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5分38秒1 安原　太陽10221 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 東近江市

6分20秒2 深山　浩規10228 ﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 彦根市

6分24秒3 田辺　敦也10113 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 長浜市

6分37秒4 中川　清矢10078 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 長浜市

6分39秒5 中村　千春10259 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾊﾙ 愛知郡

7分04秒6 清水　唯葉10117 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾊ 長浜市

7分27秒7 田中　龍輝10176 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ 愛知県

7分30秒8 松村　優大10065 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 長浜市

7分30秒9 北川　直哉10063 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 長浜市

7分32秒10 安田　朱李10149 ﾔｽﾀﾞ ｱｶﾘ 草津市

7分35秒11 土田　彩音10118 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾔﾈ 長浜市

7分49秒12 山﨑　一真10061 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 長浜市

7分49秒13 篠田　透真10062 長浜市

7分49秒14 那須　遼翔10095 ﾅｽ ﾘｮｳﾄ 長浜市

7分54秒15 中村　仁優10173 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻﾋﾛ 長浜市

7分58秒16 森　大輔10229 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

7分59秒17 稲川　元希10130 ｲﾅｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷﾞ 愛知県

8分01秒18 吉井　悠人10057 ﾖｼｲ ﾕｳﾄ 長浜市

8分03秒19 西川　空10106 ﾆｼｶﾜ ｿﾗ 長浜市

8分04秒20 藤　孝英10254 ﾌｼﾞ ｺｳｴｲ 長浜市

8分07秒21 森本　杏麗10026 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝﾘ 近江八幡市

8分13秒22 岩田　楽士10059 ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾄ 長浜市

8分20秒23 滝沢　秀樹10107 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長浜市

8分21秒24 黒川　千鶴10223 ｸﾛｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ 岐阜県

8分23秒25 大内　泉10126 ｵｵｳﾁ ｲｽﾞﾐ 三重県

8分28秒26 清水　優樹10058 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 長浜市

8分32秒27 川瀬　隆侑10244 ｶﾜｾ ﾘｭｳ 長浜市

8分33秒28 吉川　創悟10034 ﾖｼｶﾜ ｿｳｺﾞ 米原市

8分34秒29 野澤　大冴10074 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 長浜市

8分36秒30 沓水　達稀10148 ｸﾂﾐｽﾞ ﾀﾂｷ 長浜市

8分41秒31 濵井　優輔10278 ﾊﾏｲ ﾕｳｽｹ 京都府

8分44秒32 川端　輝10217 ｶﾜﾊｼ ﾃﾙ 近江八幡市

8分46秒33 田中　義翔10175 ﾀﾅｶ ｷﾞｼｮｳ 愛知県

8分49秒34 田中　匠10208 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 栗東市

8分56秒35 辻　葉音10004 ﾂｼﾞ　ﾊﾉﾝ 長浜市

9分11秒36 田中　秀10207 ﾀﾅｶ ｼｭｳ 栗東市

9分14秒37 流石　青空10102 長浜市

9分16秒38 平井　雄琉10212 ﾋﾗｲ ﾀｹﾙ 和歌山県

9分17秒39 林　裕真10253 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 長浜市

9分19秒40 伏木　璃朱10037 ﾌｼｷ ﾘｱ 長浜市

9分20秒41 柴田　沙知10224 ｼﾊﾞﾀ ｻﾁ 愛知県

9分22秒42 岩嵜　颯斗10008 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 長浜市

9分23秒43 上林　あおい10231 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 彦根市

9分28秒44 小堀　真依10097 ｺﾎﾞﾘ ﾏｲ 長浜市

9分31秒45 澤村　綾那10033 ｻﾜﾑﾗ ｱﾔﾅ 長浜市

9分31秒46 高島　美紀子10256 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ 湖南市

9分35秒47 境　拳心10188 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 栗東市

9分39秒48 福永　斐都10072 ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾔﾄ 長浜市

9分40秒49 西澤　賢志10199 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 愛知郡

9分40秒50 團　冴斗10264 ﾀﾞﾝ ｻｴﾄ 彦根市
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9分40秒51 西川　麗10105 ﾆｼｶﾜ ｳﾗﾗ 長浜市

