媛県 1:55:24

10 1223 清水 紀代 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁﾖ 愛媛県 2:08:55

11 1241 金澤 由里 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕﾘ 東京都 2:09:55

12 1226 田井 美香 ﾀｲ ﾐｶ 高知市 2:11:25

13 1212 中村 慶恵 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｴ あじさいひめ 香南市 2:13:26

14 1215 藤原 明美 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｹﾐ 越知町 2:24:05

15 1229 藤方 美佳 ﾌｼﾞｶﾀ ﾐｶ 高知市 2:24:10

16 1235 泉 智子 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｺ 香川県 2:25:30

17 1239 明神 由起子 ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾕｷｺ まるＲＣ 高知市 2:27:03

18 1230 谷 利香 ﾀﾆ ﾘｶ 高知調剤 本山町 2:27:30

19 1201 安喜 里香 ｱｷ ﾘｶ 広島県 2:29:13

20 1222 渡部 美和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾜ 愛媛県 2:34:39

21 1206 那須 孝子 ﾅｽ ﾀｶｺ 春うらら 檮原町 2:34:59

22 1228 服部 正美 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾐ 検査技師 愛媛県 2:39:39

23 1214 中村 亮子 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｺ 千葉県 2:39:48

24 1219 宮崎 寿 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼ 高知市 2:43:24

25 1238 安岡 祐三子 ﾔｽｵｶ ﾕﾐｺ 南国市 2:45:32

26 1224 山脇 直美 ﾔﾏﾜｷ ﾅｵﾐ 安芸市 2:46:56

27 1227 大黒 千明 ｵｵｸﾞﾛ ﾁｱｷ 香南市 2:46:57

28 1233 弘田 美千代 ﾋﾛﾀ ﾐﾁﾖ 土佐清水市 2:49:30

29 1203 片岡 定恵 ｶﾀｵｶ ｻﾀﾞｴ 春うらら 檮原町 2:51:33

30 1232 中平 五苗 ﾅｶﾋﾗ ｻﾅｴ 島津会 四万十市 2:52:28

31 1234 小笠原 麻紀 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｷ 高知大学 高知市 2:55:11

32 1231 河村 章代 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾖ 高知市 2:55:18

33 1217 長原 優子 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 四万十市 2:59:49

34 1221 末内 律子 ｽｴｳﾁ ﾘﾂｺ 香川県 3:00:17
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