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10km一般女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:45:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

38分44秒1 佐野　亜弓7003 ｻﾉ ｱﾕﾐ 三重県

39分31秒2 三浦　直美7002 ﾐｳﾗ ﾅｵﾐ 三重県

40分15秒3 田中　さおり7005 ﾀﾅｶ ｻｵﾘ 蒲生郡

40分52秒4 今井　香代子7009 ｲﾏｲ ｶﾖｺ 三重県

42分05秒5 樫本　実季7010 ｶｼﾓﾄ ﾐｷ 大津市

42分55秒6 三浦　彩花7014 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 京都府

44分12秒7 外山　麻美7007 ﾄﾔﾏ ｱｻﾐ 愛知県

44分47秒8 西出　良美7020 ﾆｼﾃﾞ ﾖｼﾐ 三重県

45分22秒9 森　安寿7240 ﾓﾘ ｱﾝｽﾞ 米原市

45分35秒10 桑谷　奈緒美7012 ｸﾜﾀﾆ ﾅｵﾐ 京都府

45分39秒11 伊藤　聖7023 ｲﾄｳ ﾋｼﾞﾘ 兵庫県

45分43秒12 愛甲　恵美7055 ｱｲｺｳ ﾒｸﾞﾐ 京都府

46分12秒13 山中　里美7024 ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ 愛知県

46分17秒14 本多　規子7049 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ 栗東市

46分22秒15 平原　靖子7086 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽｺ 兵庫県

46分39秒16 新居　智子7032 ｱﾗｲ ﾄﾓｺ 愛知県

46分56秒17 荻野　由里惠7013 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘｴ 愛知県

46分57秒18 佐藤　淑子7027 ｻﾄｳ ﾖｼｺ 愛知県

46分59秒19 枝　清美7045 ｴﾀﾞ ｷﾖﾐ 京都府

47分04秒20 吉川　美緒7093 ﾖｼｶﾜ ﾐｦ 野洲市

47分05秒21 酒井　澄枝7229 ｻｶｲ ｽﾐｴ 愛知県

47分10秒22 田中　佐和子7039 ﾀﾅｶ ｻﾜｺ 京都府

47分28秒23 野村　英子7021 ﾉﾑﾗ ｴｲｺ 大阪府

47分43秒24 平出　雅子7022 ﾋﾗﾃﾞ ﾏｻｺ 静岡県

47分56秒25 各務　幸7159 ｶｶﾞﾐ ﾐﾕｷ 三重県

48分24秒26 東浦　千代7031 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾁﾖ 兵庫県

48分31秒27 當麻　典子7017 ﾀｲﾏ ﾉﾘｺ 大阪府

48分40秒28 玉岡　由美7040 ﾀﾏｵｶ ﾕﾐ 奈良県

49分03秒29 岩田　慶子7046 ｲﾜﾀ ﾖｼｺ 愛知県

49分07秒30 中本　明美7051 ﾅｶﾓﾄ ｱｹﾐ 大阪府

49分08秒31 永松　由貴7044 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｷ 大阪府

49分14秒32 伊東　純子7004 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

49分21秒33 内山　三恵7028 ｳﾁﾔﾏ ﾐｴ 兵庫県

49分25秒34 阿部　美恵7052 ｱﾍﾞ ﾐｴ 愛知県

49分29秒35 三須　麻里絵7001 ﾐｽ ﾏﾘｴ 彦根市

49分36秒36 江崎　令子7030 ｴｻｷ ﾚｲｺ 三重県

49分44秒37 大澤　久美7110 ｵｵｻﾜ ﾋｻﾐ 大阪府

50分06秒38 中村　洋美7095 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 湖南市

50分19秒39 堤　鹿主代7254 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾖ 蒲生郡

50分24秒40 植木　みどり7071 ｳｴｷ ﾐﾄﾞﾘ 兵庫県

50分32秒41 山本　継子7087 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 大阪府

50分33秒42 荒木　恵子7079 ｱﾗｷ ｹｲｺ 京都府

50分42秒43 原　沙弥香7037 ﾊﾗ ｻﾔｶ 兵庫県

50分45秒44 山田　吉江7098 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｴ 京都府

50分48秒45 田中　直美7596 ﾀﾅｶ ﾅｵﾐ 愛知県

50分55秒46 速見　千恵7134 ﾊﾔﾐ ﾁｴ 愛知県

51分02秒47 小林　玖美7512 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐ 京都府

51分05秒48 坂口　圭美7616 ｻｶｸﾞﾁ ｹｲﾐ 彦根市

51分08秒49 竹本　美奈子7358 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾅｺ 大阪府

51分09秒50 川本　盛子7050 ｶﾜﾓﾄ ﾓﾘｺ 守山市
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51分14秒51 中村　英子7160 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｺ 兵庫県

