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第３８回山陽女子ロードレース大会 / The 38th SANYO LADIES ROAD RACE 審 判 長:小林　桂子
兼 グディーニャ2020世界ハーフマラソン選手権大会代表選手選考競技会 記録主任:安藤　成顕
主　催:中国陸上競技協会･岡山県･岡山市･岡山県ｽﾎﾟ協･岡山市体協･山陽新聞社 招集所審判長:山口　文夫
主　管:一般財団法人岡山陸上競技協会
ｺｰｽ/Course:山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ/Okayama(WORLD ATHLETICS Certified Course)
****************************************************************
* 女子人見絹枝杯 １０ｋｍ 決　勝 *
****************************************************************
測定区分:Transponder 2019-12-15 10:15
世 界　記 録　(WR)　30:29　ｱｽﾒ･ﾚｸﾞｻﾞｵｲ　　　　(ＭＡＲ･モロッコ) 2002年
日 本　記 録　(NR)　31:44　千葉　真子　　　 　(宮崎・旭化成)　　1996年
大 会　記 録　(GR)　31:54　ﾃｨｷ･ｼﾞｪﾗﾅ　　　　　(三重・デンソー)　2007年
　　　　　　　　　　31:54　ｸﾞﾚｰｽ･ﾌﾞﾃｨｴ･ｷﾏﾝｽﾞｨ (千葉・スターツ)　2018年

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- -------- ----------

1 17 ｾﾞｲﾄﾅ･ﾌｰｻﾝ 三　重 16:14 32:14
ｾﾞｲﾄﾅ ﾌｰｻﾝ デンソー (16:00)

2 33 ｷﾌﾟｹﾓｲ･ｼﾞｮｱﾝ 福　岡 16:15 32:16
ｷﾌﾟｹﾓｲ ｼﾞｮｱﾝ 九電工 (16:01)

3 115 ｱｸﾞﾈｽ･ﾑｶﾘ 岡　山 16:16 32:33
ｱｸﾞﾈｽ ﾑｶﾘ 倉敷高 (16:17)

4 32 林田　美咲 福　岡 16:25 32:48
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｷ 九電工 (16:23)

5 4 田村　紀薫 茨　城 16:28 32:53
ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ 日立 (16:25)

6 2 小澤　夏美 茨　城 16:28 32:56
ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 日立 (16:28)

7 34 ｼﾞｪﾛﾃｨｯﾁ･ｳｲﾆｰ 福　岡 16:21 33:06
ｼﾞｪﾛﾃｨｯﾁ ｳｲﾆｰ 九電工 (16:45)

8 51 池満　綾乃 鹿児島 16:42 33:31
ｲｹﾐﾂ ｱﾔﾉ 鹿児島銀行 (16:49)

9 7 佐藤　奈々 千　葉 16:48 33:42
ｻﾄｳ ﾅﾅ スターツ (16:54)

10 49 金丸　芽生 宮　崎 16:51 33:44
ｶﾈﾏﾙ ﾒｲ 宮崎銀行 (16:53)

11 145 西野　まほ 千　葉 16:52 33:46
ﾆｼﾉ ﾏﾎ スターツ (16:54)

12 58 齋藤　　凜 宮　城 16:45 33:48
ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 石巻専修大 (17:03)

13 29 大谷　くみこ 香　川 16:53 33:52
ｵｵﾀﾆ ｸﾐｺ 今治造船 (16:59)

14 68 大東　優奈 兵　庫 16:57 33:52
ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾅ 兵庫大 (16:55)

15 114 萩原　柚乃 岡　山 16:57 33:52
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾉ 倉敷高 (16:55)

16 19 谷口　真菜 京　都 16:45 33:58
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ ワコール (17:13)

17 25 坂本　茉矢 兵　庫 16:53 34:03
ｻｶﾓﾄ ﾏｱﾔ シスメックス (17:10)

18 21 増田　梨美 大　阪 17:04 34:09
ﾏｽﾀﾞ ﾘﾐ 岩谷産業 (17:05)

19 46 古川　夏海 大　分 16:54 34:13
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂﾐ キャノンAC九州 (17:19)

20 117 兼友　良夏 広　島 16:57 34:17
ｶﾈﾄﾓ ｶｽﾞﾅ 沼田高 (17:20)

21 48 市原　梨花 宮　崎 17:00 34:20
ｲﾁﾊﾗ ﾘｶ 宮崎銀行 (17:20)

22 42 富永　あかり 長　崎 17:00 34:21
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｶﾘ 十八銀行 (17:21)

