
- 第３９回余呉湖健康マラソン -

Ｈ）13kmチャレンジコース一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/14

スタート： 10:30:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

56分22秒1 橋本　美奈1169 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅ

57分53秒2 山本　直子1167 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ

58分25秒3 武士　純子1088 西堀ーずﾀｹｼ ｼﾞｭﾝｺ

58分37秒4 中村　陽子1001 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

59分30秒5 村上　憲衣1136 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｴ

1時間01分26秒6 佐々木　美紀1023 ｻｻｷ ﾐｷ

1時間04分54秒7 辻　康子1013 ﾂｼﾞ ﾔｽｺ

1時間06分02秒8 上田　さゆり1149 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ

1時間06分06秒9 畑中　真知子1139 ﾊﾀﾅｶ ﾏﾁｺ

1時間07分35秒10 鬼頭　史恵1170 ｷﾄｳ ﾌﾐｴ

1時間08分16秒11 柴田　理代1090 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾖ

1時間09分31秒12 渡邊　幸美1118 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾐ

1時間09分33秒13 永田　由美子1004 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐｺ

1時間10分14秒14 依田　由香利1112 ﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ

1時間10分47秒15 伊藤　友香1080 Ｍ．Ｊｒｲﾄｳ ﾕｶ

1時間11分56秒16 田中　俊子1041 ﾀﾅｶ ﾄｼｺ

1時間12分02秒17 河野　千智1146 ｺｳﾉ ﾁｻﾄ

1時間13分03秒18 前田　朋江1003 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｴ

1時間13分25秒19 西田　美由紀1006 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ

1時間13分41秒20 川嶋　佐智子1165 ｶﾜｼﾏ ｻﾁｺ

1時間15分09秒21 原　順1117 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間15分15秒22 安田　かおり1152 ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ

1時間16分56秒23 吉田　妃里1014 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾄ

1時間16分59秒24 片山　裕美1168 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ

1時間17分18秒25 中村　美保子1134 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎｺ

1時間17分32秒26 茂木　奈津1156 ﾓｷﾞ ﾅﾂ

1時間17分36秒27 阿部　美恵1019 豊橋楽走連ｱﾍﾞ ﾐｴ

1時間17分45秒28 福原　沙織1154 ﾌｸﾊﾗ ｻｵﾘ

1時間17分58秒29 伊藤　公子1052 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ

1時間17分58秒30 矢野　智代1126 ﾔﾉ ﾄﾓﾖ

1時間18分17秒31 山崎　貴美子1155 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｺ

1時間18分21秒32 丹羽　直美1067 こまおくらぶﾆﾜ ﾅｵﾐ

1時間18分44秒33 北川　光代1010 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾂﾖ

1時間18分51秒34 碓井　知美1133 ｳｽｲ ﾄﾓﾐ

1時間19分21秒35 松本　正実1166 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ

1時間19分46秒36 小野　里恵1180 ｵﾉ ﾘｴ

1時間19分55秒37 近藤　夕紀子1073 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ

1時間20分03秒38 中村　舞1120 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ

1時間21分11秒39 藤川　直子1140 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｺ

1時間21分15秒40 羽生　恭子1161 ﾊﾆｭｳ ｷｮｳｺ

1時間21分22秒41 植木　照美1005 ｳｴｷ ﾃﾙﾐ

1時間21分35秒42 川越　名緒子1158 ｶﾜｺﾞｴ ﾅｵｺ

1時間21分55秒43 水谷　ひでみ1157 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾐ

1時間22分03秒44 舌古1002

1時間22分03秒45 小山　由紀子1137 ｺﾔﾏ ﾕｷｺ

1時間22分25秒46 小林　篤子1047 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ

1時間22分33秒47 重成　陽子1162 ｼｹﾞﾅﾘ ﾖｳｺ

1時間22分35秒48 山崎　里香1113 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｶ

1時間23分26秒49 佐々木　亜紀1076 ｻｻｷ ｱｷ

1時間23分32秒50 森野　寛子1145 ﾓﾘﾉ ﾋﾛｺ
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1時間23分33秒51 大倉　歩1159 ｵｵｸﾗ ｱﾕﾐ

