
- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｈ）14kmチャレンジコース一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 10:30:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

55分01秒1 吉川 俊子1073 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｺ

56分39秒2 倉本 知美1022 ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾐ

57分43秒3 廣川 風佳1051 ﾋﾛｶﾜ ﾌｳｶ

58分05秒4 橋本 美奈1047 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅ

1時間01分43秒5 中村　陽子1078 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間02分02秒6 武士 純子1095 ﾀｹｼ ｼﾞｭﾝｺ

1時間04分40秒7 夕永 智子1093 ﾕｳﾅｶﾞ ﾄﾓｺ

1時間04分47秒8 村上 憲衣1065 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｴ

1時間05分23秒9 柴田　里代10046 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾖ

1時間10分47秒10 百瀬 綾子1066 ﾓﾓｾ ｱﾔｺ

1時間11分06秒11 永田　由美子1077 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐｺ

1時間12分39秒12 宮野 友香1084 ﾐﾔﾉ ﾕｶ

1時間14分31秒13 齋藤　美栄子1075 ｻｲﾄｳ ﾐｴｺ

1時間15分11秒14 河島 裕美1014 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾐ

1時間15分13秒15 依田　由香利1086 ﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ

1時間15分25秒16 石原 理恵子1003 ｲｼﾊﾗ ﾘｴｺ

1時間16分03秒17 前田　朋江1079 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｴ

1時間16分27秒18 北田 克子1018 ｷﾀﾀﾞ ｶﾂｺ

1時間16分58秒19 原 順1092 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間17分59秒20 川嶋 佐智子1091 ｶﾜｼﾏ ｻﾁｺ

1時間18分13秒21 山本 清美1082 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ

1時間18分31秒22 中村 伊津子1041 ﾅｶﾑﾗ ｲﾂｺ

1時間19分05秒23 田中 俊子1035 ﾀﾅｶ ﾄｼｺ

1時間21分32秒24 宮﨑 和代1064 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾖ

1時間22分29秒25 阿部 美恵1097 ｱﾍﾞ ﾐｴ

1時間23分12秒26 寺田 友美1039 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ

1時間23分43秒27 村瀬 英里1090 ﾑﾗｾ ｴﾘ

1時間24分08秒28 小林 美香1025 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ

1時間24分49秒29 間所 香代1061 ﾏﾄﾞｺﾛ ｶﾖ

1時間26分32秒30 山下 涼子1070 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｺ

1時間26分46秒31 松本 美津子1060 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｺ

1時間27分02秒32 津留　亜紀1076 ﾂﾙ ｱｷ

1時間27分29秒33 中村 香津子1042 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ

1時間27分36秒34 谷口 茂子1036 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞｺ

1時間27分38秒35 田中 千奈美1034 ﾀﾅｶ ﾁﾅﾐ

1時間28分26秒36 藤居 初美1055 ﾌｼﾞｲ ﾊﾂﾐ

1時間28分35秒37 松田 麻実1059 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾐ

1時間28分37秒38 森野 寛子1067 ﾓﾘﾉ ﾋﾛｺ

1時間28分40秒39 木本 由香理1021 ｷﾓﾄ ﾕｶﾘ

1時間28分46秒40 山崎　貴美子10047

1時間28分55秒41 高原 恵美子1032 ﾀｶﾊﾗ ｴﾐｺ

1時間29分03秒42 梅本 恵子1008 ｳﾒﾓﾄ ｹｲｺ

1時間29分05秒43 船水 桂子1056 ﾌﾅﾐｽﾞ ｹｲｺ

1時間29分15秒44 深尾 喜穂子1052 ﾌｶｵ ｷﾎｺ

1時間29分25秒45 小島 君緒1087 ｺｼﾞﾏ ｷﾐｦ

1時間30分21秒46 長谷川 享代1048 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾖ

1時間30分24秒47 斉藤 亜紀1026 ｻｲﾄｳ ｱｷ

1時間30分25秒48 山崎 里香1069 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｶ

1時間30分29秒49 堀 広美1057 ﾎﾘ ﾋﾛﾐ

1時間31分26秒50 見塚 恵美1063 ﾐﾂﾞｶ ﾒｸﾞﾐ
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1時間31分45秒51 小玉 美津子1024 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂｺ

1時間31分49秒52 沼波 浩古1045 ﾇﾅﾐ ﾋﾛｺ

1時間32分23秒53 清水 恵子1028 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ

1時間32分24秒54 白嵜 陽子1030 ｼﾗｻｷ ﾖｳｺ

1時間32分38秒55 丹羽 直美1085 ﾆﾜ ﾅｵﾐ

1時間33分44秒56 木村 留美1020 ｷﾑﾗ ﾙﾐ

1時間34分01秒57 山本 久美子1071 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ

1時間34分15秒58 木永 和子1019 ｷﾅｶﾞ ｶｽﾞｺ

1時間34分16秒59 西村 尚子1044 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｺ

1時間34分28秒60 高木 美保子1031 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎｺ

1時間34分43秒61 川岸 のり子1013 ｶﾜｷﾞｼ ﾉﾘｺ

1時間34分44秒62 岸 綾子1015 ｷｼ ｱﾔｺ

1時間35分21秒63 石田 富士子1001 ｲｼﾀﾞ ﾌｼﾞｺ

1時間35分22秒64 岸田 真弓1016 ｷｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ

1時間35分25秒65 島内 ゆみ1081 ｼﾏｳﾁ ﾕﾐ

1時間35分55秒66 大島 由香里1009 ｵｵｼﾏ ﾕｶﾘ

1時間36分46秒67 中里 説子1040 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼｺ

1時間37分07秒68 遠塚谷 圭子1094 ﾄｵﾂｶﾀﾆ ｹｲｺ

1時間37分21秒69 大谷 純子1010 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ

1時間37分50秒70 益田 佳美1058 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾐ

1時間38分06秒71 福井 映子1053 ﾌｸｲ ｴｲｺ

1時間40分00秒72 平野 佐知1050 ﾋﾗﾉ ｻﾁ

1時間41分21秒73 北河　文1074 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔ

1時間41分35秒74 貴島 幸子1017 ｷｼﾞﾏ ｻﾁｺ

1時間42分48秒75 岡本 浩美1011 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ

1時間43分54秒76 山本 純子1072 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

1時間44分07秒77 西野 裕紀子1043 ﾆｼﾉ ﾕｷｺ

1時間44分31秒78 延川 文代1046 ﾉﾍﾞｶﾜ ﾌﾐﾖ

1時間45分45秒79 堤 利子1038 ﾂﾂﾐ ﾄｼｺ

1時間46分53秒80 林寺 ひとみ1049 ﾊﾔｼﾃﾞﾗ ﾋﾄﾐ

1時間49分28秒81 ＪＵＮＧ ＪＵＮＧＩＭ1029 ｼﾞｮﾝ ｼﾞｮﾝｲﾑ

1時間50分43秒82 田中 貞子1096 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞｺ

1時間52分05秒83 安田　初美1080 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾂﾐ

1時間54分06秒84 小川 一枝1012 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ

1時間56分19秒85 入江 敦子1006 ｲﾘｴ ｱﾂｺ
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