
1 ・ Ⅰ部 ハーフ29歳以下の部（登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3 野添　佑莉 ﾉｿﾞｴ ﾕﾘ 鹿児島 三井住友海上 1時間11分45秒

2 226 水口　瞳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 静岡 大阪学院大学 1時間12分34秒

3 11 森田　詩織 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ 神奈川 パナソニック 1時間12分38秒

4 201 須藤　ひかる ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 茨城 東北福祉大学 1時間12分41秒

5 212 小汲　紋加 ｵｸﾞﾐ ｱﾔｶ 東京 玉川大学 1時間12分43秒

6 208 清水　萌衣乃 ｼﾐｽﾞ ﾓｴﾉ 神奈川 東京農業大学 1時間12分45秒

7 5 大蔵　玲乃 ｵｵｸﾗ ﾚﾉ 北海道 ホクレン 1時間12分47秒

8 6 伊坂　菜生 ｲｻｶ ﾅｵ 茨城 日立製作所 1時間13分17秒

9 268 永井　智里 ﾅｶﾞｲ ﾁｻﾄ 大阪 大阪芸術大学 1時間13分40秒

10 223 関　紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 京都 立命館大学 1時間13分53秒

11 205 大倉　真歩 ｵｵｸﾗ ﾏﾎ 埼玉 東洋大学 1時間13分58秒

12 254 久保田　みずき ｸﾎﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 神奈川 神奈川大学 1時間14分08秒

13 213 玉城かんな ﾀﾏｷｶﾝﾅ 長野 名城大学 1時間14分25秒

14 209 佐藤　有希 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 茨城 東京農業大学 1時間14分27秒

15 246 志村　野々花 ｼﾑﾗ ﾉﾉｶ 神奈川 大阪芸術大学 1時間14分36秒

16 219 信岡　桃英 ﾉﾌﾞｵｶ ﾓﾓｴ 京都 京都産業大学 1時間15分09秒

17 202 西川　 真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 奈良 順天堂大学 1時間15分16秒

18 2 下門　美春 ｼﾓｶﾄﾞ ﾐﾊﾙ 埼玉 ニトリ女子ランニングチーム 1時間15分23秒

19 272 奥村　純夏 ｵｸﾑﾗ ｽﾐｶ 香川 大阪芸術大学 1時間15分24秒

20 227 岡本　奈々依 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾖ 愛知 大阪学院大学 1時間15分28秒

21 249 軸屋　七海 ｼﾞｸﾔ ﾅﾅﾐ 長崎 活水女子大学 1時間15分29秒

22 229 谷川　愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 山口 大阪学院大学 1時間15分31秒

23 214 松浦佳南 ﾏﾂｳﾗｶﾅ 静岡 名城大学 1時間15分37秒

24 237 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 福岡 福岡大学 1時間15分58秒

25 222 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ 神奈川 大阪芸術大学 1時間16分07秒

26 230 戸田　朱音 ﾄﾀﾞ ｱｶﾈ 兵庫 大阪学院大学 1時間16分10秒

27 283 橋本　晴佳 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 和歌山 大阪学院大学 1時間16分17秒

28 244 小森星七 ｺﾓﾘｾﾅ 長崎 名城大学 1時間16分34秒

29 221 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 和歌山 大阪芸術大学 1時間16分44秒

30 253 森田　歩実 ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ 静岡 東洋大学 1時間16分54秒

31 266 松本　美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ 京都 立命館大学 1時間16分56秒

32 218 川戸　希望 ｶﾜﾄ ﾉｿﾞﾐ 京都 京都産業大学 1時間17分02秒

33 7 下山 かなえ ｼﾓﾔﾏ ｶﾅｴ 兵庫 ノーリツ 1時間17分16秒

34 243 塩崎葵 ｼｵｻﾞｷｱｵｲ 長野 名城大学 1時間17分16秒

35 211 大石　楓 ｵｵｲｼ ｶｴﾃﾞ 静岡 玉川大学 1時間17分37秒

36 216 西松　美樹 ﾆｼﾏﾂ ﾐｷ 高知 関西外国語大学 1時間17分53秒

37 288 三浦　佑美香 ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 山梨 立命館大学 1時間18分06秒

38 274 吉田　麗羅 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ 福岡 活水女子大学 1時間18分32秒

39 259 髙山　育美 ﾀｶﾔﾏ ｲｸﾐ 新潟 関西外国語大学 1時間18分33秒

40 241 渡邉　唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 福島 国士舘大学 1時間18分38秒

41 10 黒田　純菜 ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾅ 福岡 ＴＯＴＯ 1時間18分44秒