51分16秒52 望月　晃子7048 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷｺ 大津市

51分20秒53 畔田　響7464 ｸﾛﾀﾞ ｷｮｳ 岐阜県

51分21秒54 吉村　朋子7068 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｺ 兵庫県

51分27秒55 高橋　裕美7105 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 岐阜県

51分40秒56 野口　紀久子7104 ﾉｸﾞﾁ ｷｸｺ 兵庫県

51分44秒57 松葉　弓恵7061 ﾏﾂﾊﾞ ﾕﾐｴ 三重県

51分52秒58 北田　知子7116 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ 近江八幡市

52分02秒59 河井　忍7043 ｶﾜｲ ｼﾉﾌﾞ 兵庫県

52分11秒60 坪井　則子7164 ﾂﾎﾞｲ ﾉﾘｺ 京都府

52分25秒61 西尾　美砂7072 ﾆｼｵ ﾐｻ 愛知県

52分27秒62 平井　英子7074 ﾋﾗｲ ｴｲｺ 三重県

52分40秒63 箱谷　麻実子7096 ﾊｺﾀﾆ ﾏﾐｺ 大阪府

52分44秒64 佐々木　千佳子7157 ｻｻｷ ﾁｶｺ 彦根市

52分44秒65 小島　由香理7102 ｺｼﾞﾏ ﾕｶﾘ 京都府

52分45秒66 平井　貴子7084 ﾋﾗｲ ﾀｶｺ 大阪府

52分47秒67 西尾　みどり7056 ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県

53分10秒68 岩船　ゆかり7144 ｲﾜﾌﾈ ﾕｶﾘ 甲賀市

53分11秒69 髙田　雪乃7076 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉ 岐阜県

53分12秒70 木下　知美7106 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾐ 大津市

53分17秒71 岩井　ひらる7008 ｲﾜｲ ﾋﾗﾙ 岐阜県

53分18秒72 長畑　薫7113 ﾅｶﾞﾊﾀ ｶｵﾙ 大阪府

53分22秒73 田中　淳子7140 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

53分23秒74 阿部　由理7100 ｱﾍﾞ ﾕﾘ 大津市

53分24秒75 北村　陽子7060 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 大津市

53分26秒76 中原　つかさ7097 ﾅｶﾊﾗ ﾂｶｻ 三重県

53分29秒77 佐藤　綾香7175 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 京都府

53分35秒78 飯野　佐知子7614 ｲｲﾉ ｻﾁｺ 大津市

53分35秒79 山口　妙子7346 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｴｺ 栗東市

53分45秒80 松本　晶子7390 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 大阪府

53分50秒81 山田　歩美7036 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 岐阜県

53分52秒82 橋本　知奈美7047 ﾊｼﾓﾄ ﾁﾅﾐ 兵庫県

53分54秒83 川端　正美7300 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ 米原市

53分58秒84 楠山　綾子7109 ｸｽﾔﾏ ｱﾔｺ 兵庫県

54分03秒85 林　貴美7063 ﾊﾔｼ ﾀｶﾐ 愛知県

54分07秒86 茶山　奈津子7053 ﾁｬﾔﾏ ﾅﾂｺ 草津市

54分11秒87 近藤　光7253 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 愛知県

54分13秒88 中尾　貴代子7091 ﾅｶｵ ｷﾖｺ 和歌山県

54分17秒89 裏川　君子7115 ｳﾗｶﾜ ｷﾐｺ 兵庫県

54分29秒90 筑紫　宣子7172 ﾂｸｼ ﾉﾘｺ 長浜市

54分30秒91 円道　美佐7088 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻ 大阪府

54分42秒92 山田　奈美子7370 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐｺ 長浜市

54分48秒93 北牧　万由子7080 ｷﾀﾏｷ ﾏﾕｺ 岐阜県

54分48秒94 加藤　直美7034 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ 岐阜県

54分48秒95 寺地　邦子7232 ﾃﾗｼﾞ ｸﾆｺ 兵庫県

54分50秒96 中垣　夕香7476 ﾅｶｶﾞｷ ﾕｶﾙ 岐阜県

54分50秒97 橋詰　美津子7066 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｺ 奈良県

55分05秒98 中森　たか子7143 ﾅｶﾓﾘ ﾀｶｺ 奈良県

55分13秒99 横光　浩美7154 ﾖｺﾐﾂ ﾋﾛﾐ 京都府

55分20秒100 木村　朋子7119 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ 大津市
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55分21秒101 酒井　美鈴7174 ｻｶｲ ﾐｽｽﾞ 福井県

