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40分52秒1 愛下　恵子1901 但馬信用金庫ｱｲｼﾀ ｹｲｺ

42分44秒2 小瀧　由佳1902 ｺﾀｷ ﾕｶ

44分42秒3 高橋　幸代1910 三木ＲＣﾀｶﾊｼ ｻﾁﾖ

45分39秒4 岩本　美紀1985 ゲッターズｲﾜﾓﾄ ﾐｷ

46分52秒5 鈴木　香菜1961 ｽｽﾞｷ ｶﾅ

50分05秒6 吉岡　陽菜1919 鳥取大学ﾖｼｵｶ ﾋﾅ

50分07秒7 橋本　真理1981 岩美病院ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘ

50分14秒8 廣谷　茜1966 ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ

51分13秒9 坂本　初美1923 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾐ

51分31秒10 森本　弥生1947 ランニングなかまﾓﾘﾓﾄ ﾔﾖｲ

51分38秒11 奥谷　幸子1904 ｵｸﾀﾆ ｻﾁｺ

51分41秒12 竹ノ内　直子1928 チームＯＥＳﾀｹﾉｳﾁ ﾅｵｺ

51分55秒13 中谷　悦子1918 中ノ郷小学校ﾅｶﾀﾆ ｴﾂｺ

52分08秒14 前田　祥花1963 ﾏｴﾀ ｻﾁｶ

52分48秒15 坂本　春美1921 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾐ

53分00秒16 田總　絵莉子1953 ﾀﾌﾞｻ ｴﾘｺ

53分01秒17 小谷 裕子1955 ワールド薬局ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ

53分40秒18 徳井　和栄1974 ＴＥＡＭふたりﾄｸｲ ｶｽﾞｴ

54分10秒19 下田　紗希1926 ｼﾓﾀﾞ ｻｷ

54分12秒20 安居院　あかね1979 ｱｸﾞｲ ｱｶﾈ

54分14秒21 宮脇　加代子1946 ランニングなかまﾐﾔﾜｷ ｶﾖｺ

55分06秒22 小谷 結花1959 ｺﾀﾆ ﾕｶ

55分23秒23 安達　由紀1938 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ

56分34秒24 高橋　ひとみ1970 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

56分46秒25 河上　智1950 さとに田園ＣＬｶﾜｶﾐ ﾄﾓ

56分52秒26 後間　未央1941 鳥取大学農学部共同獣医学ｺｼﾏ ﾐｵ

56分57秒27 三崎　英子1927 ﾐｻｷ ｴｲｺ

57分00秒28 亀山　瑞江1913 ｶﾒﾔﾏ ﾐｽﾞｴ

57分11秒29 泉澤　有1939 鳥取大学農学部共同獣医学ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾕｳ

57分26秒30 兼平　裕子1968 おはよう堂ｶﾈﾋﾗ ﾕｳｺ

57分27秒31 寺谷　優香1984 ﾃﾗﾀﾆ ﾕｶ

57分41秒32 森次　奈穂美1924 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾅｵﾐ

58分00秒33 荒尾 夏希1958 ｱﾗｵ ﾅﾂｷ

58分40秒34 木﨑　博加1983 ｷｻﾞｷ ﾋﾛｶ

59分32秒35 山下　宏呂子1933 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ

59分40秒36 石井　恵子1920 ｲｼｲ ｹｲｺ

59分54秒37 橋本　道代1967 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾖ

1時間00分20秒38 石倉　真由美1965 ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ

1時間00分45秒39 西尾　由佳1911 ﾆｼｵ ﾕｶ

1時間01分18秒40 菊池　史織1980 ゼロスポーツｷｸﾁ ｼｵﾘ

1時間01分35秒41 丸山　真紀1929 カナイチヤＲＬＨﾏﾙﾔﾏ ﾏｷ

1時間01分37秒42 向井　雅子1975 zeroスポーツﾑｶｲ ﾏｻｺ

1時間01分48秒43 奥田　晴美1962 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾐ

1時間02分02秒44 小林　千恵1906 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ

1時間02分11秒45 下田　ゆき1949 ｼﾓﾀﾞ ﾕｷ

1時間02分29秒46 三橋　朋恵1915 ﾐﾊｼ ﾄﾓｴ

1時間02分51秒47 小林　里美1972 Ｚｅｒｏ　ＲＣｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ

1時間02分56秒48 岡田　直子1903 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｺ

1時間03分45秒49 高原　栄美香1943 ﾀｶﾊﾗ ｴﾐｶ

1時間03分59秒50 津隈　洋子1952 さとに田園ＣＬﾂｸﾏ ﾖｳｺ
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1時間04分14秒51 西宇　真衣香1908 鳥取大学ﾆｼｳ ﾏｲｶ

1時間04分21秒52 石淵　由美子1954 ひだまり倶楽部ｲｼﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ

1時間04分47秒53 池田　章子1973 Ｚｅｒｏ　ＲＣｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺ

1時間04分57秒54 中森　あゆみ1912 ﾅｶﾓﾘ ｱﾕﾐ

1時間06分34秒55 大崎　美樹1982 ｵｵｻｷ ﾐｷ

1時間06分50秒56 澤田　文1935 ｻﾜﾀﾞ ｱﾔ

1時間06分56秒57 中住　麻里絵1917 ﾅｶｽﾞﾐ ﾏﾘｴ

1時間07分53秒58 粟田　真由子1971 ｱﾜﾀ ﾏﾕｺ

1時間09分00秒59 門　瑚凜1969 ｶﾄﾞ ｺﾘﾝ

1時間09分20秒60 山本　芳枝1914 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｴ

1時間09分40秒61 福田　真弓1948 ランニングなかまﾌｸﾀ ﾏﾕﾐ

1時間09分52秒62 佐々木　春香1937 ｻｻｷ ﾊﾙｶ

1時間11分52秒63 森谷　恵理1932 ﾓﾘﾀﾆ ｴﾘ

1時間12分37秒64 木島 美幸1960 ｷｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

1時間12分39秒65 高田　恵美子1907 ﾀｶﾀ ｴﾐｺ

1時間14分45秒66 米澤　典子1925 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉﾘｺ

1時間14分47秒67 沖野　実穂1916 鳥取大学ｵｷﾉ ﾐﾎ

1時間16分39秒68 小熊　尚子1942 鳥取大学農学部共同獣医学ｵｸﾞﾏ ﾅｵｺ

1時間17分13秒69 西本　舞1940 鳥取大学農学部共同獣医学ﾆｼﾓﾄ ﾏｲ

1時間17分13秒70 谷口　美香1934 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶ

1時間17分25秒71 竹内　君江1905 ﾀｹｳﾁ ｷﾐｴ

1時間19分55秒72 西岡 由恵1956 ﾆｼｵｶ ﾖｼｴ

1時間19分55秒73 前田　梨恵1964 ﾏｴﾀ ﾘｴ
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