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ハーフマラソン一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
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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25分31秒1 薄井　身之4013 ｳｽｲ ﾐﾕｷ 大阪府

1時間28分14秒2 坂東　慶子4003 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 長浜市

1時間29分23秒3 中江　保子4005 ﾅｶｴ ﾔｽｺ 近江八幡市

1時間30分30秒4 上田　ゆり香4010 ｶﾐﾀﾞ ﾕﾘｶ 栗東市

1時間31分22秒5 小嶋　暢子4008 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 京都府

1時間31分24秒6 森川　美恵子4041 ﾓﾘｶﾜ ﾐｴｺ 大阪府

1時間32分25秒7 楠田　涼葉4012 ｸｽﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 大阪府

1時間33分15秒8 秋田　智美4032 ｱｷﾀ ﾄﾓﾐ 大阪府

1時間33分25秒9 武田　加奈子4042 ﾀｹﾀﾞ ｶﾅｺ 大阪府

1時間33分41秒10 荻野　由里惠4054 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘｴ 愛知県

1時間34分07秒11 田中　孝重4019 ﾀﾅｶ ﾀｶｴ 大阪府

1時間34分09秒12 浅島　敏子4097 ｱｻｼﾏ ﾄｼｺ 大阪府

1時間34分14秒13 山本　元子4033 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ 大阪府

1時間34分19秒14 末永　真由美4064 ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府

1時間34分45秒15 山本　明美4149 ﾔﾏﾓﾄ ｱｹﾐ 三重県

1時間34分49秒16 大塚　梨沙4022 ｵｵﾂｶ ﾘｻ 奈良県

1時間35分07秒17 澤村　佐登美4086 ｻﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ 大阪府

1時間35分38秒18 鹿谷　千恵4069 ｼｶﾀﾆ ﾁｴ 彦根市

1時間35分39秒19 濱村　由佳4024 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｶ 愛知県

1時間36分01秒20 東　紀子4015 ﾋｶﾞｼ ﾉﾘｺ 三重県

1時間36分57秒21 成田　美穂4035 ﾅﾘﾀ ﾐﾎ 愛知県

1時間36分59秒22 福浦　恭子4017 ﾌｸｳﾗ ｷｮｳｺ 愛知県

1時間37分00秒23 蔵重　知子4021 ｸﾗｼｹﾞ ﾄﾓｺ 兵庫県

1時間37分12秒24 外山　麻美4026 ﾄﾔﾏ ｱｻﾐ 愛知県

1時間37分15秒25 石戸　敦子4030 ｲｼﾄﾞ ｱﾂｺ 兵庫県

1時間37分25秒26 平松　陽子4062 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｳｺ 大阪府

1時間37分29秒27 渡辺　昌子4039 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ 三重県

1時間37分36秒28 植田　智美4014 ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 愛知県

1時間38分00秒29 笠原　理恵子4047 ｶｻﾊﾗ ﾘｴｺ 大阪府

1時間38分01秒30 西井　清美4093 ﾆｼｲ ｷﾖﾐ 大阪府

1時間38分18秒31 佐藤　真耶4098 ｻﾄｳ ﾏﾔ 埼玉県

1時間38分57秒32 山本　真理子4076 ﾔﾏﾓﾄ 岐阜県

1時間39分04秒33 野上　麻理4100 ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘ 大阪府

1時間39分17秒34 坪坂　千晶4060 ﾂﾎﾞｻｶ ﾁｱｷ 愛知県

1時間39分35秒35 清野　倫代4146 ｷﾖﾉ ﾄﾓﾖ 愛知県

1時間39分35秒36 前田　幸子4044 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁｺ 和歌山県

1時間39分38秒37 後藤　充代4029 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁﾖ 愛知県