55分24秒102 山崎　貴美子7114 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｺ 京都府

55分29秒103 森　紗波7191 ﾓﾘ ｻﾅﾐ 愛知県

55分39秒104 園部　絵莉香7494 ｿﾉﾍﾞ ｴﾘｶ 京都府

55分42秒105 八木　美千子7120 ﾔｷﾞ ﾐﾁｺ 愛知県

55分48秒106 山本　由紀7146 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 兵庫県

55分50秒107 木下　瑠美7169 ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 野洲市

55分51秒108 森　文枝7135 ﾓﾘ ﾌﾐｴ 愛知県

55分51秒109 相良　賀英子7147 ｻｶﾞﾗ ｶｴｺ 兵庫県

56分00秒110 和田　舞7419 ﾜﾀﾞ ﾏｲ 大阪府

56分01秒111 臼井　美紀7019 ｳｽｲ ﾐｷ 愛知県

56分12秒112 近藤　亜希子7065 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 岐阜県

56分30秒113 長屋　佑美7082 ﾅｶﾞﾔ ﾕﾐ 岐阜県

56分33秒114 津布良　貴子7333 ﾂﾌﾗ ﾀｶｺ 長浜市

56分34秒115 野原　哲子7035 ﾉﾊﾗ ﾉﾘｺ 岐阜県

56分36秒116 山堀　克子7241 ﾔﾏﾎﾞﾘ ｶﾂｺ 長浜市

56分41秒117 三留　美樹7162 ﾐﾄﾒ ﾐｷ 大阪府

56分54秒118 宇都宮　美香7421 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐｶ 愛知県

56分57秒119 谷本　みゆき7262 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕｷ 京都府

56分58秒120 勢堂　千恵子7069 ｾｲﾄﾞｳ ﾁｴｺ 大津市

57分10秒121 平川　徳子7026 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾘｺ 三重県

57分17秒122 太田　順子7602 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｺ 奈良県

57分21秒123 後藤　朱実7111 ｺﾞﾄｳ ｱｹﾐ 三重県

57分22秒124 荒金　昌代7178 ｱﾗｶﾞﾈ ﾏｻﾖ 兵庫県

57分22秒125 梶田　万純7107 ｶｼﾞﾀ ﾏｽﾐ 愛知県

57分24秒126 山田　孝子7117 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 守山市

57分30秒127 北川　光代7058 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾂﾖ 彦根市

57分39秒128 後藤　雅美7192 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ 愛知県

57分43秒129 高木　春香7268 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 岐阜県

57分43秒130 大川　志津子7271 ｵｵｶﾜ ｼﾂﾞｺ 奈良県

57分44秒131 小林　永美7153 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 大阪府

57分45秒132 馬場　優子7295 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳｺ 草津市

57分45秒133 井谷　真理子7166 ｲﾀﾆ ﾏﾘｺ 愛知県

57分49秒134 奥野　早穂7099 ｵｸﾉ ｻﾎ 近江八幡市

57分55秒135 周川　早苗7332 ｼｭｳｶﾜ ｻﾅｴ 京都府

57分57秒136 丁井　抄江子7141 ﾁｮｳｲ ｻｴｺ 京都府

58分05秒137 近藤　麻由7195 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 長浜市

58分12秒138 堀江　亜紀7067 ﾎﾘｴ ｱｷ 大阪府

58分13秒139 髙屋　めぐみ7223 ﾀｶﾔ ﾒｸﾞﾐ 京都府

58分14秒140 吉田　美穂7215 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 岐阜県

58分18秒141 北谷　富由子7454 ｷﾀﾀﾆ ﾌﾕｺ 草津市

58分21秒142 竹鼻　真由子7222 ﾀｹﾊﾅ ﾏﾕｺ 大津市

58分22秒143 碩　裕子7410 ｾｷ ﾕｳｺ 兵庫県

58分26秒144 鶴田　由紀子7301 ﾂﾙﾀ ﾕｷｺ 岐阜県

58分26秒145 鎌田　未来7130 ｶﾏﾀ ﾐｷ 兵庫県

58分30秒146 野口　奈那7330 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ 京都府

58分30秒147 宮井　法子7593 ﾐﾔｲ ﾉﾘｺ 京都府

58分32秒148 手塚　あゆみ7209 ﾃﾂﾞｶ ｱﾕﾐ 大津市

58分33秒149 高濱　あづみ7064 ﾀｶﾊﾏ ｱﾂﾞﾐ 兵庫県

58分40秒150 藤澤　恵美7329 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾐ 兵庫県
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58分42秒151 髙岸　敏7103 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼ 湖南市

58分46秒152 鈴木　由美子7258 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 長浜市

58分46秒153 田中　美紗子7168 ﾀﾅｶ ﾐｻｺ 大阪府

58分47秒154 峯松　チエミ7075 ﾐﾈﾏﾂ ﾁｴﾐ 大阪府

58分55秒155 松村　孝子7303 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｺ 近江八幡市

58分57秒156 北村　勝美7124 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾐ 大津市

58分57秒157 石原　理恵子7361 ｲｼﾊﾗ ﾘｴｺ 京都府

59分02秒158 野間　二三江7349 ﾉﾏ ﾌﾐｴ 京都府

59分03秒159 上原　智由美7274 ｳｴﾊﾗ ﾁﾕﾐ 岐阜県

59分03秒160 朝比奈　ますみ7242 ｱｻﾋﾅ ﾏｽﾐ 東京都

59分06秒161 勝見　美津保7417 ｶﾂﾐ ﾐﾂﾞﾎ 蒲生郡

59分09秒162 西中　真理7127 ﾆｼﾅｶ ﾏﾘ 兵庫県

59分10秒163 西村　政子7165 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｺ 大津市

59分12秒164 吉川　典子7607 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｺ 野洲市

59分19秒165 嶋瀬　春香7443 ｼﾏｾ ﾊﾙｶ 犬上郡

59分19秒166 立岩　美香7059 ﾀﾃｲﾜ ﾐｶ 東近江市

59分27秒167 村田　由里7216 ﾑﾗﾀ ﾕﾘ 三重県

59分37秒168 北河　文7572 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔ 米原市

59分39秒169 伊藤　真奈美7503 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 三重県

59分39秒170 高橋　寛子7366 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 三重県

59分40秒171 森澤　紀子7493 ﾓﾘｻﾜ ﾉﾘｺ 兵庫県

59分40秒172 杉浦　仁美7409 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ 愛知県

59分44秒173 木下　万維7070 ｷﾉｼﾀ ﾏｲ 京都府

59分46秒174 今村　有沙7317 ｲﾏﾑﾗ ｱﾘｻ 大阪府

59分47秒175 若杉　知子7136 ﾜｶｽｷﾞ ﾄﾓｺ 愛知県

59分50秒176 辰巳　幸子7167 ﾀﾂﾐ ｻﾁｺ 彦根市

59分50秒177 阿部　祐子7334 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 長浜市

1時間00分10秒178 三浦　美智江7152 ﾐｳﾗ ﾐﾁｴ 愛知県

1時間00分10秒179 江本　郁子7261 ｴﾓﾄ ｲｸｺ 大津市

1時間00分11秒180 松葉　美保7363 ﾏﾂﾊﾞ ﾐｵ 大阪府

1時間00分15秒181 三多見　エリザ7210 ﾐﾀﾐ ｴﾘｻﾞ 甲賀市

1時間00分24秒182 野坂　明代7286 ﾉｻﾞｶ ｱｷﾖ 長浜市

1時間00分25秒183 二村　ふさ子7131 ﾆﾑﾗ ﾌｻｺ 愛知県

1時間00分28秒184 麻野　千代美7574 ｱｻﾉ ﾁﾖﾐ 高島市

1時間00分30秒185 風早　幸恵7194 ｶｾﾞﾊﾔ ﾕｷｴ 京都府

1時間00分34秒186 松生　絵里7198 ﾏﾂｲｹ ｴﾘ 三重県

1時間00分34秒187 坂田　富佐子7182 ｻｶﾀ ﾌｻｺ 奈良県

1時間00分35秒188 木脇　千晴7533 ｷﾜｷ ﾁﾊﾙ 京都府

1時間00分35秒189 成宮　愛7197 ﾅﾙﾐﾔ ｱｲ 米原市

1時間00分36秒190 野村　真紀7054 ﾉﾑﾗ ﾏｷ 愛知県

1時間00分38秒191 佐藤　景7220 ｻﾄｳ ｹｲ 岐阜県

1時間00分42秒192 林　由香里7327 ﾊﾔｼ ﾕｶﾘ 彦根市

1時間00分47秒193 土居　万純7324 ﾄﾞｲ ﾏｽﾐ 愛知県

1時間00分48秒194 中谷　真由子7288 ﾅｶﾀﾆ ﾏﾕｺ 三重県

1時間00分49秒195 樋口　直美7181 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 長浜市

1時間00分49秒196 水科　恵理7269 ﾐｽﾞｼﾅ ｴﾘ 愛知県

1時間00分53秒197 近藤　明代7440 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖ 米原市

1時間00分53秒198 杉浦　美智子7190 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁｺ 静岡県