9分40秒52 田口　滉10265 ﾀｸﾞﾁ ｺｳ 彦根市

9分41秒53 竹本　忠明10115 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾀﾞｱｷ 長浜市

9分42秒54 小川　正10079 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 長浜市

9分43秒55 松本　颯真10025 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ 栗東市

9分44秒56 西澤　伸浩10198 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知郡

9分44秒57 松本　努10024 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾄﾑ 栗東市

9分51秒58 谷口　正広10271 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

9分53秒59 鶴田　愛奈10216 ﾂﾙﾀ ｱｲﾅ 近江八幡市

9分54秒60 杉浦　帆夏10185 ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ 静岡県

9分55秒61 太田　愛南10068 ｵｵﾀ ｱｲﾅ 長浜市

9分56秒62 太田　朋和10069 ｵｵﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 長浜市

9分59秒63 辻川　大智10091 ﾂｼﾞｶﾜ ﾀｲﾁ 長浜市

9分59秒64 辻川　智昭10092 ﾂｼﾞｶﾜ ﾄﾓｱｷ 長浜市

10分01秒65 山田　琉伽10040 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｷﾔ 長浜市

10分02秒66 澤崎　亮太10042 ｻﾜｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 長浜市

10分06秒67 萩原　麻央10044 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ 長浜市

10分10秒68 三上　和恵10022 ﾐｶﾐ ｶｽﾞｴ 東近江市

10分12秒69 近藤　瑞来10114 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 長浜市

10分12秒70 三田　明彩10121 ﾐﾀ ﾒｲｻ 長浜市

10分16秒71 横江　和也10275 ﾖｺｴ ｶｽﾞﾅﾘ 米原市

10分18秒72 野村　和弘10087 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長浜市

10分18秒73 小堀　順10096 ｺﾎﾞﾘ ｼﾞｭﾝ 長浜市

10分18秒74 朝日　岳10039 ｱｻﾋ ｶﾞｸ 長浜市

10分18秒75 振角　悠真10147 ﾌﾘｶﾄﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪府

10分19秒76 振角　香織10146 ﾌﾘｶﾄﾞ ｶｵﾘ 大阪府

10分19秒77 泉　万記子10134 ｲｽﾞﾐ ﾏｷｺ 米原市

10分23秒78 金子　太一10093 ｶﾈｺ ﾀｲﾁ 長浜市

10分23秒79 杉浦　淳子10196 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

10分23秒80 金子　智彦10094 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋｺ 長浜市

10分23秒81 德田　一桜10073 ﾄｸﾀﾞ ｲｵ 長浜市

10分24秒82 谷口　陽祐10110 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 長浜市

10分24秒83 川﨑　柚葉10088 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞﾊ 長浜市

10分25秒84 伊関　晴真10127 ｲｾｷ ﾊﾙﾏ 愛知県

10分25秒85 小川　紗弥10086 ｵｶﾞﾜ ｻﾔ 長浜市

10分26秒86 元中　勇貴10051 ﾓﾄﾅｶ ﾕｳｷ 長浜市

10分26秒87 濱田　孝太10016 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 福井県

10分29秒88 松村　菜々子10067 ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅｺ 長浜市

10分30秒89 長谷川　颯10145 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ 長浜市

10分30秒90 清水　清嗣10261 ｼﾐｽﾞ ｷﾖﾂｸﾞ 長浜市

10分33秒91 八田　結衣10108 ﾊｯﾀ ﾕｲ 長浜市

10分33秒92 竹本　悠人10116 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ 長浜市

10分34秒93 清水　琉生10262 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 長浜市

10分34秒94 野村　佳弘10081 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長浜市

10分34秒95 片岡　克敏10191 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾄｼ 京都府

10分34秒96 冨田　利明10017 ﾄﾐﾀﾞ ﾄｼｱｷ 米原市

10分38秒97 三橋　結登10190 ﾐﾂﾊｼ ﾕｲﾄ 長浜市

10分40秒98 長門　明彩10218 ﾅｶﾞﾄ ﾒｲ 長浜市

10分42秒99 今岡　真愛10075 ｲﾏｵｶ ﾐﾉﾘ 長浜市

10分43秒100 服部　悟10007 ﾊｯﾄﾘ ｻﾄﾙ 三重県
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10分44秒101 伏木　梨絵10046 ﾌｼｷ ﾘｴ 長浜市

