
第12回 乗鞍天空マラソン
開催日：2017年6月18（日） 　　場所：乗鞍エコーライン特設コース 主催：のりくら観光協会

35km女子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区

1 27 3時間05分38秒 杉浦 美由紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｷ トヨタＳＣ 愛知県
2 133 3時間06分43秒 山下 紀美子 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 富士森走友会 長野県
3 17 3時間14分25秒 栗原 初江 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾂｴ - 埼玉県
4 19 3時間19分15秒 小川 るり子 ｵｶﾞﾜ ﾙﾘｺ - 埼玉県
5 16 3時間22分02秒 小野寺 利絵 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 南蛮連合 神奈川県
6 35 3時間27分07秒 藤岡 智子 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄｺ - 埼玉県
7 21 3時間27分56秒 三牧 奈保美 ﾐﾏｷ ﾅｵﾐ - 神奈川県
8 187 3時間32分49秒 森山 真千子 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾁｺ - 愛知県
9 97 3時間33分21秒 大畠 ひろ ｵｵﾊﾀ ﾋﾛ 芦屋浜アスリート 兵庫県

10 13 3時間36分12秒 真継 成子 ﾏﾂｸﾞ ｼｹﾞｺ - 神奈川県
11 72 3時間41分33秒 嶋田 陽子 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ - 福井県
12 141 3時間49分09秒 鈴木 亜美 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾞﾐ - 東京都
13 199 3時間50分41秒 小出 裕子 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｺ - 愛知県
14 79 3時間51分00秒 片山 聡子 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ - 京都府
15 209 3時間52分59秒 近藤 明子 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ - 福井県
16 58 3時間53分23秒 稲田 恵美子 ｲﾅﾀﾞ ｴﾐｺ 電力中央研究所 千葉県
17 210 3時間55分42秒 塩原 真裕子 ｼｵﾊﾞﾗ ﾏﾕｺ - 埼玉県
18 1 3時間56分53秒 戸谷 美香 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ - 京都府
19 81 3時間57分14秒 武井 美帆 ﾀｹｲ ﾐﾎ 愛知三好走ろう会 愛知県
20 197 3時間57分40秒 安田 真由美 ﾔｽﾀ ﾏﾕﾐ - 石川県
21 37 3時間59分08秒 三田 光代 ﾐﾀ ﾐﾂﾖ 小林走遊塾 群馬県
22 131 4時間01分42秒 小椋 奈央子 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｺ - 大阪府
23 52 4時間03分28秒 関森 智子 ｾｷﾓﾘ ﾄﾓｺ - 栃木県
24 12 4時間05分52秒 小林 咲代 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾖ - 群馬県
25 66 4時間07分11秒 田中 園子 ﾀﾅｶ ｿﾉｺ さいたま走翔 埼玉県
26 99 4時間07分27秒 高木 優香 ﾀｶｷﾞ ﾕｶ - 群馬県
27 98 4時間08分03秒 香田 美由起 ｺｳﾀﾞ ﾐﾕｷ - 愛知県
28 183 4時間08分58秒 豊岡 希望 ﾄﾖｵｶ ﾉｿﾞﾐ - 大阪府
29 9 4時間09分19秒 梶塚 由佳 ｶｼﾞﾂｶ ﾕｶ ◆ちいさいず 東京都
30 93 4時間09分35秒 三谷 喬子 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｺ - 神奈川県
31 100 4時間09分55秒 中田 淳子 ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ - 東京都
32 212 4時間10分45秒 清水 晃子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 幕張プラザ 千葉県
33 43 4時間13分23秒 辻 成美 ﾂｼﾞ ﾅﾙﾐ - 岐阜県
34 51 4時間16分58秒 清水 瞳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 風来坊Ｗ 静岡県
35 24 4時間17分13秒 田幡 美鈴 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｽｽﾞ - 群馬県
36 95 4時間17分23秒 木俣 佐保子 ｷﾏﾀ ｻﾎｺ ちーむみほ 滋賀県
37 6 4時間17分31秒 大津 千鶴 ｵｵﾂ ﾁﾂﾞﾙ - 京都府