1時間01分03秒199 五十川　則恵7077 ｲｶｶﾞﾜ ﾉﾘｴ 岐阜県

1時間01分08秒200 山本　佑美7248 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 兵庫県

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2016あざいお市マラソン -

10km一般女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:45:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間01分08秒201 西本　洋美7297 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 兵庫県

1時間01分10秒202 渡辺　紗希7139 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 岐阜県

1時間01分10秒203 木村　三樹子7527 ｷﾑﾗ ﾐｷｺ 岐阜県

1時間01分13秒204 荒井　華子7341 ｱﾗｲ ﾊﾅｺ 岐阜県

1時間01分17秒205 川井　由美7385 ｶﾜｲ ﾕﾐ 大阪府

1時間01分17秒206 天休　萌実7490 ﾃﾝｷｭｳ ﾓｴﾐ 東京都

1時間01分19秒207 林田　絹代7188 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾇﾖ 大阪府

1時間01分23秒208 大平　すみえ7112 ｵｵﾋﾗ ｽﾐｴ 福井県

1時間01分27秒209 佐藤　美穂7128 ｻﾄｳ ﾐﾎ 兵庫県

1時間01分31秒210 尾崎　智代7129 ｵｻﾞｷ ﾁﾖ 愛知県

1時間01分31秒211 米澤　春菜7599 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 京都府

1時間01分32秒212 西村　光代7496 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾖ 東近江市

1時間01分41秒213 安斎　亜耶7411 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾔ 岐阜県

1時間01分41秒214 湯本　久子7057 ﾕﾓﾄ ﾋｻｺ 彦根市

1時間01分45秒215 井谷　佐代子7133 ｲﾀﾆ ｻﾖｺ 栗東市

1時間01分46秒216 松尾　美枝7083 ﾏﾂｵ ﾐｴ 愛知県

1時間01分48秒217 細川　太美子7179 ﾎｿｶﾜ ﾀﾐｺ 京都府

1時間01分51秒218 矢野　直子7429 ﾔﾉ ﾅｵｺ 三重県

1時間01分53秒219 加藤　裕美7260 ｶﾄｳ ﾕﾐ 愛知県

1時間01分57秒220 池永　感7123 ｲｹﾅｶﾞ ｱﾌﾙ 京都府

1時間02分01秒221 鵜野　明美7558 ｳﾉ ｱｹﾐ 愛知県

1時間02分02秒222 勝山　由美7465 ｶﾂﾔﾏ ﾕﾐ 兵庫県

1時間02分02秒223 殿浦　澄恵7309 ﾄﾉｳﾗ ｽﾐｴ 和歌山県

1時間02分02秒224 瀬川　昌子7033 ｾｶﾞﾜ ﾏｻｺ 京都府

1時間02分04秒225 木戸　和江7331 ｷﾄﾞ ｶｽﾞｴ 京都府

1時間02分05秒226 坂井　啓子7350 ｻｶｲ ｹｲｺ 岐阜県

1時間02分05秒227 岩本　優美子7138 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾐｺ 京都府

1時間02分06秒228 中北　理映7148 ﾅｶｷﾀ ﾘｴ 大阪府

1時間02分07秒229 片山　恵子7118 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｺ 京都府

1時間02分08秒230 多田　有美7437 ﾀﾀﾞ ﾕﾐ 大阪府

1時間02分08秒231 山脇　紀美代7367 ﾔﾏﾜｷ ｷﾐﾖ 彦根市

1時間02分08秒232 久保　郁恵7499 ｸﾎﾞ ｲｸｴ 奈良県

1時間02分09秒233 森永　由香7617 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｶ 京都府

1時間02分11秒234 久保　美幸7108 ｸﾎﾞ ﾐﾕｷ 京都府

1時間02分15秒235 松山　詔子7218 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳｺ 岐阜県

1時間02分20秒236 栗原　葉子7405 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ 草津市

1時間02分25秒237 岡本　早織7374 ｵｶﾓﾄ ｻｵﾘ 愛知県

1時間02分27秒238 小笠原　由佳7577 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｶ 京都府

1時間02分27秒239 山岡　美紀7236 ﾔﾏｵｶ ﾐｷ 長浜市

1時間02分28秒240 古口　清美7265 ﾌﾙｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 大阪府

1時間02分31秒241 三浦　陽子7151 ﾐｳﾗ ﾖｳｺ 愛知県

1時間02分33秒242 鋒山　美咲7325 ﾎｺﾔﾏ ﾐｻｷ 草津市

1時間02分35秒243 北谷　沙羅7149 ｷﾀﾀﾆ ｻﾗ 大阪府

1時間02分41秒244 花房　育世7062 ﾊﾅﾌｻ ｲｸﾖ 兵庫県

1時間02分43秒245 井口　奈穂7615 ｲｸﾞﾁ ﾅﾎ 京都府

1時間02分51秒246 佐々木　容子7468 ｻｻｷ ﾏｻｺ 岐阜県

1時間02分59秒247 石倉　しのぶ7078 ｲｼｸﾗ ｼﾉﾌﾞ 高島市

1時間03分00秒248 吉田　直美7445 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 草津市

1時間03分00秒249 見並　正子7418 ﾐﾅﾐ ﾏｻｺ 大阪府

1時間03分00秒250 倉橋　佳代7498 ｸﾗﾊｼ ｶﾖ 守山市
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1時間03分13秒251 別府　尚子7463 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾅｵｺ 岡山県

1時間03分15秒252 中冨　ゆかり7340 ﾅｶﾄﾐ ﾕｶﾘ 野洲市

1時間03分19秒253 宮野　晶子7302 ﾐﾔﾉ ｱｷｺ 愛知県

1時間03分21秒254 奥手　美咲7238 ｵｸﾃ ﾐｻｷ 長浜市

1時間03分21秒255 裏川　夏鈴7207 ｳﾗｶﾜ ｶﾘﾝ 兵庫県

1時間03分24秒256 道端　千鶴7121 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県

1時間03分24秒257 近藤　靖子7299 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｺ 愛知県

1時間03分24秒258 寺田　幸子7433 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾁｺ 東近江市

