
- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｄ）７kmエンジョイコース一般女子
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 2019/10/6
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会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

29分44秒1 和田 加代子7129 ﾜﾀﾞ ｶﾖｺ

30分42秒2 白藤 朋美7044 ｼﾗﾌｼﾞ ﾄﾓﾐ

30分42秒3 向所 静香7082 ﾑｶｲｼﾞｮ ｼｽﾞｶ

30分49秒4 境口 味世7039 ｻｶｲｸﾞﾁ ﾐﾖ

32分35秒5 平 富美香7049 ﾀｲﾗ ﾌﾐｶ

34分19秒6 西川　心央7141 ﾆｼｶﾜ ﾐｵ

34分50秒7 京谷 穂実7025 ｷｮｳﾀﾆ ﾎﾉﾐ

35分25秒8 中村　綾希7140 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ

35分33秒9 小林 美穂子7035 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎｺ

36分05秒10 齊藤 容子7038 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ

37分20秒11 浅井　真歩7139 ｱｻﾞｲ ﾏﾎ

38分12秒12 飯野 佐知子7005 ｲｲﾉ ｻﾁｺ

38分57秒13 岩船 ゆかり7011 ｲﾜﾌﾈ ﾕｶﾘ

39分03秒14 辻　葉音7137 ﾂｼﾞ ﾊﾉﾝ

39分43秒15 原口 奈緒子7122 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾅｵｺ

39分46秒16 山路 明子7092 ﾔﾏｼﾞ ｱｷｺ

40分32秒17 片山 裕美7017 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ

40分38秒18 伊藤 公子7128 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ

40分44秒19 寺岡 沙樹7058 ﾃﾗｵｶ ｻｷ

40分52秒20 子林 星7033 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ

40分56秒21 久保 潤子7027 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ

40分56秒22 福原 沙織7142 ﾌｸﾊﾗ ｻｵﾘ

41分08秒23 木下 喜代美7023 ｷﾉｼﾀ ｷﾖﾐ

41分33秒24 北川　光代7101 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾂﾖ

42分17秒25 山口 正美7091 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐ

42分33秒26 中島 環7060 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾏｷ

42分35秒27 吉岡　優7116 ﾖｼｵｶ ﾕｳ

42分41秒28 小梶 理栄子7029 ｺｶｼﾞ ﾘｴｺ

42分44秒29 渡辺　富久代7118 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｸﾖ

42分52秒30 岸下 晶子7020 ｷｼｼﾀ ｱｷｺ

42分52秒31 大塚 純子7013 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ

42分55秒32 大同 裕子7048 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾕｳｺ

43分06秒33 藤本 知絵7077 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｴ

43分42秒34 藤井　品子7109 ﾌｼﾞｲ ｼﾅｺ

43分45秒35 福岡 洵7125 ﾌｸｵｶ ﾏｺﾄ

43分47秒36 小林　篤子10026

43分49秒37 三谷 けい子7080 ﾐﾀﾆ ｹｲｺ

43分56秒38 野村 知世7070 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾖ

44分10秒39 京谷 美香7026 ｷｮｳﾀﾆ ﾐｶ

44分12秒40 脇田 明子7097 ﾜｷﾀ ｱｷｺ

44分14秒41 村田 愛衣7085 ﾑﾗﾀ ﾒｲ

44分15秒42 杉本 里美7130 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ

44分15秒43 菅崎 優子7045 ｽｶﾞｻｷ ﾕｳｺ

44分20秒44 西川　純代7105 ﾆｼｶﾜ ｽﾐﾖ

44分33秒45 山梨 幸恵7095 ﾔﾏﾅｼ ﾕｷｴ

44分42秒46 桑原 美好7028 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾖｼ

44分52秒47 峯岸 みき7081 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐｷ

45分21秒48 岩渕 貴子7010 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｺ

45分34秒49 谷田 佳子7053 ﾀﾆﾀﾞ ｹｲｺ

45分42秒50 松本 伸子7079 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｺ
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45分44秒51 西本 泰代7069 ﾆｼﾓﾄ ﾔｽﾖ