38 111 4時間18分17秒 高田 かずみ ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾐ - 千葉県
39 34 4時間18分38秒 島崎 智子 ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ - 愛知県
40 77 4時間18分53秒 飛田 晴美 ﾋﾀﾞ ﾊﾙﾐ - 東京都
41 173 4時間18分58秒 横山 智子 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｺ - 東京都
42 153 4時間19分08秒 山下 聡美 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾐ ＲＲＴ 東京都
43 220 4時間19分20秒 古沢 由里子 ﾌﾙｻﾜ ﾕﾘｺ - 大阪府
44 155 4時間19分36秒 山田 みづき ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ - 岐阜県
45 163 4時間19分37秒 村上 順子 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｺ Ｋ２ＴＲＣ 長野県
46 26 4時間19分46秒 亀井 有子 ｶﾒｲ ﾕｳｺ びわこランナー 滋賀県
47 69 4時間20分04秒 新田 泉 ﾆｯﾀ ｲｽﾞﾐ - 神奈川県
48 181 4時間20分27秒 上條 聡美 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄﾐ アスロンズ 長野県
49 32 4時間21分17秒 原 奈保 ﾊﾗ ﾅﾎ - 三重県
50 119 4時間21分41秒 高木 美保子 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎｺ いわくらランステ 愛知県
51 120 4時間21分45秒 松原 永子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲｺ - 愛知県
52 28 4時間22分09秒 寺世 香 ﾃﾗｾ ｶｵﾘ 夕焼けラン 大阪府
53 185 4時間23分31秒 上田 厚子 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｺ ＴＥＡＭ　ＳＳＲ 兵庫県
54 18 4時間23分45秒 山内 小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ ＡＲＣ静岡 静岡県
55 88 4時間25分00秒 田中 智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ - 岐阜県
56 47 4時間25分28秒 古屋 有紀 ﾌﾙﾔ ﾕｷ 爆走楽笑会 東京都
57 176 4時間25分37秒 宮本 眞由美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾕﾐ - 大阪府
58 217 4時間26分22秒 高橋 芽生 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ - 東京都
59 29 4時間27分04秒 溝下 ゆみ ﾐｿﾞｼﾀ ﾕﾐ - 埼玉県
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60 55 4時間27分26秒 古川 聖美 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄﾐ - 長野県
61 64 4時間29分45秒 佐久間 潤子 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ - 滋賀県
62 101 4時間30分33秒 荒木 恵子 ｱﾗｷ ｹｲｺ あすリードＲＣ大阪 京都府
63 125 4時間31分54秒 熊谷 美幸 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｷ - 長野県
64 158 4時間32分04秒 武藤 真美香 ﾑﾄｳ ﾏﾐｶ - 長野県
65 127 4時間32分20秒 中本 明美 ﾅｶﾓﾄ ｱｹﾐ ＳＷＡＣ 大阪府
66 218 4時間32分39秒 宮川 尚子 ﾐﾔｶﾜ ﾅｵｺ モンベル 神奈川県
67 78 4時間33分27秒 浜口 尚美 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ - 愛知県
68 200 4時間34分13秒 岑山 ひな子 ﾐﾈﾔﾏ ﾋﾅｺ - 愛知県
69 4 4時間34分59秒 矢島 良枝 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｴ ニッポンＲ柏 千葉県
70 156 4時間35分42秒 野田 胡桃 ﾉﾀﾞ ｸﾙﾐ - 静岡県
71 65 4時間36分24秒 國貞 千津子 ｸﾆｻﾀﾞ ﾁﾂﾞｺ - 兵庫県
72 216 4時間37分38秒 橋本 奈緒美 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾐ 千里ランランクラブ 大阪府
73 5 4時間38分23秒 小川 菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野マラソンクラブ 長野県
74 177 4時間38分29秒 宮武 美智代 ﾐﾔﾀｹ ﾐﾁﾖ - 愛知県