10分44秒102 萩原　菜央10045 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅｵ 長浜市

10分45秒103 三田　幸太10119 ﾐﾀ ｺｳﾀ 長浜市

10分48秒104 稲川　聖来10129 ｲﾅｶﾞﾜ ｾｲﾗ 愛知県

10分50秒105 平山　来斗10151 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 大阪府

10分51秒106 柴田　小空10225 ｼﾊﾞﾀ ｺｱ 愛知県

10分53秒107 流石　和典10122 長浜市

10分53秒108 中根　全10248 ﾅｶﾈ ｾﾞﾝ 京都府

10分53秒109 樋口　寛太10021 ﾋｸﾞﾁ 大津市

10分54秒110 長門　友彩10219 ﾅｶﾞﾄ ﾕｲ 長浜市

10分54秒111 田濃　英和10112 ﾀﾉｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長浜市

11分00秒112 澤崎　里菜10041 ｻﾜｻﾞｷ ﾘﾅ 長浜市

11分00秒113 伏木　剛10082 ﾌｼｷ ﾂﾖｼ 長浜市

11分05秒114 岩澤　加代子10215 ｲﾜｻﾜ ｶﾖｺ 守山市

11分08秒115 高橋　立乃介10066 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 長浜市

11分09秒116 後藤　光基10071 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 長浜市

11分10秒117 武藤　弘子10010 ﾑﾄｳ ﾋﾛｺ 岐阜県

11分10秒118 西河　暖笑10089 ﾆｼｶﾜ ﾉｴ 長浜市

11分11秒119 西河　尚男10003 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｵ 長浜市

11分12秒120 北川　怜10077 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ 長浜市

11分14秒121 元安　千穂10172 ﾓﾄﾔｽ ﾁﾎ 草津市

11分14秒122 元安　梓10171 ﾓﾄﾔｽ ｱｽﾞｻ 草津市

11分15秒123 近藤　真智子10049 ｺﾝﾄﾞｳ 長浜市

11分15秒124 中村　咲楽10165 ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ 大津市

11分16秒125 中村　香津子10166 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 大津市

11分20秒126 河﨑　悠介10100 ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 長浜市

11分20秒127 四塚　淳一10137 ﾖﾂﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栗東市

11分20秒128 四塚　一颯10136 ﾖﾂﾂﾞｶ ｲｯｻ 栗東市

11分21秒129 北田　美咲10192 ｷﾀﾀﾞ ﾐｻｷ 草津市

11分23秒130 三田　洋子10120 ﾐﾀ ﾖｳｺ 長浜市

11分25秒131 若居　咲希10158 ﾜｶｲ ｻｷ 兵庫県

11分26秒132 西島　吏軌10090 ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｷ 長浜市

11分29秒133 小川　輝磨10076 ｵｶﾞﾜ ﾃﾙﾏ 長浜市

11分32秒134 樋口　静恵10020 ﾋｸﾞﾁ 大津市

11分35秒135 八若　徹10052 ﾔﾜｶ ﾄｵﾙ 長浜市

11分36秒136 八若　和愛10053 ﾔﾜｶ ﾉｱ 長浜市

11分37秒137 萩原　麻奈美10043 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 長浜市

11分38秒138 辻　奏仁10206 ﾂｼﾞ ｶﾅﾄ 彦根市

11分39秒139 山名　謙司10279 ﾔﾏﾅ ｹﾝｼﾞ 東近江市

11分41秒140 西脇　美恵子10154 ﾆｼﾜｷ ﾐｴｺ 岐阜県

11分45秒141 芦田　俊男10194 ｱｼﾀﾞ ﾄｼｵ 三重県

11分48秒142 西野　全10270 ﾆｼﾉ ｾﾞﾝ 長浜市

11分48秒143 伏木　与司勝10038 ﾌｼｷ ﾖｼｶﾂ 長浜市

11分48秒144 伏木　羅斗10085 ﾌｼｷ ﾗｲﾄ 長浜市

11分49秒145 花谷　潤10239 ﾊﾅﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 長浜市

11分49秒146 花谷　航希10240 ﾊﾅﾀﾆ ｺｳｷ 長浜市

11分49秒147 北村　則明10281 ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｱｷ 東近江市

