
- 第38回余呉湖健康マラソン -

Ａ）2kmファミリーコース一般

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/1

スタート： 9:40:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

6分47秒1 深山　浩規2107 ﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ

7分09秒2 山下　通2030 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ

7分25秒3 今井　亮太2115 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ

7分36秒4 小薗　大樹2113 ＷｉｎｄＲｕｎｺｿﾞﾉ ﾋﾛｷ

8分03秒5 幸田　義史2008 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

8分27秒6 澤村　有美2041 びわ中学校ｻﾜﾑﾗ ｱﾐ

8分38秒7 藤井　潔2069 ﾌｼﾞｲ ｷﾖｼ

8分50秒8 ミウラ　カズヤ2038 サンタナ学園ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾔ

9分02秒9 加藤　敬暁2072 ＫＢＭ－ＲＣｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

9分21秒10 大澤　孝史2007 ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ

9分21秒11 小薗　紘未2122 ｺｿﾞﾉ ﾋﾛﾐ

9分48秒12 森　丈彰2071 ﾓﾘ ﾀｹｱｷ

9分59秒13 小川　正2048 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

10分17秒14 宮山　夏光2052 余呉小学校ﾐﾔﾔﾏ

10分19秒15 森　義記2123 ﾓﾘ ﾖｼｷ

10分36秒16 橋爪　隆之2083 ＦＩＲＳＴﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾕｷ

10分59秒17 中村　明弘2082 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

11分01秒18 瀧澤　嘉次2075 くらぶ長浜ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ

11分09秒19 三谷　哲也2111 ﾐﾀﾆ ﾃﾂﾔ

11分11秒20 安陪　友裕2021 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ

11分35秒21 柴田　直美2009 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾐ

11分36秒22 宮本　学2053 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾞｸ

11分41秒23 津留　亜紀2049 ﾂﾙ ｱｷ

11分42秒24 伊藤　麻美2062 ｲﾄｳ ﾏﾐ

11分45秒25 若林　和男2028 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

11分48秒26 山田　雅則2066 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

11分55秒27 中村　香津子2120 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ

12分03秒28 酒向　碧子2044 ｻｺｳ ﾀﾏｺ

12分08秒29 ブルーノ　国成2050 ﾌﾞﾙｰﾉ　ｸﾆﾅﾘ

12分13秒30 友井　愛実2087 ﾄﾓｲ ﾒｸﾞﾐ

12分13秒31 林　美智子2027 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ

12分21秒32 田中　翔也2105 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ

12分24秒33 川瀬　智隆2078 りゅう＆ちなｶﾜｾ ﾄﾓﾀｶ

12分29秒34 平井　一馬2073 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾏ

12分31秒35 藤井　恵里子2010 ﾌｼﾞｲ ｴﾘｺ

12分43秒36 赤松　香奈子2077 ｱｶﾏﾂ ｶﾅｺ

12分45秒37 清水　裕子2118 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ

12分46秒38 藤田　達也2036 ﾌｼﾞﾀ

12分46秒39 中野　ミシェル2037 サンタナ学園ﾅｶﾉ ﾐｼｪﾙ

12分52秒40 吉川　安佐子2003 ﾖｼｶﾜ ｱｻｺ

12分52秒41 舛本　友子2081 ﾏｽﾓﾄ ﾄﾓｺ

12分54秒42 植田　有加里2064 ｳｴﾀﾞ ﾕｶﾘ

12分58秒43 三宅　麻起2034 ﾐﾔｹ ﾏｷ

13分03秒44 北村　義則2070 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

13分04秒45 八木　幸弘2100 ﾔｷﾞ ﾕｷﾋﾛ

13分11秒46 西川　明子2019 ﾆｼｶﾜ ｱｷｺ

13分13秒47 沖　和哉2076 ｵｷ ｶｽﾞﾔ

13分15秒48 瀬川　佐百合2012 ｾｶﾞﾜ ｻﾕﾘ

13分19秒49 上野　英夫2093 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｵ

13分35秒50 礒田　有佳里2029 ｲｿﾀﾞ ﾕｶﾘ
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13分40秒51 ノザワ　ガブリエル2047 ﾉｻﾞﾜ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ

13分48秒52 西川　茜2039 ﾆｼｶﾜ ｱｶﾈ

13分49秒53 西村　由布子2090 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ

13分49秒54 三俣　佑貴2092 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｷ

13分52秒55 八木　久美2099 ﾔｷﾞ ｸﾐ

13分53秒56 角　卓也2004 ｶﾄﾞ ﾀｸﾔ

13分55秒57 田川　樹里2056 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ

13分55秒58 石本　千寿子2114 ｲｼﾓﾄ ﾁｽﾞｺ

14分08秒59 横井　昌裕2025 ﾖｺｲ

14分10秒60 山本　真由美2022 チームヤマモトﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ

14分20秒61 原田　道彦2098 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ

14分40秒62 井上　啓一郎2045 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁﾛｳ

14分42秒63 木下　豪2084 ｷﾉｼﾀ ﾀｹｼ

14分47秒64 大島　れい子2002 ｵｵｼﾏ ﾚｲｺ

14分48秒65 鷹野原　明子2058 ﾀｶﾉﾊﾗ ｱｷｺ

14分50秒66 安陪　かおる2124 ｱﾍﾞ　ｶｵﾙ

15分13秒67 近藤　幸江2119 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁｴ

15分22秒68 近澤　芳男2065 ﾁｶｻﾞﾜ ﾖｼｵ

15分23秒69 野洌　孝二2001 ﾔｽ ｺｳｼﾞ

15分25秒70 山元　佑介2121 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

15分37秒71 藤井　理恵2068 ﾌｼﾞｲ ﾘｴ

15分37秒72 斎藤　一郎2059 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ

15分43秒73 前川　有季乃2026 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｷﾉ

15分46秒74 小林　一博2086 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

16分02秒75 森　容子2080 ﾓﾘ ﾖｳｺ

16分13秒76 桐畑　裕子2117 主婦ｷﾘﾊﾀ ﾕｳｺ

16分17秒77 鈴木　美鶴2097 スイチャンｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ

16分32秒78 林田　クリスチーナ2046 ﾊﾔｼﾀﾞ ｸﾘｽﾁｰﾅ

16分33秒79 髙藤　美智子2016 ﾀｶﾌｼﾞ ﾐﾁｺ

16分37秒80 木村　柚奈2042 ｷﾑﾗ ﾕﾅ

17分13秒81 藤川　祐子2017 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｺ

17分17秒82 山本　雄一郎2088 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

17分18秒83 冨士野　麻希2024 ﾌｼﾞﾉ

17分30秒84 箕浦　治美2079 ﾐﾉｳﾗ ﾊﾙﾐ

17分33秒85 小林　愛子2085 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ

17分46秒86 米山　昌美2103 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾐ

17分56秒87 村上　裕美2057 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾐ

18分02秒88 伊東　豊子2116 ｲﾄｳ ﾄﾖｺ

18分10秒89 三ヶ崎　千津子2054 ﾐｶｻﾞｷ ﾁﾂﾞｺ

18分18秒90 佃　さやか2051 余呉小学校ﾂｸﾀﾞ ｻﾔｶ

18分31秒91 高藤　和美2055 ﾀｶﾌｼﾞ ｶｽﾞﾐ

18分32秒92 安藤　姫香2043 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾒｶ

18分53秒93 有村　国知2023 ｱﾘﾑﾗ ｸﾆﾄﾓ

19分17秒94 友本　ゆう子2067 チームキズナﾄﾓﾓﾄ ﾕｳｺ

19分24秒95 三俣　名穂2094 ﾐﾂﾏﾀ ﾅｵ

19分24秒96 前川　祥慶2095 ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ

19分24秒97 藤森　正士2096 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻｼ

19分30秒98 上嶋　道子2014 ＺＫＭ京都支部ｳｴｼﾞﾏ ﾐﾁｺ

20分16秒99 飯沼　克人2104 ｲｲﾇﾏ ｶﾂﾄ

20分31秒100 中井　知子2110 ともこーずﾅｶｲ ﾄﾓｺ
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20分55秒101 古角　奈津子2006 ｺｶﾄﾞ ﾅﾂｺ

20分57秒102 小八木　康貴2031 ｺﾔｷﾞ ﾔｽﾀｶ

22分45秒103 中井　幹浩2109 ﾅｶｲ ﾐｷﾋﾛ

23分56秒104 小橋　八重子2032 ＺＫＭ京都支部ｺﾊﾞｼ ﾔｴｺ

24分40秒105 小松　千紗子2102 ｺﾏﾂ ﾁｻｺ

24分41秒106 小松　巧2101 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ

25分23秒107 谷村　真紀2035 ﾀﾆﾑﾗ ﾏｷ

25分44秒108 吉野　弘美2108 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾐ

25分55秒109 朝雛　環2063 ｱｻﾋﾅ ﾀﾏｷ

28分00秒110 中谷　健志2020 ﾅｶﾀﾆ ﾀｹｼ

28分13秒111 髙藤　光裕2015 ﾀｶﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ

30分23秒112 片岡　みゆき2089 ｶﾀｵｶ ﾐﾕｷ

30分23秒113 藤井　恵2106 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ

44分14秒114 石橋　奈美子2005 ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾐｺ
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