1時間03分25秒259 六波羅　奈美7351 ﾛｸﾊﾗ ﾅﾐ 岐阜県

1時間03分28秒260 北村　彰子7294 ｷﾀﾑﾗ ｱｷｺ 大津市

1時間03分28秒261 西川　とし子7212 ﾆｼｶﾜ ﾄｼｺ 大津市

1時間03分32秒262 辰巳　香7566 ﾀﾂﾐ ｶｵﾘ 東近江市

1時間03分34秒263 稲垣　牧子7567 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｷｺ 愛知県

1時間03分35秒264 南　京子7618 ﾐﾅﾐ ｷｮｳｺ 大阪府

1時間03分36秒265 三村　真奈美7219 ﾐﾑﾗ ﾏﾅﾐ 三重県

1時間03分38秒266 長谷川　まなみ7259 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 愛知県

1時間03分38秒267 桑原　和恵7196 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞｴ 兵庫県

1時間03分41秒268 足立　加奈子7518 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｺ 東近江市

1時間03分41秒269 山涌　陽子7170 ﾔﾏﾜｸ ﾖｳｺ 大津市

1時間03分42秒270 鈴井　悦子7250 ｽｽﾞｲ ｴﾂｺ 三重県

1時間03分44秒271 清水　美保7348 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 米原市

1時間03分46秒272 植田　五月7553 ｳｴﾀﾞ ｻﾂｷ 東近江市

1時間03分50秒273 杉江　知子7412 ｽｷﾞｴ ﾄﾓｺ 大津市

1時間03分51秒274 塚田　智子7282 ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓｺ 長浜市

1時間03分53秒275 戸田　美佐7457 ﾄﾀﾞ ﾐｻ 大阪府

1時間03分53秒276 仲西　さか枝7600 ﾅｶﾆｼ 湖南市

1時間03分57秒277 加藤　知子7150 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 大阪府

1時間04分03秒278 吉川　佳代子7321 ﾖｼｶﾜ ｶﾖｺ 愛知県

1時間04分09秒279 中野　加代子7343 ﾅｶﾉ ｶﾖｺ 大阪府

1時間04分12秒280 石川　寿満子7239 ｲｼｶﾜ ｽﾏｺ 米原市

1時間04分14秒281 山本　育美7291 ﾔﾏﾓﾄ ｲｸﾐ 岐阜県

1時間04分16秒282 日浦　聖子7521 ﾋｳﾗ ｾｲｺ 大阪府

1時間04分17秒283 中道　雅子7368 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻｺ 奈良県

1時間04分19秒284 杉本　直美7257 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾐ 三重県

1時間04分19秒285 岡田　良子7255 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｺ 三重県

1時間04分20秒286 日江井　佐都7256 ﾋｴｲ ｻﾄ 三重県

1時間04分22秒287 廣野　栄美子7406 ﾋﾛﾉ ｴﾐｺ 兵庫県

1時間04分27秒288 清原　さつき7245 ｷﾖﾊﾗ ｻﾂｷ 愛知県

1時間04分29秒289 前川　啓子7326 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｺ 奈良県

1時間04分30秒290 高田　幸希7353 ﾀｶﾀﾞ ｻｷ 京都府

1時間04分33秒291 倉田　良子7509 ｸﾗﾀ ﾘｮｳｺ 愛知県

1時間04分33秒292 白川　理絵7185 ｼﾗｶﾜ ﾘｴ 大阪府

1時間04分33秒293 丸岡　恭子7199 ﾏﾙｵｶ ｷｮｳｺ 大阪府

1時間04分33秒294 笠井　佐代子7156 ｶｻｲ ｻﾖｺ 大阪府

1時間04分36秒295 赤澤　明7483 ｱｶｻﾞﾜ ｱｶﾘ 大阪府

1時間04分38秒296 東田　美智代7200 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾐﾁﾖ 大阪府

1時間04分39秒297 臼井　あかね7183 ｳｽｲ ｱｶﾈ 愛知県

1時間04分40秒298 石原　百合7544 ｲｼﾊﾗ ﾕﾘ 三重県

1時間04分41秒299 北畑　まゆみ7542 ｷﾀﾊﾀ ﾏﾕﾐ 東近江市

1時間04分42秒300 亀田　千代美7304 ｶﾒﾀﾞ ﾁﾖﾐ 京都府
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1時間04分44秒301 山本ルシアナ純子7430 ﾔﾏﾓﾄﾙｼｱﾅｼﾞｭﾝｺ 愛知郡

1時間04分48秒302 水野　亜美7446 ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ 愛知県

1時間04分50秒303 井上　真澄7557 ｲﾉｳｴ ﾏｽﾐ 岐阜県

1時間04分51秒304 佐々木　幸子7414 ｻｻｷ ｻﾁｺ 京都府

1時間04分51秒305 田中　未紗7312 ﾀﾅｶ ﾐｻ 京都府

1時間04分52秒306 西澤　英美7432 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ 東近江市

1時間04分57秒307 小藪　和江7224 ｺﾔﾌﾞ ｶｽﾞｴ 東近江市

1時間05分00秒308 山口　智美7372 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 京都府

1時間05分05秒309 森田　久民子7273 ﾓﾘﾀ ｸﾐｺ 岐阜県

1時間05分12秒310 松尾　和枝7472 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｴ 兵庫県

1時間05分13秒311 土屋　芽久美7452 ﾂﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

1時間05分16秒312 英賀　彩子7489 ｱｶﾞ ｱﾔｺ 京都府

1時間05分19秒313 奥田　由美子7090 ｵｸﾀﾞ ﾕﾐｺ 三重県

1時間05分21秒314 高田　美紀7345 ﾀｶﾀﾞ ﾐｷ 甲賀市

1時間05分23秒315 矢野　はるか7354 ﾔﾉ ﾊﾙｶ 守山市

1時間05分27秒316 礒部　由美7356 ｲｿﾍﾞ ﾕﾐ 米原市

1時間05分28秒317 別府　暢代7526 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾉﾌﾞﾖ 岡山県

1時間05分29秒318 貞山　良子7228 ｻﾀﾞﾔﾏ 兵庫県

1時間05分30秒319 上野　尚子7525 ｳｴﾉ ﾅｵｺ 大阪府

1時間05分31秒320 若居　美陽7369 ﾜｶｲ ﾐﾖ 兵庫県

1時間05分35秒321 川村　綾子7016 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｺ 兵庫県