11分49秒148 北村　和歩10280 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 東近江市

11分53秒149 木野本　楓香10213 ｷﾉﾓﾄ ﾌｳｶ 愛知県

11分53秒150 木野本　柚香10214 ｷﾉﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 愛知県
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11分54秒151 京谷　美香10169 ｷｮｳﾀﾆ ﾐｶ 長浜市

11分54秒152 草野　朱音10099 ｸｻﾉ ｱｶﾈ 長浜市

11分55秒153 玉田　奈央10019 ﾀﾏﾀﾞ ﾅｵ 三重県

11分57秒154 草野　光治10098 ｸｻﾉ ﾐﾂﾊﾙ 長浜市

11分57秒155 竹中　在人10064 ﾀｹﾅｶ ｱﾘﾋﾄ 長浜市

11分59秒156 吉田　秀子10153 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 栗東市

12分01秒157 沼波　浩古10124 ﾇﾅﾐ ﾋﾛｺ 岐阜県

12分03秒158 澤　義正10200 ｻﾜ ﾖｼﾏｻ 東近江市

12分09秒159 河合　周平10023 ｶﾜｲ 愛知県

12分11秒160 若居　伸明10159 ﾜｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ 兵庫県

12分11秒161 泉　來瑠美10133 ｲｽﾞﾐ ｸﾙﾐ 米原市

12分14秒162 千葉　亜里紗10260 ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 長浜市

12分16秒163 角田　凜果10104 ｶｸﾀﾞ ﾘﾝｶ 長浜市

12分17秒164 京屋　佳子10163 ｷｮｳﾔ ﾖｼｺ 大阪府

12分18秒165 京屋　楓10164 ｷｮｳﾔ ｶｴﾃﾞ 大阪府

12分18秒166 柏原　香織10056 ｶｼﾊﾗ ｶｵﾘ 彦根市

12分19秒167 山﨑　義徳10048 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 長浜市

12分19秒168 山﨑　結希乃10047 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾉ 長浜市

12分20秒169 平山　加奈子10150 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾅｺ 大阪府

12分21秒170 前田　未来瑠10187 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸﾙ 長浜市

12分22秒171 中野　榮一10005 ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ 京都府

12分23秒172 西垣　真美10258 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾐ 大津市

12分23秒173 上村　和義10257 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 大阪府

12分25秒174 渡辺　路子10277 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 大阪府

12分27秒175 京谷　柊汰10170 ｷｮｳﾀﾆ ｼｭｳﾀ 長浜市

12分28秒176 橋詰　悠希10139 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｷ 愛知県

12分29秒177 合田　尚美10226 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾐ 野洲市

12分29秒178 丸岡　恵里花10230 ﾏﾙｵｶ ｴﾘｶ 野洲市

12分29秒179 河村　有希10227 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷ 野洲市

12分30秒180 蒲生　結衣10245 ｶﾞﾓｳ ﾕｲ 長浜市

12分30秒181 蒲生　真之10246 ｶﾞﾓｳ ﾏｻﾕｷ 長浜市

12分31秒182 利根　賢治10181 ﾄﾈ ｹﾝｼﾞ 愛知県

12分34秒183 田濃　小百合10111 ﾀﾉｳ ｻﾕﾘ 長浜市

12分34秒184 北村　朋子10282 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ 東近江市

12分35秒185 吉田　陽香10152 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 栗東市

12分39秒186 中根　友希10247 ﾅｶﾈ ﾕｷ 京都府

12分47秒187 橋詰　弘子10140 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｺ 愛知県

12分47秒188 前田　妙子10197 ﾏｴﾀﾞ ﾀｴｺ 草津市

12分48秒189 安原　弘美10032 ﾔｽﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大津市

12分49秒190 安原　心春10031 ﾔｽﾊﾗ ｺﾊﾙ 大津市

12分53秒191 山本　真由美10028 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 愛知県

12分54秒192 田嶋　美樹10273 ﾀｼﾞﾏ ﾐｷ 愛知県

12分56秒193 辛川　利恵10222 ｶﾗｶﾜ ﾄｼｴ 大津市

12分58秒194 山崎　眞理子10002 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘｺ 彦根市