23 44 髙野　鈴菜 熊　本 17:03 34:22
ﾀｶﾉ ｽｽﾞﾅ 肥後銀行 (17:19)

24 50 立山　莉緒 宮　崎 16:54 34:24
ﾀﾃﾔﾏ ﾘｵ 宮崎銀行 (17:30)

25 30 山中　柚乃 愛　媛 16:48 34:26
ﾔﾏﾅｶ ﾕﾉ 愛媛銀行 (17:38)
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第３８回山陽女子ロードレース大会 / The 38th SANYO LADIES ROAD RACE 審 判 長:小林　桂子
兼 グディーニャ2020世界ハーフマラソン選手権大会代表選手選考競技会 記録主任:安藤　成顕
主　催:中国陸上競技協会･岡山県･岡山市･岡山県ｽﾎﾟ協･岡山市体協･山陽新聞社 招集所審判長:山口　文夫
主　管:一般財団法人岡山陸上競技協会
ｺｰｽ/Course:山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ/Okayama(WORLD ATHLETICS Certified Course)
****************************************************************
* 女子人見絹枝杯 １０ｋｍ 決　勝 *
****************************************************************
測定区分:Transponder 2019-12-15 10:15
世 界　記 録　(WR)　30:29　ｱｽﾒ･ﾚｸﾞｻﾞｵｲ　　　　(ＭＡＲ･モロッコ) 2002年
日 本　記 録　(NR)　31:44　千葉　真子　　　 　(宮崎・旭化成)　　1996年
大 会　記 録　(GR)　31:54　ﾃｨｷ･ｼﾞｪﾗﾅ　　　　　(三重・デンソー)　2007年
　　　　　　　　　　31:54　ｸﾞﾚｰｽ･ﾌﾞﾃｨｴ･ｷﾏﾝｽﾞｨ (千葉・スターツ)　2018年

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- -------- ----------

26 8 小川　香澄 千　葉 17:11 34:34
ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ スターツ (17:23)

27 53 立迫　美紀 鹿児島 17:04 34:40
ﾀﾁｻﾞｺ ﾐｷ 鹿児島銀行 (17:36)

28 45 境田　真夕 熊　本 16:55 34:44
ｻｶｲﾀﾞ ﾏﾕ 肥後銀行 (17:49)

29 110 山本　晏佳吏 岡　山 17:11 34:55
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 倉敷高 (17:44)

30 16 森田　歩実 愛　知 17:12 34:58
ﾓﾘﾀ ｱﾕﾐ 小島プレス (17:46)

31 39 本田　純麗 長　崎 17:22 35:00
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾐﾚ 十八銀行 (17:38)

32 37 室田　杏子 福　岡 17:36 35:07
ﾑﾛﾀ ｷｮｳｺ ＴＯＴＯ (17:31)

33 124 金光　由樹 岡　山 17:00 35:16
ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 東海大 (18:16)

34 10 西川　真由 千　葉 17:30 35:18
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ スターツ (17:48)

35 119 ﾒｲﾘ･ﾜﾝｶﾞﾘ 高　知 17:10 35:21
ﾒｲﾘ ﾜﾝｶﾞﾘ 高知中央高 (18:11)

36 61 髙橋　佳歩 秋　田 17:53 35:24
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾎ 白大 (17:31)

37 23 今枝　紗弥 兵　庫 17:39 35:28
ｲﾏｴﾀﾞ ｻﾔ シスメックス (17:49)

38 66 宍戸　梨夏 栃　木 17:53 35:30
ｼｼﾄﾞ ﾘｶ 白大 (17:37)

39 60 土屋　里奈 山　形 17:52 35:31
ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 東北福祉大 (17:39)

40 35 黒田　純菜 福　岡 17:41 35:32
ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾅ ＴＯＴＯ (17:51)

41 1 谷口　亜未 岡　山 17:40 35:33
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾐ 天満屋 (17:53)

42 89 吉田　麗羅 長　崎 17:52 35:34
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ 活水女子大 (17:42)

43 65 飯野　亜美 群　馬 17:53 35:43
ｲｲﾉ ｱﾐ 白大 (17:50)

44 24 谷萩　史歩 兵　庫 17:53 35:44
ﾔﾊｷﾞ ｼﾎ シスメックス (17:51)

45 69 清水　里名 兵　庫 17:44 35:54
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 兵庫大 (18:10)

46 109 堤　　真花 岡　山 17:42 35:54
ﾂﾂﾐ ﾏﾅｶ 岡山操山高 (18:12)