1時間24分29秒52 山本　純子1043 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

1時間24分50秒53 近藤　綾1147 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ

1時間25分00秒54 阪本　香織1143 ｻｶﾓﾄ ｶｵﾘ

1時間25分15秒55 千田　友子1055 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓｺ

1時間26分06秒56 橋本　二三代1074 フォール会ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐﾖ

1時間26分07秒57 三澤　美穂1164 ﾐｻﾜ ﾐﾎ

1時間26分09秒58 清水　恵子1100 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ

1時間26分26秒59 沼波　浩古1144 ﾇﾅﾐ ﾋﾛｺ

1時間26分43秒60 西村　朋子1172 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｺ

1時間27分20秒61 富岡　安曇1151 ﾄﾐｵｶ ｱｽﾞﾐ

1時間27分49秒62 崎田　真理子1061 ｻｷﾀ ﾏﾘｺ

1時間27分53秒63 足立　紋1082 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔ

1時間27分57秒64 水野　智恵1053 ともの友のともﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ

1時間28分36秒65 飯田　温美1069 ｲｲﾀﾞ ｱﾂﾐ

1時間29分03秒66 藤本　友子1116 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ

1時間29分24秒67 後藤　絵里子1160 ｺﾞﾄｳ ｴﾘｺ

1時間29分56秒68 弓削　一美1091 ﾕｹﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間30分32秒69 小島　君緒1016 チームＴＯＫＩｺｼﾞﾏ ｷﾐｦ

1時間30分32秒70 益田　佳美1114 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾐ

1時間30分34秒71 卜田　博子1127 ｼﾒﾀﾞ ﾋﾛｺ

1時間30分53秒72 田熊　順子1009 ﾀｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ

1時間31分13秒73 小原　明代1153 ｵﾊﾗ ｱｷﾖ

1時間31分54秒74 草間　直美1129 ｸｻﾏ ﾅｵﾐ

1時間32分27秒75 桜井　充1125 ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾙ

1時間32分50秒76 中井　恭子1130 ﾅｶｲ ｷｮｳｺ

1時間33分22秒77 乾　悦子1122 ｲﾇｲ ｴﾂｺ

1時間34分09秒78 大島　由香里1084 ｵｵｼﾏ ﾕｶﾘ

1時間34分35秒79 赤松　智子1131 ｱｶﾏﾂ ﾄﾓｺ

1時間34分43秒80 新木　伸子1015 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞｺ

1時間36分04秒81 代田　美幸1179 ﾀﾞｲﾀ ﾐﾕｷ

1時間36分08秒82 水本　貴子1148 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶｺ

1時間36分09秒83 野間　佳子1094 ﾉﾏ ﾖｼｺ

1時間36分56秒84 岡本　浩美1176 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ

1時間37分39秒85 本山　かおり1171 ﾓﾄﾔﾏ ｶｵﾘ

1時間37分45秒86 中村　由紀子1163 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ

1時間37分47秒87 堤　利子1051 ﾂﾂﾐ ﾄｼｺ

1時間38分58秒88 木村　浩子1124 ｷﾑﾗ ﾋﾛｺ

1時間41分09秒89 草富　悦代1012 ｸｻﾄﾐ ｴﾂﾖ

1時間43分06秒90 綾部　仁美1150 ｱﾔﾍﾞ ﾋﾄﾐ

1時間43分42秒91 時田　彩織1141 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ

1時間44分42秒92 川﨑　眞喜子1017 ｶﾜｻｷ ﾏｷｺ

1時間46分02秒93 橋本　寛子1040 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ

1時間46分20秒94 城戸内　絵美1128 ｷﾄﾞｳﾁ ｴﾐ

1時間47分29秒95 西沢　依子1011 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖﾘｺ

1時間49分25秒96 木村　和代1123 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖ

1時間56分32秒97 向井　順子1007 大阪走友会ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｺ
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