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 鳥取市・鳥取市教育委員会

41分49秒1 愛下　恵子1901 但馬信用金庫ｱｲｼﾀ ｹｲｺ

44分04秒2 高橋　幸代1906 三木ＲＣﾀｶﾊｼ ｻﾁﾖ

44分41秒3 早野　紀江1977 ﾊﾔﾉ ﾉﾘｴ

45分17秒4 伊藤　泰子1982 ｲﾄｳ ﾔｽｺ

46分16秒5 安藤　朋恵1989 エビカニックスｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｴ

47分38秒6 下田　紗希1929 ｼﾓﾀﾞ ｻｷ

48分38秒7 志水　真美1911 しまみみずｼﾐｽﾞ ﾏﾐ

49分52秒8 廣谷　茜1966 ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ

50分07秒9 鈴木　香菜1971 ｽｽﾞｷ ｶﾅ

50分45秒10 三崎　英子1933 ﾐｻｷ ｴｲｺ

51分04秒11 徳井　和栄1979 TEAMふたりﾄｸｲ ｶｽﾞｴ

51分14秒12 前田　祥花1961 ﾏｴﾀ ｻﾁｶ

51分43秒13 竹ノ内　直子1938 チームＯＥＳﾀｹﾉｳﾁ ﾅｵｺ

51分46秒14 坂本　初美1919 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾐ

52分06秒15 渡辺　由佳1993 team ふたりﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ

52分10秒16 橋本　真理1972 岩美病院ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘ

52分20秒17 山﨑　麻衣1959 ﾔﾏｻｷ ﾏｲ

52分54秒18 小谷　裕子1903 ワールド薬局ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ

53分24秒19 坂本　春美1937 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ

54分43秒20 奥谷　幸子1904 ｵｸﾀﾆ ｻﾁｺ

54分59秒21 安達　由紀1946 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ

55分49秒22 松井　薫1969 ﾏﾂｲ ｶｵﾙ

56分15秒23 伊藤　邦子1957 ｲﾄｳ ｸﾆｺ

56分20秒24 市村　尚美1926 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵﾐ

56分22秒25 田熊　夏紀1943 ﾀｸﾏ ﾅﾂｷ

56分24秒26 宮脇　加代子1949 チューチューＲＣﾐﾔﾜｷ ｶﾖｺ

56分45秒27 高嶋　千華子1985 鳥取大学ﾀｶｼﾏ ﾁｶｺ

56分56秒28 兼平　裕子1953 おはよう堂ｶﾈﾋﾗ ﾕｳｺ

58分05秒29 佐竹　暁子1941 ｻﾀｹ ｱｷｺ

58分19秒30 岡田　直子1902 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｺ

58分41秒31 石井　恵子1910 ｲｼｲ ｹｲｺ

58分52秒32 谷本　慶子1986 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲｺ

59分08秒33 寺谷　優香1981 ﾃﾗﾀﾆ ﾕｶ

59分42秒34 石原　陽子1922 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｺ

59分59秒35 河上　智1921 さとに田園クリニックｶﾜｶﾐ ﾄﾓ

1時間00分26秒36 三橋　朋恵1925 ﾐﾊｼ ﾄﾓｴ

1時間00分31秒37 西尾　由佳1913 ﾆｼｵ ﾕｶ

1時間01分17秒38 森本　弥生1951 チューチューＲＣﾓﾘﾓﾄ ﾔﾖｲ

1時間01分25秒39 西谷　美香1920 さとに田園クリニックﾆｼﾀﾆ ﾐｶ

1時間01分32秒40 福井　瑞季1944 ﾌｸｲ ﾐｽﾞｷ

1時間01分40秒41 中西　千里1950 チューチューＲＣﾅｶﾆｼ ﾁｻﾄ

1時間02分08秒42 上田　留美1962 teamほのるるｳｴﾀ ﾙﾐ

1時間02分14秒43 丸山　真紀1918 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

1時間02分21秒44 藤田　敬子1978 松江市ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺ

1時間02分57秒45 山脇　由紀子1988 ﾔﾏﾜｷ ﾕｷｺ

1時間04分01秒46 小林　千華1909 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ

1時間04分25秒47 三木　冨美子1973 ﾐｷ ﾌﾐｺ

1時間04分42秒48 前田　澄1955 ﾏｴﾀﾞ ｽﾐ

1時間04分53秒49 池田　克子1912 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ

1時間05分32秒50 大崎　美樹1975 ｵｵｻｷ ﾐｷ
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1時間06分44秒51 Ｅｍｉｌｙ　Ｍｕｓｓｏｎ1939 Ｔｅａｍシュビｴﾐﾘｰ ﾑｿﾝ　

1時間07分12秒52 松嶋　博恵1935 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｴ

1時間08分17秒53 山涌　陽子1990 ﾔﾏﾜｸ ﾖｳｺ

1時間08分38秒54 田渕　美奈子1934 ﾀﾌﾞﾁ ﾐﾅｺ

1時間09分26秒55 柳沢　真悠花1958 鳥取大学ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏﾕｶ

1時間10分33秒56 小久江　良子1965 ｺｸｴ ﾘｮｳｺ

1時間11分33秒57 箕原　京子1932 ﾐﾉﾊﾗ ｷｮｳｺ

1時間11分47秒58 林　紗智1963 ﾊﾔｼ ｻﾁ

1時間11分49秒59 尾崎　翠1983 ｵｻｷ ﾐﾄﾞﾘ

1時間12分24秒60 鴨川　悦子1970 ｶﾓｶﾞﾜ ｴﾂｺ

1時間14分56秒61 竹内　君江1907 ﾀｹｳﾁ ｷﾐｴ

1時間15分23秒62 山脇　菜摘1968 ﾔﾏﾜｷ ﾅﾂﾐ

1時間15分51秒63 宝坂　朋子1940 ﾎｳｻｶ ﾄﾓｺ

1時間18分10秒64 高田　恵美子1927 ﾀｶﾀ ｴﾐｺ

1時間19分32秒65 桂木　少希1991 ｶﾂﾗｷﾞ ｻｷ

1時間19分32秒66 米澤　典子1974 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉﾘｺ

1時間19分32秒67 桂木　和子1992 ｶﾂﾗｷﾞ ｶｽﾞｺ
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