75 33 4時間39分00秒 高橋 真由美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ ＯＲＣ 埼玉県
76 191 4時間39分09秒 神子 直美 ｶﾐｺ ﾅｵﾐ - 東京都
77 71 4時間40分01秒 坂野 実穂 ｻｶﾉ ﾐﾎ - 愛知県
78 83 4時間41分42秒 寺居 優子 ﾃﾗｲ ﾕｳｺ - 東京都
79 62 4時間42分09秒 高橋 直美 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ - 新潟県
80 184 4時間43分33秒 勢戸 万美子 ｾﾄ ﾏﾐｺ - 滋賀県
81 73 4時間44分09秒 花崎 悦代 ﾊﾅｻﾞｷ ｴﾂﾖ - 東京都
82 190 4時間44分45秒 伊藤 亜紀 ｲﾄｳ ｱｷ - 愛知県
83 164 4時間46分26秒 久保 美華 ｸﾎﾞ ﾐｶ 青梅トレラン部 東京都
84 174 4時間46分55秒 永井 博美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ Ｋ２ＴＲＣ 神奈川県
85 144 4時間47分03秒 秋田 規子 ｱｷﾀ ﾉﾘｺ - 愛知県
86 179 4時間47分22秒 鈴木 喜代子 ｽｽﾞｷ ｷﾖｺ - 東京都
87 112 4時間47分27秒 佐藤 知美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ - 千葉県
88 36 4時間48分12秒 高山 香理 ﾀｶﾔﾏ ｶｵﾘ - 東京都
89 128 4時間48分14秒 佐々木 加奈 ｻｻｷ ｶﾅ ＹＪＣ 兵庫県
90 75 4時間48分28秒 小林 美枝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｴｺ - 長野県
91 189 4時間50分02秒 西堀 誠子 ﾆｼﾎﾞﾘ ｾｲｺ - 長野県
92 223 4時間50分16秒 小森　久枝 ｺﾓﾘ ﾋｻｴ - 大阪府
93 56 4時間50分23秒 白澤 朋子 ｼﾗｻﾜ ﾄﾓｺ - 東京都
94 67 4時間50分32秒 川西 清華 ｶﾜﾆｼ ｾｲｶ ももルル 岡山県
95 137 4時間51分24秒 中村 直子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ - 大阪府
96 114 4時間52分26秒 松永 桂子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｺ 新潟県 新潟県
97 48 4時間52分38秒 大田 嗣子 ｵｵﾀ ﾂｷﾞｺ チームレモン 愛知県
98 68 4時間53分30秒 平林 愛 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲ - 神奈川県
99 115 4時間53分59秒 吉岡 育子 ﾖｼｵｶ ｲｸｺ - 東京都

100 96 4時間54分15秒 今村 潔香 ｲﾏﾑﾗ ｷﾖｶ - 岐阜県
101 54 4時間54分40秒 山崎 直美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ - 東京都
102 175 4時間54分56秒 原田 恵 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ - 大阪府
103 76 4時間55分06秒 有野 由香 ｱﾘﾉ ﾕｶ 石橋を叩いて壊せ 山梨県
104 192 4時間55分11秒 宮地 めぐみ ﾐﾔﾁ ﾒｸﾞﾐ - 愛知県
105 193 4時間56分14秒 松井 佳江 ﾏﾂｲ ﾖｼｴ サテライト芙蓉 石川県
106 161 4時間56分38秒 橋本 幸子 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｺ - 大阪府
107 172 4時間57分05秒 清水 裕子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ - 長野県
108 63 4時間57分34秒 青木 雅代 ｱｵｷ ﾏｻﾖ プレアデス 東京都
109 90 4時間57分58秒 宮塚 春香 ﾐﾔﾂﾞｶ ﾊﾙｶ - 富山県
110 102 4時間57分58秒 宮西 慶子 ﾐﾔﾆｼ ｹｲｺ 金曜日のらんな～ 富山県
111 215 4時間58分08秒 矢向 悦子 ﾔｺｳ ｴﾂｺ - 東京都
112 42 4時間59分29秒 小俣 恭子 ｵﾏﾀ ｷｮｳｺ - 東京都
113 222 4時間59分33秒 三木　美奈子 ﾐｷ ﾐﾅｺ - -
114 188 5時間01分43秒 兵頭 洋子 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｳｺ - 東京都
115 166 5時間02分29秒 脇屋 いずみ ﾜｷﾔ ｲｽﾞﾐ - 東京都
116 182 5時間02分31秒 豊岡 雅子 ﾄﾖｵｶ ﾏｻｺ - 大阪府
117 138 5時間03分41秒 青柳 恵美子 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐｺ - 東京都
118 211 5時間03分52秒 竹内 加奈 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ - 兵庫県
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119 2 5時間03分56秒 井上 貴子 ｲﾉｳｴ ﾀｶｺ - 愛知県