1時間05分36秒322 梶本　祥萌7591 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁﾎ 東近江市

1時間05分39秒323 堀野　妙美7364 ﾎﾘﾉ ﾀｴﾐ 大津市

1時間05分40秒324 島　千秋7398 ｼﾏ ﾁｱｷ 京都府

1時間05分42秒325 中川　由美子7383 ﾅｶｶﾞﾜ 長浜市

1時間05分45秒326 古谷　洋子7416 ﾌﾙﾀﾆ ﾖｳｺ 大津市

1時間05分46秒327 石川　朋子7339 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 静岡県

1時間05分46秒328 林　絵美7488 ﾊﾔｼ ｴﾐ 大阪府

1時間05分48秒329 鈴木　智子7392 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 愛知県

1時間05分49秒330 谷田　佳子7500 ﾀﾆﾀﾞ ｹｲｺ 大阪府

1時間05分54秒331 辻村　由起子7395 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｷｺ 三重県

1時間05分55秒332 白川　葉子7449 ｼﾗｶﾜ ﾖｳｺ 大阪府

1時間06分01秒333 萬力谷　美香7547 ﾏﾝﾘｷﾔ ﾐｶ 大阪府

1時間06分03秒334 西川　奈央7158 ﾆｼｶﾜ ﾅｵ 長浜市

1時間06分05秒335 荒川　さやか7424 ｱﾗｶﾜ ｻﾔｶ 愛知県

1時間06分07秒336 嶋崎　汎躬7227 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 京都府

1時間06分10秒337 岡田　紀代美7318 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾐ 甲賀市

1時間06分18秒338 加藤　紀久子7402 ｶﾄｳ ｷｸｺ 大津市

1時間06分19秒339 望田　美奈7601 ﾓﾁﾀﾞ ﾐﾅ 東近江市

1時間06分21秒340 平井　節子7217 ﾋﾗｲ ｾﾂｺ 奈良県

1時間06分28秒341 曽根田　小百合7319 ｿﾈﾀﾞ ｻﾕﾘ 守山市

1時間06分31秒342 内田　純那7234 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 岐阜県

1時間06分34秒343 楠井　華子7337 ｸｽｲ ﾊﾅｺ 米原市

1時間06分41秒344 中谷　純子7384 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

1時間06分47秒345 今井　昭子7180 ｲﾏｲ ｱｷｺ 愛知県

1時間06分50秒346 澤嵜　美保子7389 ｻﾜｻﾞｷ ﾐﾎｺ 愛知県

1時間06分50秒347 山内　伸子7263 ﾔﾏｳﾁ ﾉﾌﾞｺ 大阪府

1時間06分51秒348 多田　紀子7347 ﾀﾀﾞ ﾉﾘｺ 岐阜県

1時間06分51秒349 米田　美佐子7243 ﾖﾈﾀﾞ ﾐｻｺ 三重県

1時間06分57秒350 粟津　明子7592 ｱﾜﾂﾞ ｱｷｺ 大津市

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2016あざいお市マラソン -

10km一般女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:45:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間07分00秒351 美濃部　奈都7497 ﾐﾉﾍﾞ ﾅﾂ 栗東市

1時間07分02秒352 藤川　民枝7298 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾐｴ 大阪府

1時間07分05秒353 亀澤　妙子7186 ｶﾒｻﾜ ﾀｴｺ 愛知県

1時間07分09秒354 小笠原　加奈子7576 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｺ 京都府

1時間07分13秒355 浅野　由利子7376 ｱｻﾉ ﾕﾘｺ 大阪府

1時間07分16秒356 八田　弘子7401 ﾊｯﾀ ﾋﾛｺ 大津市

1時間07分17秒357 萩原　百合子7122 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾘｺ 奈良県

1時間07分23秒358 塩見　淳子7400 ｼｵﾐ ｼﾞｭﾝｺ 大津市

1時間07分24秒359 西村　順子7393 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 守山市

1時間07分26秒360 上村　典子7205 ｳｴﾑﾗ ﾉﾘｺ 三重県

1時間07分31秒361 原　よしこ7479 ﾊﾗ ﾖｼｺ 大阪府

1時間07分32秒362 木村　真理子7608 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ 長浜市

1時間07分35秒363 舘　真由美7426 ﾀﾁ ﾏﾕﾐ 三重県

1時間07分40秒364 高見　あゆみ7501 ﾀｶﾐ ｱﾕﾐ 大津市

1時間07分45秒365 脇　涼子7456 ﾜｷ ﾘｮｳｺ 東近江市

1時間07分48秒366 水野　有香栄7187 ﾐｽﾞﾉ ﾕｶｴ 愛知県

1時間07分51秒367 吉川　美鈴7201 ﾖｼｶﾜ ﾐｽｽﾞ 湖南市

1時間07分51秒368 新木　伸子7226 ｱﾗｷ ﾉﾌﾞｺ 長浜市

1時間07分54秒369 小林　さくら7420 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 福井県

1時間07分54秒370 橋場　由香利7606 ﾊｼﾊﾞ ﾕｶﾘ 長浜市

1時間07分55秒371 小倉　奈緒美7373 ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾐ 京都府

1時間07分57秒372 飯田　由美子7266 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 愛知県

1時間07分57秒373 匂坂　裕子7453 ｻｷﾞｻｶ ﾕｳｺ 愛知県

1時間07分57秒374 山下　弘恵7371 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｴ 京都府

1時間07分58秒375 村田　径子7583 ﾑﾗﾀ ﾐﾁｺ 京都府

1時間07分59秒376 有川　久賀7436 ｱﾘｶﾜ ｸｶﾞ 長浜市

1時間08分02秒377 安井　稚香子7252 ﾔｽｲ ﾁｶｺ 大阪府

1時間08分06秒378 小寺　章江7431 ｺﾃﾞﾗ 愛知郡

1時間08分10秒379 小林　恵美子7279 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ 近江八幡市