42 245 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 京都 大阪芸術大学 1時間19分02秒

43 206 保坂　野恋花 ﾎｻｶ ﾉｺｶ 山梨 東京農業大学 1時間19分12秒

44 270 手嶋　乃莉子 ﾃｼﾏ ﾉﾘｺ 兵庫 神戸学院大学 1時間19分19秒

45 247 徳永　真紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 愛媛 松山大学 1時間19分27秒

46 248 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 山口 福岡大学 1時間19分47秒

47 278 小川　花奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 神奈川 玉川大学 1時間20分01秒

48 303 右田　有奈 ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ 兵庫 武庫川女子大学 1時間20分05秒

49 280 菅原　彩乃 ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ 滋賀 びわこ学院大学 1時間20分23秒
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50 269 長山　夢芽 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾒ 沖縄 大阪芸術大学 1時間20分41秒

51 300 大樽　瑞葉 ｵｵﾀﾙ ﾐｽﾞﾊ 兵庫 神戸学院大学 1時間20分41秒

52 262 金子　由依 ｶﾈｺ ﾕｲ 静岡 大阪学院大学 1時間20分45秒

53 281 横川　海姫 ﾖｺｶﾜ ﾐｷ 兵庫 兵庫大学 1時間21分08秒

54 307 野口　明華 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 熊本 福岡大学 1時間21分12秒

55 224 小枝　未森 ｺｴﾀﾞ ﾐﾓﾘ 大阪 佛教大学 1時間21分26秒

56 271 大東　優奈 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾅ 兵庫 兵庫大学 1時間21分51秒

57 291 工藤　ひかり ｸﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 兵庫 佛教大学 1時間21分59秒

58 284 田村　幸希 ﾀﾑﾗ ｻｷ 徳島 大阪学院大学 1時間22分11秒

59 302 浅井　加菜子 ｱｻｲ ｶﾅｺ 大阪 神戸学院大学 1時間22分23秒

60 306 井筒　結希 ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 鳥取 福岡大学 1時間22分47秒

61 275 徳永　七海 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 北海道 酪農学園大学 1時間22分53秒

62 260 竹内　優花 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 長野 大阪学院大学 1時間23分04秒

63 287 間舎　明日香 ｶﾝｼｬ ｱｽｶ 兵庫 大阪学院大学 1時間23分21秒

64 233 高見沢　里歩 ﾀｶﾐｻﾜ ﾘﾎ 愛媛 松山大学 1時間23分49秒

65 257 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ 大阪 びわこ学院大学 1時間24分46秒

66 261 河合　咲季 ｶﾜｲ ｻｷ 愛知 大阪学院大学 1時間25分05秒

67 293 田辺　恋奈 ﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾅ 福井 佛教大学 1時間25分10秒

68 292 大塚　唯華 ｵｵﾂｶ ﾕｲｶ 北海道 佛教大学 1時間26分52秒

69 285 杉村　奈美 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ 鳥取 大阪学院大学 1時間26分59秒

70 298 池尻　栞菜 ｲｹｼﾞﾘ ｶﾝﾅ 京都 神戸学院大学 1時間27分51秒

71 295 森口　愛子 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｲｺ 兵庫 神戸学院大学 1時間30分45秒

72 239 西條　詩織 ｻｲｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 埼玉 東北大学 1時間46分47秒



2 ・ Ⅰ部 ハーフ30歳代の部（登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1 田中　智美 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 東京 第一生命グループ 1時間11分39秒

2 15 枡谷 優華 ﾏｽﾀﾆ ﾕｳｶ 京都 鴨川走友会 1時間27分58秒

3 17 森 桐子 ﾓﾘ ｷﾘｺ 島根 防災安全協会 1時間33分39秒

4 16 藤浪 優 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳ 大阪 マラソン王国 1時間40分12秒

5 18 中村 久美子 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 兵庫 神戸市陸協 1時間48分19秒

6 14 竹中 萌 ﾀｹﾅｶ ﾓｴ 大阪 大教大AC 1時間56分45秒
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3 ・ Ⅰ部 ハーフ40歳代の部（登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 25 角　美恵 ｽﾐ ﾐｴ 島根 松江陸上クラブ 1時間28分37秒

2 24 石田　明子 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 鳥取 チーム全力少年 1時間38分32秒

3 22 柿田 有理 ｶｷﾀ ﾕﾘ 島根 山陰ランクラブ 1時間39分21秒

4 21 市山 まゆみ ｲﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ 京都 1時間41分45秒

5 23 清田　明子 ｷﾖﾀ ｱｷｺ 広島 廿日市市陸協 1時間48分25秒

6 20 牧田 朋美 ﾏｷﾀ ﾄﾓﾐ 東京 東京陸協 1時間49分30秒
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4 ・ Ⅰ部 ハーフ50歳代の部（登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 28 増本 洋子 ﾏｽﾓﾄ ﾖｳｺ 広島 トップギア広島 1時間46分01秒

