
- 第38回余呉湖健康マラソン -

Ｄ）6.5kmエンジョイコース一般女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/1

スタート： 10:20:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

27分13秒1 草野　祐香7049

29分48秒2 横山　ほのか7050

31分12秒3 有田　晶子7102 びわこ　堅田ｱﾘﾀ ｱｷｺ

31分12秒4 森　咲桜7090 長浜南中ﾓﾘ ｻｸﾗ

32分05秒5 竹山　早苗7003 ﾀｹﾔﾏ ｻﾅｴ

32分31秒6 中村　綾希7146 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ

32分47秒7 池内　久美7010 ｲｹｳﾁ ｸﾐ

32分50秒8 西川　心央7055 余呉小学校ﾆｼｶﾜ ﾐｵ

33分21秒9 青木　多恵7037 ｱｵｷ ﾀｴ

33分29秒10 森　恵子7122 ﾓﾘ ｹｲｺ

34分46秒11 川﨑　峰子7032 ｶﾜｻｷ ﾐﾈｺ

35分14秒12 井上　千恵美7070 ｲﾉｳｴ ﾁｴﾐ

35分28秒13 岩田　美由紀7079 ｲﾜﾀ ﾐﾕｷ

35分34秒14 幹　明美7012 ﾐｷ ｱｹﾐ

35分59秒15 茶谷　楓7047 ﾁｬﾀﾆ ｶｴﾃﾞ

36分02秒16 山路　明子7028 ﾔﾏｼﾞ ｱｷｺ

36分14秒17 浅井　真歩7054 余呉小学校ｱｻﾞｲ ﾏﾎ

36分49秒18 中谷　明日香7118 ﾅｶﾀﾆ ｱｽｶ

37分01秒19 北川　光代7026 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾂﾖ

37分30秒20 益川　瑠璃7130 鴨川走友会ﾏｽｶﾜ ﾙﾘ

37分58秒21 岩元　奈津子7029 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｺ

37分58秒22 渡辺　富久代7015 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｸﾖ

38分43秒23 丸山　君代7030 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾐﾖ

38分43秒24 菅崎　優子7077 ｽｶﾞｻｷ ﾕｳｺ

38分55秒25 上野　典子7138 ｳｴﾉ ﾉﾘｺ

38分57秒26 小谷　真由美7011 ｵﾀﾞﾆ ﾏﾕﾐ

39分01秒27 梅本　恵子7108 ｳﾒﾓﾄ ｹｲｺ

39分02秒28 川瀬　真由美7006 ｶﾜｾ

39分41秒29 近澤　弘子7078 ﾁｶｻﾞﾜ ﾋﾛｺ

39分43秒30 小西　信子7069 ｺﾆｼ ﾉﾌﾞｺ

39分50秒31 上田　秀子7027 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ

39分53秒32 常楽寺　知香7121 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾁｶ

40分01秒33 杉本　里美7133 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ

40分08秒34 田中　弘恵7137 ﾀﾅｶ ﾋﾛｴ

40分19秒35 中島　環7103 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ

40分50秒36 松本　美津子7095 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｺ

40分53秒37 森野　寛子7119 ﾓﾘﾉ ﾋﾛｺ

40分58秒38 伊藤　友紀7035 ｲﾄｳ ﾕｷ

41分01秒39 小崎　輝代7016 ｺｻﾞｷ ﾃﾙﾖ

41分26秒40 水谷　礼佳7136 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔｶ

41分42秒41 三谷　けい子7112 ﾐﾀﾆ ｹｲｺ

41分48秒42 水谷　ひでみ7058 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾐ

42分09秒43 福岡　洵7116 おはようＲＣﾌｸｵｶ ﾏｺﾄ

42分37秒44 熊木　恵美子7139 ｸﾏｷ ｴﾐｺ

42分37秒45 原　美幸7115 ﾊﾗ ﾐﾕｷ

42分54秒46 山本　朋子7080 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ

43分03秒47 廣内　美里7039 ﾋﾛｳﾁ ﾐｻﾄ

43分19秒48 西川　純代7045 ﾆｼｶﾜ ｽﾐﾖ

43分34秒49 山本　佳子7009 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ

43分40秒50 小野　克枝7046 ｵﾉ ｶﾂｴ
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43分49秒51 鈴木　友梨7086 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ

43分53秒52 佐野　裕子7063 走～でっか！？ｻﾉ ﾋﾛｺ

43分59秒53 安澤　早貴7144 ﾔｽｻﾞﾜ ｻｷ

44分08秒54 深江　由里子7033 ﾌｶｴ ﾕﾘｺ

44分14秒55 増井　美江子7005 ﾏｽｲ ﾐｴｺ

44分27秒56 西川　知美7038 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾐ

44分33秒57 西垣　真美7092 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾐ

44分34秒58 松井　貴美子7061 りょうぜんﾏﾂｲ ｷﾐｺ

44分41秒59 八木　美峰7131 ﾔｷﾞ ﾐﾎｳ

44分55秒60 鎌田　加奈7117 ｶﾏﾀﾞ ｶﾅ

44分56秒61 宮村　真琴7042 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｺﾄ

45分11秒62 松田　睦代7097 ﾏﾂﾀﾞ ﾑﾂﾖ

45分13秒63 檜山　智子7067 ﾋﾔﾏ ﾄﾓｺ

45分18秒64 大橋　明日美7135 ｵｵﾊｼ ｱｽﾐ

45分29秒65 赤松　美恵子7004 ｱｶﾏﾂ ﾐｴｺ

45分57秒66 松田　佳代子7013 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾖｺ

46分17秒67 小山　由紀子7087 こやこやｺﾔﾏ ﾕｷｺ

46分20秒68 柳原　志保7082 青山小学校ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾎ

46分32秒69 横山　美紗子10016 太田医院ﾖｺﾔﾏ ﾐｻｺ

46分39秒70 河森　ひろみ7062 名駅前走友会ｶﾜﾓﾘ ﾋﾛﾐ

46分40秒71 村田　真希7094 ﾑﾗﾀ ﾏｷ

46分40秒72 村田　愛衣7093 ﾑﾗﾀ ﾒｲ

46分41秒73 岡田　倫子7120 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁｺ

46分45秒74 中島　李夏7134 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ

46分57秒75 長屋　敬子7142 ﾅｶﾞﾔ ｹｲｺ

46分58秒76 田中　早百合7101 ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ

47分07秒77 野口　由紀子7127 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｺ

47分07秒78 水本　貴子7056 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶｺ

47分22秒79 横井　初美7031 ﾖｺｲ ﾊﾂﾐ

47分23秒80 国友　恵子7141 ｸﾆﾄﾓ ｹｲｺ

47分46秒81 錦　広子7105 ﾆｼｷ ﾋﾛｺ

48分07秒82 乕若　ゆみ花7023 チームめだかﾄﾗﾜｶ ﾕﾐｶ

48分20秒83 米田　直美7025 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵﾐ

48分23秒84 草野　佳子7048

48分26秒85 山岸　梨乃7084 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾉ

48分30秒86 小川　ルシアナカズエ7076 ｵｶﾞﾜ ﾙｼｱﾅｶｽﾞｴ

48分35秒87 東山　いさみ7024 ＺＫＭ京都支部ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲｻﾐ

48分36秒88 北川　知佐7098 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁｻ

48分36秒89 北川　知那7099 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾅ

48分36秒90 疋出　妙子7096 ﾋｷﾃﾞ ﾀｴｺ

48分46秒91 宇野　桂子7007 ｳﾉ ｹｲｺ

48分52秒92 山田　唯7140 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ

49分12秒93 ウエムラ　マリザ7051 ｳｴﾑﾗ ﾏﾘｻﾞ

49分34秒94 吉野　美津子7002 ﾖｼﾉ ﾐﾂｺ

49分48秒95 島岡　里恵7126 ｼﾏｵｶ ﾘｴ

50分01秒96 高井　都美子7081 ﾀｶｲ ﾄﾐｺ

50分12秒97 伊藤　紀子7091 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ

50分29秒98 青木　薫7073 ｱｵｷ ｶｵﾙ

50分53秒99 稲野　富美子7072 ｲﾅﾉ ﾌﾐｺ

51分03秒100 奥寺　美智代7143 ｵｸﾃﾞﾗ ﾐﾁﾖ
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51分04秒101 子林　まゆみ7113 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ

51分44秒102 廣瀬　かおり7129 ﾋﾛｾ ｶｵﾘ

51分49秒103 安井　百合子7053 ﾔｽｲ ﾕﾘｺ

51分50秒104 摺本　美紀7044 綾野ゆうゆうクラブｽﾘﾓﾄ ﾐｷ

51分51秒105 木田　由紀子7085 ｷﾀﾞ ﾕｷｺ

52分05秒106 庄司　由美子7075 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐｺ

52分44秒107 乕若　美子7022 チームめだかﾄﾗﾜｶ ﾖｼｺ

52分48秒108 服部　直美7089 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾐ

52分59秒109 山﨑　孝子7001 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ

54分03秒110 磯貝　瑠美子7034 ｲｿｶﾞｲ ﾙﾐｺ

54分04秒111 大林　ひろ江7060 りょうぜんｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｴ

54分24秒112 齊藤　真子7125 ｻｲﾄｳ ﾏｺ

54分56秒113 加藤　早苗7020 皇子山ジョギングクラブｶﾄｳ ｻﾅｴ

55分02秒114 岡谷　瑠美7040 ｵｶﾀﾆ ﾙﾐ

55分03秒115 森崎　千加枝7071 ﾓﾘｻｷ ﾁｶｴ

55分15秒116 速水　美和7008 ﾊﾔﾐ ﾐﾜ

55分30秒117 竹内　京子7014 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｺ

55分33秒118 中村　美津江7019 皇子山ジョギングクラブﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｴ

55分34秒119 池田　和代7018 皇子山ジョギングクラブｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖ

56分06秒120 清水　和代7021 皇子山ジョギングクラブｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖ

56分06秒121 川端　美代子7017 皇子山ジョギングクラブｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾖｺ

56分07秒122 高橋　まり子7107 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ

56分44秒123 茶谷　昌子7074 ﾁｬﾀﾆ ﾏｻｺ

57分05秒124 西村　信子7145 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ

57分28秒125 清水　美幸7123 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕｷ

57分29秒126 山仲　千絵7128 ﾔﾏﾅｶ ﾁｴ

58分16秒127 籾木　えりか7041 ﾓﾐｷ ｴﾘｶ

58分17秒128 木部　弘実7059 りょうぜんｷﾍﾞ ﾋﾛﾐ

59分01秒129 恩田　あけみ7068 ｵﾝﾀﾞ ｱｹﾐ

59分51秒130 小山　恵美7104 ＮｅｃｏＲＣｺﾔﾏ ｴﾐ

1時間00分59秒131 田中　八千代7100 ﾀﾅｶ ﾔﾁﾖ

1時間02分26秒132 山本　範子7057 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｺ

1時間04分20秒133 三木　由香子7111 ﾐｷ ﾕｶｺ

1時間04分20秒134 中嶋　麻実子7110 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾐｺ

1時間04分20秒135 馬場　由里子7109 ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾘｺ
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