
- 第３９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

 2018/10/14

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

28分13秒1 南部　容子7156 ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｺ

30分42秒2 岡井　ゆかり7179 ｵｶｲ ﾕｶﾘ

31分30秒3 西川　心央7046 余呉小中学校ﾆｼｶﾜ ﾐｵ

31分34秒4 中村　綾希7043 余呉小中学校ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ

32分22秒5 竹山　早苗7004 ﾀｹﾔﾏ ｻﾅｴ

32分54秒6 青木　多恵7037 ｱｵｷ ﾀｴ

33分35秒7 志賀　さやか7042 ｼｶﾞ ｻﾔｶ

33分59秒8 小川　日美子7157 ｵｶﾞﾜ ﾋﾐｺ

34分18秒9 森　恵子7114 ﾓﾘ ｹｲｺ

34分25秒10 川﨑　峰子7020 ｶﾜｻｷ ﾐﾈｺ

35分04秒11 辻　葉音7001 長浜陸上教室ﾂｼﾞ ﾊﾉﾝ

35分14秒12 茶谷　桜7031 ﾁｬﾀﾆ ｻｸﾗ

35分27秒13 井上　千恵美7062 ｲﾉｳｴ ﾁｴﾐ

35分45秒14 森　咲桜7077 長浜南中ﾓﾘ ｻｸﾗ

36分08秒15 津留　亜紀7039 ﾂﾙ ｱｷ

36分19秒16 浅井　真歩7044 余呉小中学校ｱｻﾞｲ ﾏﾎ

36分36秒17 松尾　有理7023 啓明学院ﾏﾂｵ ﾕｳﾘ

36分37秒18 西村　友輔7087 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ

37分20秒19 中山　和子7035 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｺ

37分39秒20 山路　明子7032 ﾔﾏｼﾞ ｱｷｺ

37分41秒21 寺田　友美7155 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ

37分47秒22 山口　正美7174 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ

38分13秒23 内山　暁子7158 ｳﾁﾔﾏ ｱｷｺ

38分35秒24 水谷　聖7168 ﾐｽﾞﾀﾆ ｾｲ

38分40秒25 幹　明美7011 ﾐｷ ｱｹﾐ

38分47秒26 田川　秀美7169 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ

38分48秒27 常楽寺　知香7112 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾁｶ

39分23秒28 三谷　けい子7105 ﾐﾀﾆ ｹｲｺ

40分28秒29 渡辺　富久代7022 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｸﾖ

40分50秒30 菅崎　優子7139 ｽｶﾞｻｷ ﾕｳｺ

40分51秒31 丸山　君代7160 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾐﾖ

40分55秒32 中村　園子7024 ﾅｶﾑﾗ ｿﾉｺ

41分04秒33 小崎　輝代7172 ｺｻﾞｷ ﾃﾙﾖ

41分08秒34 茶谷　楓7030 ﾁｬﾀﾆ ｶｴﾃﾞ

41分13秒35 上田　佳音7163 ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ

41分28秒36 西川　知美7036 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾐ

41分29秒37 杉本　里美7126 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ

41分42秒38 石原　知佐子7154 ｲｼﾊﾗ ﾁｻｺ

41分44秒39 福岡　洵7107 おはようＲＣﾌｸｵｶ ﾏｺﾄ

41分46秒40 片岡　彩音7045 余呉小中学校ｶﾀｵｶ ｱﾔﾈ

41分53秒41 上田　桜子7165 ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗｺ

42分01秒42 中島　環7094 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ

42分13秒43 西村　尚子7166 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ

42分14秒44 縄間　佳織7167 ﾉｳﾏ ｶｵﾘ

42分28秒45 安澤　早貴7136 ﾔｽｻﾞﾜ ｻｷ

42分42秒46 米田　直美7008 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵﾐ

42分45秒47 武村　文美子7175 ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｺ

42分54秒48 まつもと　しんこ7148 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺ

43分01秒49 尾木　博美7014 ｵｷﾞ ﾋﾛﾐ

43分04秒50 井家　知子7015 ｲﾉｲｴ ﾄﾓｺ
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43分23秒51 西澤　直美7016 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾐ

43分26秒52 城戸　小百合7026 ｷﾄﾞ ｻﾕﾘ

43分49秒53 奥村　梨絵7150 ｵｸﾑﾗ ﾘｴ

43分56秒54 多喜　寿子7170 ﾀｷ ﾋｻｺ

44分14秒55 馬野　美代子7034 ハートビートｳﾏﾉ ﾐﾖｺ

44分15秒56 高岡　真葵7142 ﾀｶｵｶ ﾏｷ

44分28秒57 上田　朋子7164 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ

44分50秒58 藤田　采巳7040 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾐ

44分51秒59 丸山　みどり7059 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ

45分08秒60 秋田　ゆみ子7180 ｱｷﾀ ﾕﾐｺ

45分15秒61 赤松　美恵子7149 ｱｶﾏﾂ ﾐｴｺ

45分21秒62 増井　美江子7010 ﾏｽｲ ﾐｴｺ

45分29秒63 原　陽子7122 ﾊﾗ ﾖｳｺ

45分42秒64 北川　知佐7090 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁｻ

45分42秒65 北川　知那7089 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾅ

45分50秒66 西　はるか7147 ﾆｼ ﾊﾙｶ

46分06秒67 辻　和子7178 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｺ

46分19秒68 瀬川　佐百合7009 ｾｶﾞﾜ ｻﾕﾘ

46分32秒69 川邉　千恵7025 けんしんクラブｶﾜﾍﾞ ﾁｴ

46分36秒70 井村　結美7033 甲南ノ風ｲﾑﾗ ﾕﾐ

47分49秒71 稲野　富美子7064 ｲﾅﾉ ﾌﾐｺ

47分55秒72 秋庭　トシ枝7151 ｱｷﾊﾞ ﾄｼｴ

48分01秒73 子林　まゆみ7101 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ

48分05秒74 青木　薫7065 ｱｵｷ ｶｵﾙ

48分09秒75 中臣　江利子7017 ﾅｶﾄﾐ ｴﾘｺ

48分25秒76 真野　恵子7173 ﾏﾉ ｹｲｺ

48分47秒77 村田　愛衣7085 ﾑﾗﾀ ﾒｲ

49分03秒78 中島　李夏7129 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ

49分06秒79 伊吹　純子7159 ｲﾌﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ

49分23秒80 福田　ゆかり7177 ﾌｸﾀﾞ ﾕｶﾘ

49分23秒81 京谷　ひな子7176 ｷｮｳﾀﾆ ﾋﾅｺ

49分31秒82 国友　恵子7133 ｸﾆﾄﾓ ｹｲｺ

49分34秒83 横井　初美7027 ﾖｺｲ ﾊﾂﾐ

50分02秒84 長屋　敬子7134 ﾅｶﾞﾔ ｹｲｺ

50分06秒85 東山　いさみ7171 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲｻﾐ

50分13秒86 檜山　智子7116 ﾋﾔﾏ ﾄﾓｺ

50分14秒87 森本　かおり7140 ﾓﾘﾓﾄ ｶｵﾘ

50分20秒88 中村　友香7141 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ

50分21秒89 茶谷　由美子7144 ﾁｬﾀﾆ ﾕﾐｺ

50分21秒90 高見　富江7162 ﾀｶﾐ ﾄﾐｴ

50分36秒91 庄司　由美子7053 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐｺ

51分05秒92 中村　梨花7146 ﾅｶﾑﾗ ﾘｶ

51分19秒93 山岸　梨乃7074 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾉ

51分37秒94 伊藤　悦子7007 ｲﾄｳ ｴﾂｺ

51分49秒95 松田　佳代子7019 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾖｺ

52分31秒96 秋山　早苗7152 ｱｷﾔﾏ ｻﾅｴ

52分32秒97 速水　美和7005 ﾊﾔﾐ ﾐﾜ

52分39秒98 竹内　京子7018 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｺ

52分52秒99 服部　直美7080 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾐ

52分56秒100 乕若　美子7021 チームめだかﾄﾗﾜｶ ﾖｼｺ
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53分53秒101 西川　純代7028 ﾆｼｶﾜ ｽﾐﾖ

54分10秒102 森崎　千加枝7063 ﾓﾘｻｷ ﾁｶｴ

54分46秒103 野洌　真喜子7003 ﾔｽ ﾏｷｺ

55分16秒104 石沢　明美7138 ｲｼｻﾞﾜ ｱｹﾐ

55分52秒105 山仲　千絵7120 ﾔﾏﾅｶ ﾁｴ

57分26秒106 廣瀬　かおり7121 ﾋﾛｾ ｶｵﾘ

58分55秒107 近藤　てる代7153 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾖ

1時間02分20秒108 野村　敬子7006 ﾉﾑﾗ ｹｲｺ

1時間02分20秒109 吉野　美津子7002 大阪走友会ﾖｼﾉ ﾐﾂｺ

1時間05分57秒110 髙橋　朋7029 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓ

1時間06分56秒111 福井　節子7161 ﾌｸｲ ｾﾂｺ
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