47 97 矢内　楓恋 福　島 17:57 35:56
ﾔﾅｲ ｶﾚﾝ 日本大学東北高 (17:59)

48 103 真也加ｼﾞｪﾙｰｼｬ有里 鳥　取 17:36 35:59
ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ 鳥取中央育英高 (18:23)

49 112 藤田　彩希 岡　山 17:46 35:59
ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 倉敷高 (18:13)

50 101 杉村　和香 鳥　取 17:57 36:09
ｽｷﾞﾑﾗ ﾜｶ 八頭高 (18:12)
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第３８回山陽女子ロードレース大会 / The 38th SANYO LADIES ROAD RACE 審 判 長:小林　桂子
兼 グディーニャ2020世界ハーフマラソン選手権大会代表選手選考競技会 記録主任:安藤　成顕
主　催:中国陸上競技協会･岡山県･岡山市･岡山県ｽﾎﾟ協･岡山市体協･山陽新聞社 招集所審判長:山口　文夫
主　管:一般財団法人岡山陸上競技協会
ｺｰｽ/Course:山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ/Okayama(WORLD ATHLETICS Certified Course)
****************************************************************
* 女子人見絹枝杯 １０ｋｍ 決　勝 *
****************************************************************
測定区分:Transponder 2019-12-15 10:15
世 界　記 録　(WR)　30:29　ｱｽﾒ･ﾚｸﾞｻﾞｵｲ　　　　(ＭＡＲ･モロッコ) 2002年
日 本　記 録　(NR)　31:44　千葉　真子　　　 　(宮崎・旭化成)　　1996年
大 会　記 録　(GR)　31:54　ﾃｨｷ･ｼﾞｪﾗﾅ　　　　　(三重・デンソー)　2007年
　　　　　　　　　　31:54　ｸﾞﾚｰｽ･ﾌﾞﾃｨｴ･ｷﾏﾝｽﾞｨ (千葉・スターツ)　2018年

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- -------- ----------

51 36 前之原　瑠衣 福　岡 17:44 36:11
ﾏｴﾉﾊﾗ ﾙｲ ＴＯＴＯ (18:27)

52 86 田辺　実優 岡　山 17:53 36:13
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 環太平洋大 (18:20)

53 59 武内　わかな 秋　田 17:53 36:21
ﾀｴｸﾁ ﾜｶﾅ 東北福祉大 (18:28)

54 140 立山　沙綾佳 鹿児島 18:01 36:22
ﾀﾃﾔﾏ ｻﾔｶ 鹿児島陸協 (18:21)

55 111 山下　夏実 岡　山 18:20 36:41
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 倉敷高 (18:21)

56 116 高橋　実夢 岡　山 17:58 36:49
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 倉敷高 (18:51)

57 56 安里　真梨子 沖　縄 18:28 36:55
ｱｻﾄ ﾏﾘｺ らんさぽ (18:27)

58 14 米谷　結希 愛　知 18:28 36:57
ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｷ 愛知電機 (18:29)

59 27 瀬川　帆夏 兵　庫 18:09 37:01
ｾｶﾞﾜ ｿﾖｶ シスメックス (18:52)

60 63 大谷　花厘 北海道 18:29 37:10
ｵｵﾀﾆ ｶﾘﾝ 白大 (18:41)

61 113 江尻　佳乃 岡　山 17:56 37:39
ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 倉敷高 (19:43)

62 100 植田　萌恵 鳥　取 18:28 37:40
ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 倉吉北高 (19:12)

63 64 関上　利華 栃　木 19:13 37:57
ｾｷｶﾞﾐ ﾘｶ 白大 (18:44)

64 57 福村　来夢 青　森 19:04 38:10
ﾌｸﾑﾗ ﾗﾑ 城西国際大 (19:06)

65 102 小谷　彩乃 鳥　取 18:44 38:22
ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 八頭高 (19:38)

66 41 田中　亜可梨 長　崎 18:50 38:27
ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 十八銀行 (19:37)

67 43 矢野　愛奈 長　崎 18:52 38:30
ﾔﾉ ｱｲﾅ メモリード (19:38)

68 83 沖野　　楓 広　島 19:12 38:40
ｵｷﾉ ｶｴﾃﾞ 環太平洋大 (19:28)

69 93 管沢　　舞 長　崎 19:47 38:46
ｽｹﾞｻﾞﾜ ﾏｲ 活水女子大 (18:59)

70 55 山口　有里沙 佐　賀 19:21 38:53
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｻ 佐賀陸協 (19:32)

71 96 吉田　七海 福　島 19:01 39:02
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 日本大学東北高 (20:01)