1時間08分11秒380 伊藤　舞依子7357 ｲﾄｳ ﾏｲｺ 愛知県

1時間08分16秒381 中野　美和7442 ﾅｶﾉ ﾐﾜ 栗東市

1時間08分21秒382 大平　諭美7290 ｵｵﾋﾗ ﾕﾐ 岐阜県

1時間08分25秒383 河森　ひろみ7278 ｶﾜﾓﾘ ﾋﾛﾐ 愛知県

1時間08分30秒384 西村　典子7378 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 石川県

1時間08分33秒385 宇梶　佐知子7471 ｳｶｼﾞ ｻﾁｺ 京都府

1時間08分33秒386 近藤　たまき7520 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾏｷ 愛知県

1時間08分36秒387 太田　真佐子7233 ｵｵﾀ ﾏｻｺ 京都府

1時間08分38秒388 谷口　早月7531 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾂｷ 京都府

1時間08分40秒389 風早　智美7338 ｶｻﾞﾊﾔ ﾄﾓﾐ 京都府

1時間08分46秒390 田口　玲子7289 ﾀｸﾞﾁ ﾚｲｺ 彦根市

1時間08分49秒391 勝山　敦子7613 ｶﾂﾔﾏ ｱﾂｺ 京都府

1時間08分53秒392 小栢　睦美7451 ｵｶﾞﾔ ﾑﾂﾐ 大阪府

1時間08分55秒393 藤本　佳世7425 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾖ 大阪府

1時間08分56秒394 古吟　恵美子7142 ｺｷﾞﾝ ｴﾐｺ 大阪府

1時間09分04秒395 吉倉　裕子7225 ﾖｼｸﾗ ﾕｳｺ 大阪府

1時間09分04秒396 武村　文美子7214 ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｺ 東近江市

1時間09分12秒397 冨田　日出子7492 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｺ 愛知県

1時間09分13秒398 川村　陽香7551 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ 長浜市

1時間09分14秒399 宮本　早苗7176 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ 長浜市

1時間09分14秒400 濱野　咲子7408 ﾊﾏﾉ ｻｷｺ 京都府
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1時間09分15秒401 能勢　景子7281 ﾉｾ ｹｲｺ 米原市

1時間09分18秒402 水谷　順子7247 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 三重県

1時間09分23秒403 若松　栄子7450 ﾜｶﾏﾂ ｴｲｺ 彦根市

1時間09分24秒404 中島　めぐ美7435 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 京都府

1時間09分32秒405 酒井　優子7528 ｻｶｲ ﾕｳｺ 愛知県

1時間09分33秒406 藤本　満津代7306 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾂﾖ 三重県

1時間09分34秒407 竹田　暁子7285 ﾀｹﾀﾞ ｱｷｺ 岐阜県

1時間09分43秒408 森田　亜紀7272 ﾓﾘﾀ ｱｷ 奈良県

1時間09分47秒409 園木　千津子7342 ｿﾉｷ ﾁｽﾞｺ 奈良県

1時間09分55秒410 高島　尚子7208 ﾀｶｼﾏ ﾅｵｺ 愛知県

1時間10分02秒411 渡邊　智香7475 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ 岐阜県

1時間10分17秒412 大橋　光江7381 ｵｵﾊｼ ﾐﾂｴ 京都府

1時間10分24秒413 米永　千恵子7362 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｴｺ 愛知県

1時間10分28秒414 遠江　美奈7313 ﾄｵﾉｴ ﾐﾅ 三重県

1時間10分28秒415 村北　亜紀7203 ﾑﾗｷﾀ ｱｷ 近江八幡市

1時間10分29秒416 坂東　利美7283 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐ 長浜市

1時間10分35秒417 山本　智恵7311 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ 大阪府

1時間10分36秒418 柿野　絵美7575 ｶｷﾉ ｴﾐ 兵庫県

1時間10分40秒419 松本　千裕7237 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾋﾛ 長浜市

1時間10分41秒420 横山　時子7184 ﾖｺﾔﾏ ﾄｷｺ 守山市

1時間10分42秒421 山川　幸子7603 ﾔﾏｶﾜ ｻﾁｺ 高島市

1時間10分43秒422 熊谷　澪7486 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｵ 愛知県

1時間10分44秒423 藤原　ひとみ7515 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ 京都府

1時間10分46秒424 富田　智美7462 ﾄﾐﾀ ﾄﾓﾐ 三重県

1時間10分51秒425 山口　裕子7439 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 兵庫県

1時間10分54秒426 熊谷　めぐみ7459 ｸﾏｶﾞｲ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

1時間10分55秒427 島田　久美子7380 ｼﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 京都府

1時間10分56秒428 岡本　眞佐子7375 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ 京都府

1時間10分59秒429 矢野　結侑7344 ﾔﾉ ﾕｳ 三重県

1時間11分00秒430 田村　葉子7441 ﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 長浜市

1時間11分01秒431 森部　みさ子7387 ﾓﾘﾍﾞ ﾐｻｺ 三重県

1時間11分06秒432 中川　麗子7277 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｺ 大津市

1時間11分22秒433 足立　五月7541 ｱﾀﾞﾁ ｻﾂｷ 彦根市

1時間11分24秒434 田中　梨恵7491 ﾀﾅｶ ﾘｴ 京都府

1時間11分47秒435 坂口　みどり7466 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 大阪府

1時間11分47秒436 林　純江7251 ﾊﾔｼ ｽﾐｴ 兵庫県

1時間11分48秒437 堀江　由美7382 ﾎﾘｴ ﾕﾐ 長浜市

1時間11分52秒438 吉田　貞美7213 ﾖｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾐ 京都府

1時間11分53秒439 相良　由佳子7481 ｻｶﾞﾗ ﾕｶｺ 京都府

1時間11分55秒440 浦田　佳子7244 ｳﾗﾀ ﾖｼｺ 愛知県

1時間11分56秒441 安達　有咲7508 ｱﾀﾞﾁ ｱﾘｻ 守山市

1時間12分01秒442 松岡　貴子7487 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｺ 三重県

1時間12分01秒443 森野　加容7610 ﾓﾘﾉ ｶﾖ 長浜市

1時間12分11秒444 西堀　萌7589 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾓｴ 米原市

1時間12分15秒445 永田　今日子7458 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 愛知県