120 207 5時間04分01秒 藤澤 はるか ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｶ - 東京都
121 110 5時間04分12秒 神林 しの ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼﾉ - 埼玉県
122 201 5時間04分17秒 伊藤 かおり ｲﾄｳ ｶｵﾘ - 新潟県
123 45 5時間04分40秒 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ - 静岡県
124 31 5時間04分41秒 前川 貴子 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｺ - 静岡県
125 167 5時間05分25秒 渡辺 裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ - 新潟県
126 159 5時間05分41秒 上條 真裕美 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾕﾐ - 長野県
127 160 5時間06分17秒 田中 和美 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ ＹＪＣ 大阪府
128 150 5時間06分26秒 高橋 祥子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ - 東京都
129 84 5時間09分00秒 平野 智香 ﾋﾗﾉ ﾁｶ - 静岡県
130 205 5時間10分16秒 土屋 房代 ﾂﾁﾔ ﾌｻﾖ - 大阪府
131 140 5時間10分19秒 地高 ゆかり ﾁﾀﾞｶ ﾕｶﾘ つじかぜＡＣ 東京都
132 198 5時間10分34秒 鵜飼 順子 ｳｶｲ ｼﾞｭﾝｺ ブランシュ 大阪府
133 152 5時間12分00秒 井上 恵美子 ｲﾉｳｴ ｴﾐｺ ＲＲＲ 東京都
134 170 5時間12分04秒 加村 美和 ｶﾑﾗ ﾐﾜ 大阪シティラン 大阪府
135 129 5時間12分05秒 浅井 祐子 ｱｻｲ ﾕｳｺ - 大阪府
136 113 5時間12分39秒 福原 京子 ﾌｸﾊﾗ ｷｮｳｺ - 新潟県
137 162 5時間12分51秒 平川 奈緒子 ﾋﾗｶﾜ ﾅｵｺ - 神奈川県
138 151 5時間13分12秒 石橋 貴代 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾖ - 東京都
139 145 5時間13分22秒 植田 恭子 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ - 愛知県
140 214 5時間13分22秒 田中 理恵 ﾀﾅｶ ﾘｴ - 愛知県
141 224 5時間14分07秒 福原　友美 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾐ - 東京都
142 10 5時間14分10秒 徳永 純 ﾄｸﾅｶﾞ ｽﾐｺ 駝鳥倶楽部 長野県
143 3 5時間15分14秒 木村 千絵 ｷﾑﾗ ﾁｴ コナミ渋谷 東京都
144 208 5時間15分32秒 樽見 亜香里 ﾀﾙﾐ ｱｶﾘ - 埼玉県
145 59 5時間17分37秒 井上 寿美 ｲﾉｳｴ ﾋｻﾐ - 滋賀県
146 49 5時間18分25秒 諏方 房子 ｽﾜ ﾌｻｺ - 愛知県
147 15 5時間19分35秒 小野内 弥生 ｵﾉｳﾁ ﾔﾖｲ ろくさんぽ 愛知県
148 195 5時間20分05秒 山口 奈緒子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｺ - 神奈川県
149 122 5時間20分20秒 安藤 えつ子 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ - 京都府
150 7 5時間21分01秒 大越 はるみ ｵｵｺｼ ﾊﾙﾐ - 埼玉県
151 219 5時間21分54秒 大竹 梨々香 ｵｵﾀｹ ﾘﾘｶ - 東京都
152 86 5時間22分36秒 江戸 千景 ｴﾄﾞ ﾁｶｹﾞ - 沖縄県
153 30 5時間22分52秒 細川 奈生 ﾎｿｶﾜ ﾅｵ つじかぜ 神奈川県
154 117 5時間23分17秒 中川 礼子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｺ - 愛知県
155 8 5時間23分53秒 南園 伸子 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ - 愛知県
156 41 5時間26分13秒 堀田 直美 ﾎｯﾀ ﾅｵﾐ - 愛知県
157 165 5時間26分13秒 石井 歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ - 愛知県
158 135 5時間28分15秒 高見 優子 ﾀｶﾐ ﾕｳｺ - 兵庫県
159 142 5時間28分20秒 高橋 京子 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｺ - 神奈川県
160 136 5時間28分38秒 三田 愉美 ﾐﾀ ﾕﾐ - 兵庫県
