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6001 奈須　五月 0:46:561 ﾅｽ ｻﾂｷ 海田町

6006 高本　雅代 0:48:352 ﾀｶﾓﾄ ﾏｻﾖ 岩国市

6005 柏原　いずみ 0:48:393 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 廿日市市

6021 森次　良江 0:49:444 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾖｼｴ 平生町

6102 寺岡　美貴 0:49:445 ﾃﾗｵｶ ﾐｷ 柳井市

6013 上野　和美 0:49:536 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾐ 周南市

6025 金丸　直子 0:50:027 ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｺ 府中町

6018 岡﨑　邦恵 0:50:148 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆｴ 柳井市

6113 松原　裕子 0:50:369 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 山口県

6009 阿曽沼　紀子 0:51:2810 ｱｿﾇﾏ ﾉﾘｺ 防府市

6052 河本　小夜子 0:51:3511 ｶﾜﾓﾄ ｻﾖｺ 山口県

6007 岡本　智恵美 0:52:0912 ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾐ 下松市

6017 西松　万里子 0:53:0013 ﾆｼﾏﾂ ﾏﾘｺ 下松市

6015 三戸　聖子 0:53:1814 ﾐﾄ ｾｲｺ チームとくぢ防府市

6099 岩重　千砂 0:53:4715 ｲﾜｼｹﾞ ﾁｻ 山口県

6020 新山　律子 0:54:0916 ﾆｲﾔﾏ ﾘﾂｺ 光市

6023 中西　久実 0:54:2217 ﾅｶﾆｼ ｸﾐ 奈良県

6016 岡村　節子 0:54:3518 ｵｶﾑﾗ ｾﾂｺ 光市

6060 石井　千代子 0:55:1919 ｲｼｲ ﾁﾖｺ 周南市

6014 和田　美紀 0:55:2420 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 森宗スマイルラン防府市

6030 亀田　美也子 0:55:4221 ｶﾒﾀﾞ ﾐﾔｺ 広島市

6109 永田　恵 0:55:5322 ﾅｶﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ 東広島市

6043 小西　恵理 0:56:0723 ｺﾆｼ ｴﾘ 下松市

6024 田村　寿代 0:56:3124 ﾀﾑﾗ ﾋｻﾖ 防府市

6019 前田　富美枝 0:56:3525 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾐｴ 光市

6029 中山　美佐子 0:56:4326 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｺ ベアロック広島市

6050 山下　明美 0:56:4527 ﾔﾏｼﾀ ｱｹﾐ Ｍ．Ｏ．Ｆ．Ｌ周南市

6033 岩村　純子 0:56:4728 ｲﾜﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 愛媛県

6068 江本　容子 0:57:1029 ｴﾓﾄ ﾖｳｺ 宇部市

6095 伊賀　真奈美 0:57:1330 ｲｶﾞ ﾏﾅﾐ 下松市

6101 圓崎　知子 0:57:2631 ｴﾝｻﾞｷ ﾄﾓｺ 広島市

6048 桑田　明美 0:57:5232 ｸﾜﾀ ｱｹﾐ 広島市

6091 浜崎　志保 0:57:5233 ﾊﾏｻｷ ｼﾎ 広島市

6058 高岡　尚美 0:58:1634 ﾀｶｵｶ ﾅｵﾐ 広島市

6039 高橋　栄美 0:58:4035 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 周南市

6079 山下　洋子 0:58:4536 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 山口市

6012 渡辺　牧子 0:59:1437 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ 下松市

6051 福田　順子 0:59:2138 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 広島市

6067 村本　陽子 0:59:2339 ﾑﾗﾓﾄ ﾖｳｺ 柳井市

6022 兼本　さとみ 0:59:4740 ｶﾈﾓﾄ ｻﾄﾐ 周南市

6069 川本　玲子 0:59:5241 ｶﾜﾓﾄ ﾚｲｺ なし周南市

6110 山中　美樹 1:00:1242 ﾔﾏﾅｶ ﾐｷ 山口県

6098 吉本　みどり 1:00:2943 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 平生町

6063 石井　はるみ 1:00:5344 ｲｼｲ ﾊﾙﾐ 宇部市

6119 松中　真由美 1:01:1245 ﾏﾂﾅｶ ﾏﾕﾐ 広島市

6104 三嶋　恵子 1:01:3546 ﾐｼﾏ ｹｲｺ 周南市

6108 清時　美智子 1:01:4747 ｷﾖﾄｷ ﾐﾁｺ 柳井市

6026 打道　久美子 1:01:5548 ｳﾁﾐﾁ ｸﾐｺ 防府市

6114 松尾　真弓 1:02:3549 ﾏﾂｵ ﾏﾕﾐ 柳井市

6073 国安　晶世 1:02:4550 ｸﾆﾔｽ ｱｷﾖ 東京都
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6037 守冨　美香子 1:02:4651 ﾓﾘﾄﾐ ﾐｶｺ チームスティングレイ田布施町