12分59秒195 蓮井　貫志10141 ﾊｽｲ ｶﾝｼﾞ 犬上郡

12分59秒196 小谷　めぐみ10233 ｺﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ 京都府

13分00秒197 吉村　恵子10160 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｺ 蒲生郡

13分09秒198 森田　大河10156 ﾓﾘﾀ ﾀｲｶﾞ 長浜市

13分13秒199 川村　こずえ10060 ｶﾜﾑﾗ ｺｽﾞｴ 米原市

13分18秒200 望月　将史10274 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｼ 愛知県
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- 2016あざいお市マラソン -

2kmエンジョイラン

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:00:00

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 

13分20秒201 谷口　和美10018 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 京都府

13分25秒202 蓮井　美香10142 ﾊｽｲ ﾐｶ 犬上郡

13分26秒203 福本　晴己10242 ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 京都府

13分26秒204 布施　みどり10084 ﾌｾ ﾐﾄﾞﾘ 彦根市

13分27秒205 福本　兼久10243 ﾌｸﾓﾄ ｶﾈﾋｻ 京都府

13分30秒206 粕谷　燎平10195 ｶｽﾔ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県

13分33秒207 吉村　朋子10161 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｺ 蒲生郡

13分35秒208 小川　準二10013 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 近江八幡市

13分37秒209 水谷　智子10266 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓｺ 長浜市

13分38秒210 福本　神無10241 ﾌｸﾓﾄ ｶﾝﾅ 京都府

13分41秒211 鈴木　茂美10135 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾐ 愛知県

13分47秒212 足立　稔10030 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾉﾙ 米原市

13分54秒213 日高　美保10211 ﾋﾀﾞｶ ﾐﾎ 愛知県

13分57秒214 若森　美保10267 ﾜｶﾓﾘ ﾐﾎ 長浜市

13分58秒215 佐々木　千帆10269 ｻｻｷ ﾁﾎ 長浜市

13分58秒216 小川　法子10268 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 長浜市

14分01秒217 中島　照美10070 長浜市

14分02秒218 杉浦　由紀子10186 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷｺ 静岡県

14分04秒219 宮野　廣平10180 ﾐﾔﾉ ｺｳﾍｲ 愛知県

14分07秒220 中村　紀代美10179 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 大津市

14分38秒221 木村　実華10209 ｷﾑﾗ ﾐｶ 三重県

14分39秒222 若林　泰之10210 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 三重県

14分50秒223 恒松　浩美10237 ﾂﾈﾏﾂ ﾋﾛﾐ 京都府

14分52秒224 水谷　優里10177 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾘ 彦根市

15分03秒225 安田　佳代子10235 ﾔｽﾀﾞ ｶﾖｺ 京都府

15分14秒226 桜井　洋子10036 ｻｸﾗｲ 長浜市

15分25秒227 近藤　晴輝10050 ｺﾝﾄﾞｳ 長浜市

15分26秒228 藤原　寛子10054 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｺ 長浜市

15分27秒229 藤原　奈穂10055 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾎ 長浜市

15分28秒230 三田　幸栄10109 ﾐﾀ ｻｲｴｲ 長浜市

15分37秒231 朝日　博子10035 ｱｻﾋ ﾋﾛｺ 長浜市

15分40秒232 水谷　友子10178 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓｺ 彦根市

15分40秒233 石川　弘美10012 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 京都府

15分40秒234 石川　久美10011 ｲｼｶﾜ ｸﾐ 京都府

15分51秒235 森田　賢治10157 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 長浜市

15分55秒236 山田　稔10015 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 三重県

17分27秒237 中村　元10131 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 三重県

17分54秒238 前田　起佐子10009 ﾏｴﾀﾞ ｷｻｺ 福井県

18分24秒239 船橋　富子10183 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾄﾐｺ 愛知県
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