161 14 5時間28分39秒 受川 知代 ｳｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾖ しあわせの村 兵庫県
162 206 5時間28分39秒 桑畑 満里子 ｸﾜﾊﾀ ﾏﾘｺ - 大阪府
163 180 5時間31分55秒 木村 聖美 ｷﾑﾗ ｷﾖﾐ - 東京都
164 61 5時間34分23秒 跡見 文子 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ マロン 静岡県
165 82 5時間35分13秒 戸所 佐知子 ﾄﾄﾞｺﾛ ｻﾁｺ - 東京都
166 221 5時間35分20秒 滝　洋子 ﾀｷ ﾖｳｺ - 愛知県
167 60 5時間35分59秒 田中 恭子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ - 京都府
168 121 5時間37分09秒 柴田 裕紀子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ - 愛知県
169 116 5時間38分43秒 堀部 順子 ﾎﾘﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ - 滋賀県
170 57 5時間39分53秒 風間 理江 ｶｻﾞﾏ ﾘｴ 麦走ＲＣ 東京都
171 168 5時間40分27秒 長屋 麻紀 ﾅｶﾞﾔ ﾏｷ - 岐阜県
172 194 5時間41分09秒 川端 恭子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳｺ - 大阪府
173 104 5時間41分27秒 山内 佳子 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼｺ - 大阪府
174 213 5時間42分31秒 安田 悠里 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾘ - 三重県
175 23 5時間43分58秒 長谷川 祥子 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺ - 三重県
176 85 5時間46分34秒 小島 千鶴 ｺｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ チームＳＳＲ 愛知県
177 107 5時間46分47秒 森本 康子 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽｺ 千里ランランクラブ 大阪府
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178 109 5時間48分07秒 中条 えり ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｴﾘ チームＳＳＲ 三重県
179 38 5時間48分59秒 池松 直美 ｲｹﾏﾂ ﾅｵﾐ - 東京都
180 74 5時間49分50秒 金子 文江 ｶﾈｺ ﾌﾐｴ - 新潟県
181 80 5時間50分50秒 川浦 めぐみ ｶﾜｳﾗ ﾒｸﾞﾐ - 長野県
182 106 5時間50分55秒 山本 まり ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘ - 大阪府
183 103 5時間51分58秒 廉 幸美 ﾖﾝ ﾍﾝﾐ - 愛知県
184 132 5時間54分34秒 平谷 葉子 ﾋﾗﾀﾆ ﾖｳｺ よなきや 京都府
185 22 5時間55分47秒 長谷川 由美子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾐｺ - 三重県
186 143 5時間56分05秒 寄川 育子 ﾖﾘｶﾜ ｲｸｺ - 栃木県
187 53 5時間56分54秒 飯塚 知香子 ｲｲﾂﾞｶ ﾁｶｺ - 兵庫県
188 148 5時間57分46秒 斉藤 晴香 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ - 東京都
189 146 6時間01分01秒 田口 厚子 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｺ コアラ一家 岐阜県
190 186 6時間01分17秒 田中 有香 ﾀﾅｶ ﾕｶ 同志社大学 大阪府
191 134 6時間01分51秒 池田 小夜美 ｲｹﾀﾞ ｻﾖﾐ 星が丘朝活ＲＴ 愛知県
192 108 6時間02分45秒 国分 千代 ｺｸﾌﾞ ﾁﾖ チームＳＳＲ 沖縄県
193 118 6時間06分47秒 小林 恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ - 長野県
194 40 6時間08分34秒 木村 牧恵 ｷﾑﾗ ﾏｷｴ ＴＤＪ 神奈川県
195 91 6時間10分18秒 水本 恵美 ﾐｽﾞﾓﾄ ｴﾐ - 三重県
196 149 6時間11分11秒 原 佐知子 ﾊﾗ ｻﾁｺ - 東京都
197 169 6時間11分53秒 矢嶋 あかね ﾔｼﾞﾏ ｱｶﾈ - 岐阜県
198 105 6時間15分19秒 三村 妙子 ﾐﾑﾗ ﾀｴｺ - 愛知県
199 39 6時間22分51秒 上原 清香 ｳｴﾊﾗ ｷﾖｶ - 東京都
200 157 6時間24分01秒 千葉 さゆり ﾁﾊﾞ ｻﾕﾘ - 大阪府
201 25 6時間35分23秒 太田 由紀 ｵｵﾀ ﾕｷ - 静岡県