72 84 近藤　紗貴 徳　島 19:36 39:05
ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ 環太平洋大 (19:29)

73 54 長田　理恵 石　川 19:13 39:06
ﾅｶﾞﾀ ﾘｴ 物見山クラブ (19:53)

74 94 長谷川　瑠香 茨　城 19:24 39:16
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ 名桜大 (19:52)

75 85 松﨑　由衣 岡　山 19:36 39:18
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲ 環太平洋大 (19:42)
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第３８回山陽女子ロードレース大会 / The 38th SANYO LADIES ROAD RACE 審 判 長:小林　桂子
兼 グディーニャ2020世界ハーフマラソン選手権大会代表選手選考競技会 記録主任:安藤　成顕
主　催:中国陸上競技協会･岡山県･岡山市･岡山県ｽﾎﾟ協･岡山市体協･山陽新聞社 招集所審判長:山口　文夫
主　管:一般財団法人岡山陸上競技協会
ｺｰｽ/Course:山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ/Okayama(WORLD ATHLETICS Certified Course)
****************************************************************
* 女子人見絹枝杯 １０ｋｍ 決　勝 *
****************************************************************
測定区分:Transponder 2019-12-15 10:15
世 界　記 録　(WR)　30:29　ｱｽﾒ･ﾚｸﾞｻﾞｵｲ　　　　(ＭＡＲ･モロッコ) 2002年
日 本　記 録　(NR)　31:44　千葉　真子　　　 　(宮崎・旭化成)　　1996年
大 会　記 録　(GR)　31:54　ﾃｨｷ･ｼﾞｪﾗﾅ　　　　　(三重・デンソー)　2007年
　　　　　　　　　　31:54　ｸﾞﾚｰｽ･ﾌﾞﾃｨｴ･ｷﾏﾝｽﾞｨ (千葉・スターツ)　2018年

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- -------- ----------

76 95 寺嶋　璃々亜 北海道 19:10 39:18
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾘｱ 札幌静修高 (20:08)

77 79 高本　　南 岡　山 19:33 39:24
ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 岡山大 (19:51)

78 104 長石　知佳 鳥　取 19:17 39:26
ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 鳥取中央育英高 (20:09)

79 107 藤井　美春 岡　山 19:16 39:30
ﾌｼﾞｲ ﾐﾊﾙ 岡山操山高 (20:14)

80 108 矢野　芙由子 岡　山 19:16 39:30
ﾔﾉ ﾌﾕｺ 岡山操山高 (20:14)

81 67 杉村　　葵 茨　城 19:22 39:35
ｽｷﾞﾑﾗ ｱｵｲ 白大 (20:13)

82 99 大名門　里歩 兵　庫 19:47 39:37
ｵｵﾅｶﾄﾞ ﾘﾎ 市西宮高 (19:50)

83 77 内海　早稀 岡　山 19:47 39:40
ｳﾂﾐ ｻｷ 岡山大 (19:53)

84 90 小手川　紀名子 長　崎 19:30 39:42
ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ 活水女子大 (20:12)

85 98 貞友　愛純 兵　庫 19:54 39:49
ｻﾀﾞﾄﾓ ｱｽﾐ 川西緑台高 (19:55)

86 142 新見　咲耶 兵　庫 19:55 39:49
ﾆｲﾐ ｻﾔ 市西宮高 (19:54)

87 136 三好　彩奈 広　島 19:56 39:57
ﾐﾖｼ ｱﾔﾅ 福山暁の星女子高 (20:01)

88 122 船越　菜々 岡　山 19:37 40:10
ﾌﾅｺｼ ﾅﾅ 岡山大安寺中等 (20:33)

89 138 八木　　遥 岡　山 19:59 40:18
ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ ランプロＲＣ (20:19)

90 91 石川　茉由 長　崎 20:02 40:30
ｲｼｶﾜ ﾏﾕ 活水女子大 (20:28)

91 133 渡辺　理恵 岡　山 20:31 40:49
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ ランプロＲＣ (20:18)

92 126 今田　結月 岡　山 20:17 40:55
ｲﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 岡山東商業高 (20:38)

93 141 幸田　結菜 兵　庫 20:00 40:58
ｺｳﾀﾞ ﾕﾅ 市西宮高 (20:58)

94 137 竹本　さくら 広　島 20:02 41:10
ﾀｹﾓﾄ ｻｸﾗ 福山暁の星女子高 (21:08)

95 88 吉田　蕗生 徳　島 20:02 41:16
ﾖｼﾀﾞ ﾙﾅ 環太平洋大 (21:14)

