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Ａ）2kmファミリーコース一般
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 2018/10/14

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

7分32秒1 泉　佑磨2137 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ

7分50秒2 幸田　義史2035 ｺｳﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

7分51秒3 小薗　大樹2112 ＷｉｎｄＲｕｎｺｿﾞﾉ ﾋﾛｷ

7分52秒4 若森　一徳2143 ﾜｶﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ

8分06秒5 藤井　潔2068 ﾌｼﾞｲ ｷﾖｼ

8分10秒6 加藤　敬暁2128 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

9分39秒7 大澤　孝史2003 もよもーズｵｵｻﾜ ﾀｶｼ

10分16秒8 渡辺　大地2159 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ

10分21秒9 林　葉子2162 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ

10分28秒10 小薗　紘未2120 ｺｿﾞﾉ ﾋﾛﾐ

10分39秒11 宮本　学2049 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾞｸ

10分40秒12 川瀬　智隆2077 りゅう＆ちなｶﾜｾ ﾄﾓﾀｶ

10分52秒13 福本　猛2017 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹｼ

10分59秒14 橋爪　優太2136 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾀ

11分15秒15 三谷　哲也2109 ﾐﾀﾆ ﾃﾂﾔ

11分17秒16 原田　道彦2099 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ

11分30秒17 小菅　徳人2138 ｺｽｶﾞ ﾉﾘﾋﾄ

11分36秒18 赤松　香奈子2074 ｱｶﾏﾂ ｶﾅｺ

12分01秒19 柴田　直美2001 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾐ

12分03秒20 大杉　憲輔2025 ｵｵｽｷﾞ ｹﾝｽｹ

12分06秒21 清水　裕子2116 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ

12分08秒22 古田　かおり2130 ﾌﾙﾀ ｶｵﾘ

12分09秒23 山本　優子2129 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

12分11秒24 川瀬　美香2014 ｶﾜｾ ﾐｶ

12分13秒25 堤　恵一2148 ﾂﾂﾐ ｹｲｲﾁ

12分15秒26 伊藤　麻美2061 ｲﾄｳ ﾏﾐ

12分15秒27 山田　雅則2062 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

12分22秒28 元山　さゆり2156 ﾓﾄﾔﾏ ｻﾕﾘ

12分31秒29 林　美智子2153 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ

12分33秒30 稲井　雅彦2055 ｲﾅｲ ﾏｻﾋｺ

12分58秒31 福本　あゆ美2018 ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾐ

12分58秒32 大道　光江2146 ｵｵﾐﾁ ﾐﾂｴ

13分08秒33 水上　潤一2141 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

13分15秒34 酒井　壮太2038 ここからｻｶｲ ｿｳﾀ

13分19秒35 伊藤　忠俊2006 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾄｼ

13分21秒36 佐野　香菜2166 ｻﾉ ｶﾅ

13分23秒37 三俣　名穂2092 ﾐﾂﾏﾀ ﾅｵ

13分24秒38 三俣　佑貴2090 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｷ

13分26秒39 布施　亮介2125 ﾌｾ ﾘｮｳｽｹ

13分30秒40 藤井　理恵2067 ﾌｼﾞｲ ﾘｴ

13分33秒41 小菅　昌子2139 ｺｽｶﾞ ﾏｻｺ

13分34秒42 木下　豪2085 ｷﾉｼﾀ ﾀｹｼ

13分37秒43 米山　昌美2155 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾐ

13分40秒44 谷岡　亮2046 ﾀﾆｵｶ ｱｷﾗ

14分02秒45 西邑　京子2029 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｺ

14分04秒46 佐々木　恵実2131 ｻｻｷ ｴﾐ

14分17秒47 沖　和哉2075 ｵｷ ｶｽﾞﾔ

14分20秒48 石本　千寿子2111 ｲｼﾓﾄ ﾁｽﾞｺ

14分22秒49 堤　佳世子2149 ﾂﾂﾐ ｶﾖｺ

14分23秒50 木村　柚奈2039 ここからｷﾑﾗ  ﾕﾅ
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14分40秒51 須田　ちず子2154 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏﾁｽﾞｺ

14分41秒52 大道　康利2145 ｵｵﾐﾁ ﾔｽﾄｼ

14分44秒53 伊東　泰範2056 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

14分49秒54 伊藤　麻美10003 ｲﾄｳ ﾏﾐ

14分51秒55 西村　由布子2142 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ

14分52秒56 中島　照美2030 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙﾐ

14分53秒57 山本　麻由2053 余呉小中学校ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ

14分53秒58 山本　篤子2031 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ

14分55秒59 野洌　孝二2004 ﾔｽ ｺｳｼﾞ

15分00秒60 飯沼　克人2147 ｲｲﾇﾏ ｶﾂﾋﾄ

15分10秒61 桐畑　裕子2161 ｷﾘﾊﾀ ﾕｳｺ

15分36秒62 冨士野　麻希2002 ﾌｼﾞﾉ ﾏｷ

15分40秒63 布施　智子2126 ﾌｾ ｻﾄｺ

15分47秒64 横井　昌裕2021 ﾖｺｲ ﾏｻﾋﾛ

15分55秒65 松浦　茂孝2027 ﾏﾂｳﾗ ｼｹﾞﾀｶ

16分03秒66 中谷　健志2005 ﾅｶﾀﾆ ﾀｹｼ

16分04秒67 渡辺　恵子2052 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ

16分04秒68 服部　友紀2050 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷ

16分05秒69 松浦　佐千代2028 ﾏﾂｳﾗ ｻﾁﾖ

16分30秒70 森　容子2079 ﾓﾘ ﾖｳｺ

16分37秒71 藤田　達也2034 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

16分43秒72 桐畑　庄一2048 ｷﾘﾊﾀ ｼｮｳｲﾁ

17分09秒73 富岡　英也2163 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞﾔ

17分28秒74 小西　祐也2135 ｺﾆｼ ﾕｳﾔ

17分31秒75 阿部　總男2036 ｱﾍﾞ ﾌｻｵ

17分35秒76 福本　大介2019 ﾌｸﾓﾄ

17分42秒77 箕浦　治美2015 ＧｏＧｏ Ｍｉｎｏｆａｍﾐﾉｳﾗ ﾊﾙﾐ

18分09秒78 松井　美智代2042 ﾏﾂｲ ﾐﾁﾖ

18分12秒79 奥村　俊洋2140 ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

18分29秒80 冨士野　恵浄10001 ﾌｼﾞﾉ　ｴｼﾞｮｳ

18分35秒81 髙藤　光裕2009 ﾀｶﾌｼﾞ ﾐﾂﾋﾛ

18分36秒82 髙藤　秀樹2032 ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｷ

18分37秒83 髙藤　和美2033 ﾀｶﾌｼﾞ ｶｽﾞﾐ

19分08秒84 礒田　有佳里2022 ｲｿﾀﾞ ﾕｶﾘ

19分13秒85 川勝　寿美恵2013 ｶﾜｶﾂ ｽﾐｴ

19分21秒86 福本　彩花2020 ﾌｸﾓﾄ ｱﾔｶ

19分31秒87 土田　弘次2134 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ

19分43秒88 葛山　加代子2144 ｶﾂﾔﾏ ｶﾖｺ

20分01秒89 中川　淳嗣2023 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ

20分12秒90 三段崎　千津子2164 ﾐｶｻﾞｷ ﾁﾂﾞｺ

20分18秒91 冨士野　青峰2043 ﾌｼﾞﾉ ｼｮｳﾎｳ

20分23秒92 冨士野　さゆり2044 ﾌｼﾞﾉ ｻﾕﾘ

20分43秒93 小林　一博2081 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

21分03秒94 冨士野　知恵美10002 ﾌｼﾞﾉ　ﾁｴﾐ

21分05秒95 大城　孝太2016 ｵｵｼﾛ ｺｳﾀ

21分44秒96 西尾　瞳2123 ﾆｼｵ　ﾋﾄﾐ

21分46秒97 西尾　勇二2122 ﾆｼｵ　ﾕｳｼﾞ

21分53秒98 那須　政之2158 ﾅｽ ﾏｻﾕｷ

22分49秒99 藤森　真知子2160 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾁｺ

23分00秒100 津田　昌子2047 ﾂﾀﾞ ﾏｻｺ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第３９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

 2018/10/14

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

23分59秒101 森　義記2165 ﾓﾘ ﾖｼｷ

24分30秒102 上嶋　道子2045 京都ZKMｳｴｼﾞﾏ ﾐﾁｺ

24分34秒103 谷村　真紀2024 ﾀﾆﾑﾗ ﾏｷ

24分57秒104 永田　建一2057 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

25分26秒105 宮山　夏光2041 余呉小中学校ﾐﾔﾔﾏ ﾅﾂﾐ

25分28秒106 髙藤　美智子2010 ﾀｶﾌｼﾞ ﾐﾁｺ

26分56秒107 朝雛　環2064 ｱｻﾋﾅ ﾀﾏｷ

31分49秒108 藤井　恵2105 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ

31分49秒109 片岡　みゆき2088 ｶﾀｵｶ ﾐﾕｷ

31分51秒110 友井　愛実2087 ﾄﾓｲ ﾒｸﾞﾐ

31分51秒111 山本　雄一郎2086 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

32分21秒112 柏本　道治2127 ｶｼﾓﾄ ﾐﾁﾊﾙ

34分50秒113 上田　美智子2124 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｺ

47分15秒114 石橋　拓馬2011 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾏ

47分36秒115 古角　奈津子2012 ｺｶﾄﾞ ﾅﾂｺ
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