6035 永吉　惠子 1:02:5052 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｺ 岩国市

6032 原田　容子 1:02:5653 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｺ やるちゃ光市

6056 河本　美雪 1:03:0054 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾕｷ 周南市

6084 藤田　房子 1:03:0055 ﾌｼﾞﾀ ﾌｻｺ 山口市

6074 秋田　裕美 1:03:0156 ｱｷﾀ ﾕﾐ 周南市

6010 岡田　由紀子 1:03:1457 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｺ 岩国市

6045 末次　光世 1:03:2258 ｽｴﾂｸﾞ ﾐﾂﾖ 広島市

6115 﨑野　直子 1:03:4059 ｻｷﾉ ﾅｵｺ 光市

6036 河村　真由美 1:03:5460 ｶﾜﾑﾗ ｶﾈﾐﾂ 周防大島町

6081 大浦　倫子 1:04:1961 ｵｵｳﾗ ﾐﾁｺ 広島市

6088 吉若　知英子 1:04:2062 ﾖｼﾜｶ ﾁｴｺ 宇部市

6090 中間　知里 1:04:2463 ﾅｶﾏ ﾁｻﾄ 広島市

6028 米重　恵美 1:04:2664 ﾖﾈｼｹﾞ ｴﾐ 岩国市

6106 荒本　稲美 1:04:3565 ｱﾗﾓﾄ ｲﾅﾐ 広島市

6061 松本　恵美 1:04:3566 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 周南市

6075 岩倉　京子 1:04:4267 ｲﾜｸﾗ ｷｮｳｺ 周南市

6049 江見　秀子 1:04:4568 ｴﾐ ｻﾄｺ キンタクラブ周南市

6044 原　昌子 1:05:1069 ﾊﾗ ｼｮｳｺ チームマシュー愛知県

6093 田坂　恭子 1:05:2770 ﾀｻｶ ｷｮｳｺ 防府市

6054 渡辺　麻三乃 1:05:3271 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉ 森宗スマイルラン防府市

6096 水永　佐和子 1:05:3972 ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｻﾜｺ

6100 花尾　佳代子 1:05:5473 ﾊﾅｵ ｶﾖｺ 廿日市市

6078 二井　文代 1:05:5774 ﾆｲ ﾌﾐﾖ 廿日市市

6011 小山　みゆき 1:06:0275 ｺﾔﾏ ﾐﾕｷ 山口市

6077 岡田　芳実 1:06:4576 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾐ 下松市

6111 野坂　千恵子 1:06:4577 ﾉｻｶ ﾁｴｺ 盲人マラソン山口支部田布施町

6118 山口　早苗 1:07:1378 ﾔﾏ ｸﾞﾁ ｻﾅｴ 防府市

6080 荒木　睦子 1:07:2579 ｱﾗｷ ﾑﾂｺ 広島市

6040 下重　摩里子 1:08:1580 ｼﾀｼｹﾞ ﾏﾘｺ 酒と泪と弘と周南市

6107 森重　節子 1:09:2181 ﾓﾘｼｹﾞ ｾﾂｺ 宇部市

6085 浜岡　靖子 1:10:0682 ﾊﾏｵｶ ﾔｽｺ 岩国市

6042 来栖　美由紀 1:10:3283 ｸﾙｽ ﾐﾕｷ 周南市

6027 小泉　洋子 1:11:0884 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｺ 廿日市市

6071 鈴木　邦子 1:11:5985 ｽｽﾞｷ ｸﾆｺ 北海道

6082 玉井　むつ枝 1:15:4486 ﾀﾏｲ ﾑﾂｴ やるちゃ下松市

6041 近藤　真弓 1:16:0687 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ 防府市

6053 平井　知代 1:16:2388 ﾋﾗｲ ﾁﾖ 森宗スマイルラン防府市

6059 中野　由佳 1:16:5489 ﾅｶﾉ ﾕｶ 光市

6086 亀島　順子 1:17:4190 ｶﾒｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 岩国市

P rin t :  2018/02/14 15:09:51 2 /  2 ページ Official  Tim er & Resu l t By F inesystem