1時間12分18秒446 山下　真生7397 ﾔﾏｼﾀ ﾏｵ 大阪府

1時間12分22秒447 藤院　香吉子7580 ﾄｳｲﾝ ｶﾖｺ 高島市

1時間12分23秒448 今﨑　さとみ7211 ｲﾏｻｷ ｻﾄﾐ 愛知県

1時間12分29秒449 四辻　ひとみ7415 ﾖﾂﾂｼﾞ ﾋﾄﾐ 京都府

1時間12分31秒450 濱田　絵理7275 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘ 香川県
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1時間12分41秒451 安藤　雅恵7538 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｴ 守山市

1時間12分45秒452 受川　志子7403 ｳｹｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 岐阜県

1時間12分46秒453 堀木　宏美7534 ﾎﾘｷ ﾋﾛﾐ 三重県

1時間12分54秒454 藤田　采巳7280 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾐ 長浜市

1時間12分55秒455 落合　彩音7579 ｵﾁｱｲ ｱﾔﾈ 長浜市

1時間12分55秒456 石地　美紗7605 ｲｼｼﾞ ﾐｻ 長浜市

1時間12分56秒457 尾崎　朱美7482 ｵｻﾞｷ ｱｹﾐ 大阪府

1時間13分01秒458 鈴木　有紀7484 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 愛知県

1時間13分02秒459 細田　優子7386 ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｺ 大阪府

1時間13分06秒460 久永　和子7355 ﾋｻﾅｶﾞ ｶｽﾞｺ 大阪府

1時間13分17秒461 清水　香織7539 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 京都府

1時間13分24秒462 栗田　はつ子7235 ｸﾘﾀ 岐阜県

1時間13分31秒463 久門　裕子7586 ﾋｻｶﾄﾞ ﾕｳｺ 栗東市

1時間13分38秒464 西浦　眞美子7537 ﾆｼｳﾗ ﾏﾐｺ 東近江市

1時間13分40秒465 大久保　陽子7407 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳｺ 米原市

1時間13分44秒466 前川　渓7543 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲ 米原市

1時間13分57秒467 高橋　久子7550 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｺ 守山市

1時間14分00秒468 足立　直子7477 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｺ 愛知県

1時間14分07秒469 森　賢子7276 ﾓﾘ ｻﾄｺ 三重県

1時間14分07秒470 東谷　由紀子7513 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾕｷｺ 長浜市

1時間14分20秒471 藤田　恵子7530 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺ 米原市

1時間14分25秒472 高野　和子7565 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｺ 千葉県

1時間14分33秒473 森山　優7480 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳ 大阪府

1時間14分49秒474 中嶋　佳子7507 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ 京都府

1時間14分55秒475 疋出　妙子7569 ﾋｷﾃﾞ ﾀｴｺ 東近江市

1時間15分18秒476 星野　美和7478 ﾎｼﾉ ﾐﾜ 大阪府

1時間15分20秒477 沓水　祐子7467 ｸﾂﾐｽﾞ ﾕｳｺ 長浜市

1時間15分26秒478 西秋　陽子7434 ﾆｼｱｷ ﾖｳｺ 彦根市

1時間15分28秒479 山田　直美7517 ﾔﾏﾀﾞ 京都府

1時間15分29秒480 近藤　春子7270 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ 愛知県

1時間15分59秒481 中川　寿美代7427 ﾅｶｶﾞﾜ ｽﾐﾖ 米原市

1時間16分04秒482 堀之内　優子7590 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾕｳｺ 愛知県

1時間16分10秒483 中野　光代7514 ﾅｶﾉ ﾐﾂﾖ 愛知県

1時間16分12秒484 松本　都起子7428 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｷｺ 栗東市

1時間16分23秒485 味岡　美帆7085 ｱｼﾞｵｶ ﾐﾎ 愛知県

1時間16分26秒486 北村　美穂7588 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾎ 米原市

1時間16分29秒487 秋庭　トシ枝7394 ｱｷﾊﾞ ﾄｼｴ 大阪府

1時間16分32秒488 片山　絵理子7314 ｶﾀﾔﾏ ｴﾘｺ 岐阜県

1時間16分33秒489 荒田　佐知子7609 ｱﾗﾀ ｻﾁｺ 長浜市

1時間16分35秒490 青山　紀代美7546 ｱｵﾔﾏ ｷﾖﾐ 愛知県

1時間16分46秒491 宇佐美　和美7560 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾐ 彦根市

1時間16分47秒492 西山　信子7171 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 三重県

1時間17分16秒493 溝渕　真理子7529 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 大阪府

1時間17分35秒494 佐藤　菜津美7571 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三重県

1時間17分39秒495 田中　成子7379 ﾀﾅｶ ﾅﾘｺ 湖南市

1時間17分40秒496 山中　恵子7267 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｺ 岐阜県

1時間17分58秒497 若林　康子7597 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 福岡県

1時間18分05秒498 小島　千鶴7399 ｺｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県

1時間18分12秒499 河合　紀子7561 ｶﾜｲ ﾉﾘｺ 三重県

1時間18分16秒500 伊吹　純子7469 ｲﾌﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 草津市
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- 2016あざいお市マラソン -

10km一般女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:45:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間18分17秒501 有我　茂代7536 ｳｶﾞ ｼｹﾞﾖ 愛知県

1時間18分19秒502 木村　康子7540 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 草津市

1時間18分46秒503 深田　桂子7582 ﾌｶﾀﾞ ｹｲｺ 彦根市

1時間18分47秒504 辰己　理恵7101 ﾀﾂﾐ ﾘｴ 大阪府

1時間19分24秒505 重吉　幹子7202 ｼｹﾞﾖｼ ﾐｷｺ 野洲市

1時間19分57秒506 上野　ちさと7598 ｳｴﾉ ﾁｻﾄ 長浜市

1時間20分03秒507 西田　明代7552 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾖ 彦根市

1時間20分14秒508 高橋　万里子7535 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ 群馬県

1時間20分28秒509 奥田　絹代7548 ｵｸﾀﾞ ｷﾇﾖ 大阪府

1時間20分32秒510 庄司　由美子7473 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐｺ 岐阜県
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