96 118 山崎　京子 広　島 20:28 41:35
ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｺ 基町高 (21:07)

97 81 多々納　琴音 岡　山 20:48 41:45
ﾀﾀﾉ ｺﾄﾈ 岡山大 (20:57)

98 132 坂本　一美 岡　山 20:59 42:23
ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 岡山陸協 (21:24)

99 127 森下　唯里 岡　山 20:41 42:31
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 岡山東商業高 (21:50)

100 105 今西　梨沙南 鳥　取 20:59 42:56
ｲﾏﾆｼ ﾅｽﾞﾅ 倉吉北高 (21:57)
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主　催:中国陸上競技協会･岡山県･岡山市･岡山県ｽﾎﾟ協･岡山市体協･山陽新聞社 招集所審判長:山口　文夫
主　管:一般財団法人岡山陸上競技協会
ｺｰｽ/Course:山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ/Okayama(WORLD ATHLETICS Certified Course)
****************************************************************
* 女子人見絹枝杯 １０ｋｍ 決　勝 *
****************************************************************
測定区分:Transponder 2019-12-15 10:15
世 界　記 録　(WR)　30:29　ｱｽﾒ･ﾚｸﾞｻﾞｵｲ　　　　(ＭＡＲ･モロッコ) 2002年
日 本　記 録　(NR)　31:44　千葉　真子　　　 　(宮崎・旭化成)　　1996年
大 会　記 録　(GR)　31:54　ﾃｨｷ･ｼﾞｪﾗﾅ　　　　　(三重・デンソー)　2007年
　　　　　　　　　　31:54　ｸﾞﾚｰｽ･ﾌﾞﾃｨｴ･ｷﾏﾝｽﾞｨ (千葉・スターツ)　2018年

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- -------- ----------

101 128 稲田　朱音 岡　山 21:02 43:14
ｲﾅﾀﾞ ｱｶﾈ 岡山東商業高 (22:12)

102 74 阪田　実紗希 大　阪 21:19 43:18
ｻｶﾀ ﾐｻｷ 鳥取大 (21:59)

103 72 諌山　菜々子 大　分 21:22 43:26
ｲｻﾔﾏ ﾅﾅｺ 鳥取大 (22:04)

104 76 川上　敦子 岡　山 21:34 43:28
ｶﾜｶﾐ ｱﾂｺ 岡山大 (21:54)

105 87 小野　理央奈 愛　媛 21:32 44:13
ｵﾉ ﾘｵﾅ 環太平洋大 (22:41)

106 73 矢野　智美 兵　庫 22:07 44:59
ﾔﾉ ｻﾄﾐ 鳥取大 (22:52)

107 129 久保　双葉 岡　山 21:36 45:00
ｸﾎﾞ ﾌﾀﾊﾞ 岡山東商業高 (23:24)

108 123 向井　智春 愛　媛 22:29 45:31
ﾑｶｲ ﾁﾊﾙ 石井体協 (23:02)

109 134 清田　明子 広　島 22:41 45:33
ｷﾖﾀ ｱｷｺ 廿日市市陸協 (22:52)

110 82 大原　　優 岡　山 22:29 45:49
ｵｵﾊﾗ ﾕｳ 岡山理科大 (23:20)

111 130 笠松　真実 岡　山 22:28 45:53
ｶｻﾏﾂ ﾏﾅﾐ 岡山東商業高 (23:25)

112 71 石井　菜々子 奈　良 22:39 46:17
ｲｼｲ ﾅﾅｺ 奈良学園大 (23:38)

113 78 下野　まな 兵　庫 23:23 46:23
ｼﾓﾉ ﾏﾅ 岡山大 (23:00)

114 80 原田　彩花 岡　山 23:12 46:38
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 岡山大 (23:26)

115 106 石寶　勢夏 鳥　取 22:32 47:18
ｲｼﾎｳ ｾｾｶ 倉吉総合産業高 (24:46)

116 131 木庭　百合子 岡　山 23:45 47:35
ｷﾆﾜ ﾕﾘｺ ランプロＲＣ (23:50)

117 70 守安　桃代 奈　良 23:24 47:50
ﾓﾘﾔｽ ﾓﾓﾖ 奈良学園大 (24:26)

118 144 池田　直美 岡　山 24:17 48:50
ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾐ 岡山陸協 (24:33)

139 冨士谷　苑香 広　島 19:54 DNF
ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ 広島文化学園大

62 野澤　綺花 栃　木 DNF
ﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 白大

(備考凡例：DNF:途中棄権)


