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主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

57分29秒1 武士　純子1098 西堀ーずﾀｹｼ ｼﾞｭﾝｺ

58分30秒2 川邊　理恵1031 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ

59分10秒3 白藤　朋美1113 ｼﾗﾌｼﾞ ﾄﾓﾐ

1時間00分30秒4 辻　明美1011 ﾂｼﾞ ｱｹﾐ

1時間01分24秒5 佐々木　美紀1034 ｻｻｷ ﾐｷ

1時間02分00秒6 中村　陽子1001 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間02分09秒7 寺島　美貴子1020 庄内ＲＴﾃﾗｼﾏ ﾐｷｺ

1時間02分33秒8 辻　康子1019 ﾂｼﾞ ﾔｽｺ

1時間02分58秒9 小林　和世1090 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖ

1時間04分37秒10 伊藤　友香1092 Ｍ．Ｊｒｲﾄｳ ﾕｶ

1時間05分32秒11 柴田　理代1109 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾖ

1時間05分41秒12 永田　由美子1021 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐｺ

1時間06分29秒13 橋本　かおり1070 ﾊｼﾓﾄ ｶｵﾘ

1時間07分21秒14 髙橋　節子1025 ﾀｶﾊｼ ｾﾂｺ

1時間08分41秒15 阿部　美恵1032 豊橋楽走連ｱﾍﾞ ﾐｴ

1時間09分38秒16 水原　茜1052 ﾐｽﾞﾊﾗ ｱｶﾈ

1時間09分45秒17 依田　由香利1003 ソルッシュﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ

1時間09分55秒18 反田　加代子1046 ビワシーブスﾀﾝﾀﾞ ｶﾖｺ

1時間10分24秒19 中村　洋美1110 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間11分29秒20 西田　美由紀1006 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ

1時間11分30秒21 田中　俊子1049 ﾀﾅｶ ﾄｼｺ

1時間12分05秒22 荒木　尚代1104 ｱﾗｷ ﾋｻﾖ

1時間12分19秒23 楠山　綾子1108 ｸｽﾔﾏ ｱﾔｺ

1時間12分24秒24 植木　照美1026 ｳｴｷ ﾃﾙﾐ

1時間13分56秒25 田中　裕子1033 ビークエストﾀﾅｶ ﾕｳｺ

1時間14分21秒26 近藤　夕紀子1089 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ

1時間14分29秒27 大東　啓子1082 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹｲｺ

1時間15分36秒28 久保石　まゆみ1038 ｸﾎﾞｲｼ ﾏﾕﾐ

1時間16分12秒29 野田　ひろみ1117 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ

1時間18分19秒30 弓削　一美1107 ﾕｹﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間18分26秒31 前田　朋江1005 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｴ

1時間18分32秒32 越智　博恵1101 ｵﾁ ﾋﾛｴ

1時間18分33秒33 吉田　佳代1095 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ

1時間18分47秒34 重松　杏菜1037 ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾝﾅ

1時間18分59秒35 畠山　理恵1043 火曜日の会ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｴ

1時間19分19秒36 小林　篤子1058 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ

1時間19分25秒37 伊藤　公子1063 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ

1時間20分04秒38 山下　涼子1061 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｺ

1時間20分11秒39 佐藤　直子1122 ｻﾄｳ ﾅｵｺ

1時間20分31秒40 辻　京子1004 ﾂｼﾞ ｷｮｳｺ

1時間20分41秒41 佐々木　亜紀1087 ｻｻｷ ｱｷ

1時間20分43秒42 笹田　未希1116 ｻｻﾀﾞ ﾐｷ

1時間20分49秒43 寺島　久美子1053 ﾃﾗｼﾏ ｸﾐｺ

1時間20分52秒44 千葉　早織1093 京都大学ﾁﾊﾞ ｻｵﾘ

1時間21分00秒45 丹羽　直美1078 こまおくらぶﾆﾜ ﾅｵﾐ

1時間21分17秒46 藤居　初美1079 ﾌｼﾞｲ ﾊﾂﾐ

1時間21分40秒47 洲嵜　トモ子1069 ｽｻﾞｷ ﾄﾓｺ

1時間21分54秒48 小野　里恵1016 ｵﾉ ﾘｴ

1時間21分58秒49 田宮　すみ恵1111 京都大学ﾀﾐﾔ ｽﾐｴ

1時間21分59秒50 宇都宮　美香1042 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐｶ
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1時間22分15秒51 天野　るり1007 ｱﾏﾉ ﾙﾘ