46分02秒52 木村 英美7024 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ

46分02秒53 大橋 亜依7014 ｵｵﾊｼ ｱｲ

46分13秒54 小崎 輝代7030 ｺｻﾞｷ ﾃﾙﾖ

46分15秒55 籠谷 亜希子7016 ｶｺﾞﾀﾆ ｱｷｺ

46分17秒56 南雲 能理子7066 ﾅｸﾞﾓ ﾉﾘｺ

46分24秒57 中村 恭子7063 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ

46分40秒58 城戸 小百合7132 ｷﾄﾞ ｻﾕﾘ

46分42秒59 喜多 貴子7022 ｷﾀ ﾀｶｺ

47分16秒60 佐野 裕子7135 ｻﾉ ﾋﾛｺ

47分27秒61 藤岡 明子7127 ﾌｼﾞｵｶ ｱｷｺ

47分28秒62 大島 はな7012 ｵｵｼﾏ ﾊﾅ

47分31秒63 藤本 理絵7078 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｴ

47分43秒64 近藤 澄枝7036 ｺﾝﾄﾞｳ ｽﾐｴ

47分46秒65 角川 理枝7046 ｽﾐｶﾜ ﾘｴ

48分05秒66 米田　直美7117 ﾖﾈﾀﾞ ﾅｵﾐ

48分19秒67 村田 真希7084 ﾑﾗﾀ ﾏｷ

48分27秒68 増井　美江子7110 ﾏｽｲ ﾐｴｺ

48分34秒69 横田　明美7115 ﾖｺﾀ ｱｹﾐ

48分36秒70 西 はるか7067 ﾆｼ ﾊﾙｶ

48分37秒71 筑田　由美7103 ﾁｸﾀﾞ ﾕﾐ

48分39秒72 井手 彩空7006 ｲﾃﾞ ｻﾗ

48分43秒73 小島 恭子7031 ｺｼﾞﾏ ｷｮｳｺ

49分07秒74 松井 貴美子7131 ﾏﾂｲ ｷﾐｺ

49分12秒75 中村 由紀子7064 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ

49分18秒76 築出 理美7055 ﾂｷﾃﾞ ﾏｻﾐ

49分42秒77 八木 美峰7087 ﾔｷﾞ ﾐﾎｳ

49分50秒78 辻 和子7056 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｺ

49分56秒79 繰谷　由美7136 ｸﾘﾀﾆ ﾕﾐ

49分59秒80 川﨑　眞喜子7100 ｶﾜｻｷ ﾏｷｺ

50分10秒81 前川 富美子7124 ﾏｴｶﾜ ﾌﾐｺ

50分16秒82 原 明美7072 ﾊﾗ ｱｹﾐ

50分20秒83 小菅 昌子7138 ｺｽｶﾞ ﾏｻｺ

50分38秒84 苅谷 みゆき7019 ｶﾘﾔ ﾐﾕｷ

50分41秒85 山岸 梨乃7090 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾉ

51分07秒86 井手 真澄7007 ｲﾃﾞ ﾏｽﾐ

51分08秒87 山崎　孝子7114 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ

51分12秒88 柴田 麻衣子7041 ｼﾊﾞﾀ ﾏｲｺ

51分23秒89 安澤 早貴7088 ﾔｽｻﾞﾜ ｻｷ

51分25秒90 馬野　美代子7098 ｳﾏﾉ ﾐｴｺ

51分33秒91 松本　沙織7111 ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ

51分42秒92 長屋 敬子7065 ﾅｶﾞﾔ ｹｲｺ

51分53秒93 山田 昌子7093 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｺ

52分38秒94 イノウエ　ユウ7133 ｲﾉｳｴ ﾕｳ

52分54秒95 村上 初美7083 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾂﾐ

53分00秒96 稲野 富美子7008 ｲﾅﾉ ﾌﾐｺ

53分00秒97 青木 薫7002 ｱｵｷ ｶｵﾙ

53分15秒98 平光　寛子7107 ﾋﾗﾐﾂ ﾋﾛｺ

53分36秒99 仲谷　多賀子7104 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｺ

53分51秒100 井上 きみ7009 ｲﾉｳｴ ｷﾐ
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54分33秒101 板谷 恵子7073 ﾊﾝｶﾞｲ ｹｲｺ

54分35秒102 桂田 陽加里7018 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾋｶﾘ

54分43秒103 真野　恵子7112 ﾏﾉ ｹｲｺ

55分31秒104 山岸 梓7089 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｽﾞｻ

56分38秒105 横井　初美7001

56分46秒106 秋庭 トシ枝7003 ｱｷﾊﾞ ﾄｼｴ

57分03秒107 庄司 由美子7042 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐｺ

57分07秒108 野洌　真喜子7113 ﾔｽ ﾏｷｺ

57分57秒109 小川 ルシアナカズエ7015 ｵｶﾞﾜ ﾙｼｱﾅｶｽﾞｴ

58分55秒110 高見 富江7050 ﾀｶﾐ ﾄﾐｴ

59分08秒111 森崎 千加枝7086 ﾓﾘｻｷ ﾁｶｴ

59分16秒112 永田 弥寿子7062 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽｺ

59分23秒113 服部 直美7071 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾐ

1時間01分07秒114 永田 真実子7061 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾐｺ

1時間01分10秒115 近藤 てる代7121 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾖ

1時間03分35秒116 山本　篤子7096 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ

1時間05分10秒117 小山 恵美7123 ｺﾔﾏ ｴﾐ

1時間05分42秒118 坂中 智子7040 ｻｶﾅｶ ﾄﾓｺ

1時間06分55秒119 山仲 千絵7094 ﾔﾏﾅｶ ﾁｴ

1時間07分52秒120 廣瀬 かおり7075 ﾋﾛｾ ｶｵﾘ

1時間09分52秒121 茶谷 昌子7054 ﾁｬﾀﾆ ﾏｻｺ

1時間20分03秒122 福井 節子7076 ﾌｸｲ ｾﾂｺ
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