
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

22分59秒1 吉田 美樹150 ヨシダ ミキ 大阪府

23分48秒2 山肩 一美147 ヤマガタ カズミ 兵庫県

25分24秒3 丸子 幸美145 マルコ ユキミ 兵庫県

26分43秒4 真鍋 明子347 マナベ アキコ 大阪府

27分11秒5 権藤 有実子121 ゴンドウ ユミコ 兵庫県

27分38秒6 廣岡 真理138 ヒロオカ マリ 兵庫県

27分55秒7 小田 彩絵子110 オダ サエコ 京都府

28分04秒8 片山 佳奈111 カタヤマ カナ 兵庫県

28分07秒9 鵜野 弘子108 ウノ ヒロコ 大阪府

28分32秒10 片山 智子112 カタヤマ トモコ 兵庫県

28分42秒11 内海 友貴107 ウツミ ユキ 京都府

28分43秒12 坂上 史122 サカウエ フミ 大阪府

28分49秒13 相良 加奈子124 サガラ カナコ 兵庫県

28分56秒14 角田 綾子128 スミダ アヤコ 大阪府

29分15秒15 野口 美幸135 ノグチ ミユキ 大阪府

29分30秒16 馬場 孝子136 ババ タカコ 大阪府

29分54秒17 竹本 千佳子129 タケモト チカコ 奈良県

31分30秒18 國吉 桂116 クニヨシ カツラ 大阪府

31分38秒19 西垣 真美134 ニシガキ マミ 滋賀県

32分01秒20 岩松 温子106 イワマツ アツコ 兵庫県

32分01秒21 楠田 多恵子115 クスダ タエコ 大阪府

32分07秒22 中野 麻美133 ナカノ アサミ 兵庫県

32分52秒23 春増 めぐみ137 ハルマシ メグミ 大阪府

33分12秒24 山田 泉148 ヤマダ イズミ 兵庫県

33分16秒25 小谷 陽向119 コタニ ヒナタ 大阪府

33分17秒26 小谷 景子118 コタニ ケイコ 大阪府

33分27秒27 土居 雅美131 ドイ マサミ 兵庫県

33分29秒28 小谷 真由美120 コタニ マユミ 大阪府

33分47秒29 舩波 直子140 フナバ ナオコ 兵庫県

33分58秒30 坂本 未香子123 サカモト ミカコ 兵庫県

33分59秒31 泉 千裕103 イズミ チヒロ 兵庫県

34分17秒32 志藤 陽子126 シトウ ヨウコ 兵庫県

35分03秒33 秋谷 真子102 アキヤ マサコ 京都府

35分06秒34 芝 雅子127 シバ マサコ 兵庫県

35分13秒35 加藤 英子113 カトウ エイコ 大阪府

35分25秒36 赤羽 真衣101 アカバネ マイ 大阪府

35分28秒37 古屋 ゆか141 フルヤ ユカ 兵庫県

35分36秒38 小泉 玲奈117 コイズミ レイナ 京都府

35分37秒39 今村 茉布子105 イマムラ マユコ 大阪府

35分49秒40 大南 智美109 オオミナミ サトミ 兵庫県

35分55秒41 永谷 万寿美132 ナガタニ マスミ 大阪府

36分28秒42 福重 有紀子139 フクシゲ ユキコ 大阪府

37分11秒43 塚本 尚美130 ツカモト ナオミ 兵庫県

37分22秒44 山本　華奈子149 ヤマモト　カナコ 大阪府

37分24秒45 三木 佳世子146 ミキ カヨコ 兵庫県

37分32秒46 稲田 江美104 イナダ エミ 大阪府

37分43秒47 狩谷 めぐみ114 カリヤ メグミ 兵庫県

38分21秒48 松田 明日香144 マツダ アスカ 兵庫県

38分21秒49 松田 明美143 マツダ アケミ 兵庫県

38分41秒50 細谷 真由美142 ホソタニ マユミ 兵庫県
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40分18秒51 皿池　有可125 サライケ　ユカ 兵庫県