1時間22分40秒52 三枝　昌代1121 ﾐｴﾀﾞ ﾏｻﾖ

1時間22分46秒53 西川　比登美1086 ランららら～んﾆｼｶﾜ ﾋﾄﾐ

1時間22分48秒54 内田　京子1084 ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｺ

1時間22分52秒55 松村　麻子1076 ﾏﾂﾑﾗ ｱｻｺ

1時間23分12秒56 中村　由紀子1009 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ

1時間23分13秒57 千田　友子1071 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓｺ

1時間23分16秒58 藤田　友美1057 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾐ

1時間23分23秒59 谷口　茂子1088 ＣＦＲびわこﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞｺ

1時間23分27秒60 杉江　八代江1039 ｽｷﾞｴ ﾔﾖｴ

1時間23分28秒61 小野　麻紀子1073 ｵﾉ ﾏｷｺ

1時間23分34秒62 小島　君緒1022 チームＴＯＫＩｺｼﾞﾏ ｷﾐｦ

1時間23分44秒63 古市　典子1118 ﾌﾙｲﾁ ﾉﾘｺ

1時間24分01秒64 山本　純子1059 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

1時間24分16秒65 朽木　晴香1047 ｸﾂｷ ﾊﾙｶ

1時間24分49秒66 崎田　真理子1072 ｻｷﾀ ﾏﾘｺ

1時間25分07秒67 足立　紋1094 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ

1時間25分14秒68 西村　智実1044 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾐ

1時間25分16秒69 日野　倫子1115 京都大学ﾋﾉ ﾐﾁｺ

1時間25分18秒70 高木　佑衣1048 ﾀｶｷﾞ ﾕｲ

1時間25分39秒71 萩原　百合子1012 ふたりっ子ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾘｺ

1時間25分46秒72 浅野　友梨1051 ｱｻﾉ ﾕﾘ

1時間25分57秒73 三上　里佳1077 ﾐｶﾐ ﾘｶ

1時間26分01秒74 橋本　二三代1085 フォール会ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐﾖ

1時間26分34秒75 野間　佳子1103 ﾉﾏ ﾖｼｺ

1時間27分07秒76 水野　智恵1064 ともの友のともﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ

1時間27分46秒77 石田　由美1018 ｲｼﾀﾞ ﾕﾐ

1時間28分00秒78 北河　文1068 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔ

1時間28分14秒79 草富　悦代1015 ｸｻﾄﾐ ｴﾂﾖ

1時間30分12秒80 岡本　浩美1029 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ

1時間31分06秒81 安岡　篤子1024 走れＫＫＳ！！ﾔｽｵｶ ｱﾂｺ

1時間31分27秒82 堀　恵美1097 ﾎﾘ ｴﾐ

1時間32分48秒83 田熊　順子1010 きゃっとらんﾀｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ

1時間33分05秒84 村上　陽子1075 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ

1時間34分05秒85 清水　恵子1112 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ

1時間34分24秒86 堤　利子1062 ﾂﾂﾐ ﾄｼｺ

1時間34分24秒87 大島　由香里1099 ｵｵｼﾏ ﾕｶﾘ

1時間34分28秒88 赤峯　佳代1114 ｱｶﾐﾈ ｶﾖ

1時間34分47秒89 桑原　里奈1060 ｸﾜﾊﾗ ﾘﾅ

1時間35分56秒90 西川　啓子1017 ﾆｼｶﾜ ｹｲｺ

1時間36分09秒91 川﨑　眞喜子1023 ｶﾜｻｷ ﾏｷｺ

1時間36分28秒92 奥村　政代1045 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖ

1時間36分34秒93 富田　日出子1041 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｺ

1時間36分53秒94 塚原　智都子1008 ぎふ長良川走ろう会ﾂｶﾊﾗ ﾁｽﾞｺ

1時間37分01秒95 金光　裕美1102 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾛﾐ

1時間38分14秒96 木村　友紀1105 ｷﾑﾗ ﾕｷ

1時間38分25秒97 岡村　リカ1066 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ

1時間38分46秒98 小川　一枝1065 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ

1時間39分04秒99 西村　由香子1091 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶｺ

1時間39分07秒100 橋本　寛子1055 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ
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1時間39分21秒101 礒部　由美1074 ｲｿﾍﾞ ﾕﾐ

1時間40分15秒102 清水　利江子1028 太田医院ｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ

1時間41分56秒103 西沢　依子1014 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖﾘｺ

1時間41分57秒104 伊藤　睦実1035 ｲﾄｳ ﾑﾂﾐ

1時間41分57秒105 大橋　あゆみ1100 ｵｵﾊｼ ｱﾕﾐ

1時間45分03秒106 藤尾　美穂1096 ﾌｼﾞｵ ﾐﾎ

1時間46分29秒107 橋本　朋子1054 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｺ

1時間48分59秒108 伊藤　和子1040 ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ

1時間52分05秒109 山中　愛子1119 ﾔﾏﾅｶ ｱｲｺ
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