2 29 東田 成美 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｼｹﾞﾐ 兵庫 神戸ドリームランナーズ 1時間48分54秒

3 30 照井 和子 ﾃﾙｲ ｶｽﾞｺ 東京 CR2東日本 1時間51分16秒

4 31 錦織　貴子 ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶｺ 島根 松江陸上クラブ 1時間56分27秒
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6 ・ Ⅰ部 ハーフ29歳以下の部（未登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 39 福田　華与 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾅﾖ 広島 1時間50分15秒

2 33 横山 理央 ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 岡山 津山市Ｒ愛好会 1時間56分51秒

3 43 妹尾　愛理 ｾﾉｵ ｴﾘ 広島 1時間57分38秒

4 34 山本 詩織 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 京都 2時間10分54秒

5 36 山本 若菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 鳥取 2時間11分20秒

6 40 槇原　彩夏 ﾏｷﾊﾗ ｱﾔｶ 島根 2時間20分06秒
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7 ・ Ⅰ部 ハーフ30歳代の部（未登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 48 廣谷 茜 ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ 鳥取 1時間44分18秒

2 58 森口　真理 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾘ 島根 1時間48分59秒

3 54 加藤 晶子 ｶﾄｳ ｱｷｺ 鳥取 1時間54分38秒

4 46 吉田 悠 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 鳥取 1時間56分45秒

5 53 高橋 美都理 ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 東京 東美 1時間58分35秒

6 55 中村　香都奈 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞﾅ 島根 2時間00分39秒

7 47 古津 三紗子 ｺﾂﾞ ﾐｻｺ 島根 2時間01分33秒

8 59 足立　祥子 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳｺ 島根 2時間07分11秒

9 60 井上　智子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 島根 2時間08分59秒

10 56 角　真菜美 ｽﾐ ﾏﾅﾐ 鳥取 2時間12分23秒

11 51 鈴木 春代 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾖ 東京 2時間16分07秒

12 45 石井 美代子 ｲｼｲ ﾐﾖｺ 島根 チームヒトカゲ 2時間23分21秒
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8 ・ Ⅰ部 ハーフ40歳代の部（未登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 70 折井　公子 ｵﾘｲ ﾏｻｺ 島根 1時間50分37秒

2 68 上田 早苗 ｳｴﾀﾞ ｻﾅｴ 鳥取 サブトラ 1時間52分52秒

3 64 桑垣 直子 ｸﾜｶﾞｷ ﾅｵｺ 神奈川 1時間53分53秒

4 61 広瀬 亜矢子 ﾋﾛｾ ｱﾔｺ 神奈川 1時間56分46秒

5 71 三田　淳子 ﾐﾀ ｼﾞｭﾝｺ 島根 1時間58分35秒

6 65 中曽 尚子 ﾅｶｿ ﾅｵｺ 鳥取 1時間59分11秒

7 72 芦田　裕子 ｱｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 千葉 2時間00分05秒

8 66 川邉 弥生 ｶﾜﾍﾞ ﾔﾖｲ 東京 2時間06分27秒

9 63 森本 雪恵 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷｴ 滋賀 2時間09分01秒

10 69 小須賀 晴美 ｵｽｶ ﾊﾙﾐ 島根 2時間09分27秒

11 73 安部　智子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 島根 2時間10分52秒

12 62 槙原 多美 ﾏｷﾊﾗ ﾀﾐ 島根 2時間14分51秒

13 74 竹口　みどり ﾀｹｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 大阪 2時間18分03秒
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9 ・ Ⅰ部 ハーフ50歳代の部（未登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 79 目見田 明子 ﾒﾐﾀﾞ ﾊﾙｺ 愛媛 プライド 1時間50分05秒

2 78 小松 玲子 ｺﾏﾂ ﾚｲｺ 兵庫 1時間57分26秒

3 87 阿川　佳子 ｱｶﾞﾜ ﾖｼｺ 島根 2時間01分51秒

4 76 川邊 梨江子 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴｺ 島根 2時間02分29秒

5 88 石井　恵子 ｲｼｲ ｹｲｺ 鳥取 2時間02分37秒

6 77 寺本 美子 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼｺ 島根 2時間05分21秒

7 75 米田 洋美 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾐ 島根 2時間08分17秒

8 83 講武 由香里 ｺｳﾌﾞ ﾕｶﾘ 島根 2時間17分46秒

9 82 坂本 桂子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ 島根 2時間19分27秒

10 85 坪井　真美 ﾂﾎﾞｲ ﾏﾐ 広島 2時間28分02秒
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10 ・ Ⅰ部 ハーフ60歳以上の部（未登録）

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 91 久保　瞳 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾄﾐ 岡山 2時間08分15秒

2 90 西野 陽子 ﾆｼﾉ ﾖｳｺ 京都 2時間12分49秒
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