1時間39分40秒38 石黒　恵4002 ｲｼｸﾞﾛ ﾒｸﾞﾐ 岐阜県

1時間39分57秒39 金森　淑子4206 ｶﾅﾓﾘ ﾖｼｺ 岐阜県

1時間40分32秒40 峯　由美4058 ﾐﾈ ﾕﾐ 大阪府

1時間40分41秒41 納　麻美4007 ｵｻﾒ ﾏﾐ 兵庫県

1時間41分05秒42 土井　由子4095 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ 愛知県

1時間41分08秒43 澤地　未来4107 ｻﾜﾁ ﾐｷ 大阪府

1時間41分30秒44 塩崎　真佐子4105 ｼｵｻﾞｷ ﾏｻｺ 大阪府

1時間41分35秒45 山本　泰子4061 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ 大阪府

1時間41分54秒46 石井　綾子4175 ｲｼｲ ｱﾔｺ 三重県

1時間41分55秒47 濱田　淳子4049 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

1時間42分08秒48 辻　康子4077 ﾂｼﾞ ﾔｽｺ 長浜市

1時間42分10秒49 樋口　知子4009 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 大阪府

1時間42分25秒50 中山　八千代4112 ﾅｶﾔﾏ ﾔﾁﾖ 岐阜県
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1時間42分26秒51 竹安　雅美4070 ﾀｹﾔｽ ﾏｻﾐ 大阪府

1時間42分27秒52 中村　陽子4074 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 兵庫県

1時間42分42秒53 谷口　美帆4020 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ 奈良県

1時間42分51秒54 松浦　亜由子4067 ﾏﾂｳﾗ ｱﾕｺ 愛知県

1時間42分55秒55 嘉福　文4578 ｶﾌｸ ｱﾔ 愛知県

1時間43分02秒56 越野　智子4016 ｺｼﾉ ﾄﾓｺ 奈良県

1時間43分13秒57 岩井　由紀4082 ｲﾜｲ ﾕｷ 奈良県

1時間43分15秒58 古澤　恵理4087 ﾌﾙｻﾜ ｴﾘ 大津市

1時間43分25秒59 枝　清美4174 ｴﾀﾞ ｷﾖﾐ 大阪府

1時間43分42秒60 吉井　小百合4066 ﾖｼｲ ｻﾕﾘ 奈良県

1時間43分51秒61 林口　史子4113 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾌﾐｺ 大阪府

1時間44分02秒62 市山　まゆみ4004 ｲﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ 京都府

1時間44分02秒63 西川　咲希4072 ﾆｼｶﾜ ｻｷ 大津市

1時間44分09秒64 加藤　まい4099 ｶﾄｳ ﾏｲ 三重県

1時間44分20秒65 小木曽　靖子4109 ｺｷﾞｿ ﾔｽｺ 愛知県

1時間44分29秒66 岩瀬　佳奈4089 ｲﾜｾ ｶﾅ 京都府

1時間44分30秒67 西村　順子4115 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 彦根市

1時間44分46秒68 加藤　和美4038 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ 大阪府

1時間44分48秒69 山神　智美4147 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾄﾓﾐ 大阪府

1時間44分52秒70 山田　康代4118 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 愛知県

1時間44分53秒71 西出　良美4124 ﾆｼﾃﾞ ﾖｼﾐ 三重県

1時間45分12秒72 角田　悦子4114 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾂｺ 大阪府

1時間45分27秒73 高橋　綾4164 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 愛知県

1時間45分40秒74 菅原　由紀子4101 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 京都府

1時間45分52秒75 豊福　千夏4183 ﾄﾖﾌｸ ﾁｶ 愛知県

1時間46分01秒76 辻　朱美4127 ﾂｼﾞ ｱｹﾐ 三重県

1時間46分06秒77 藤室　美紀4129 ﾌｼﾞﾑﾛ ﾐｷ 奈良県

1時間46分10秒78 河村　英理香4046 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ 愛知県

1時間46分13秒79 村上　憲衣4063 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｴ 彦根市

1時間46分19秒80 青井　洋子4136 ｱｵｲ ﾖｳｺ 三重県

1時間46分22秒81 佐竹　由希子4111 ｻﾀｹ ﾕｷｺ 岐阜県

1時間46分25秒82 矢代　鏡子4229 ﾔｼﾛ ｷｮｳｺ 愛知県

1時間46分36秒83 牛山　郁子4065 ｳｼﾔﾏ ｲｸｺ 草津市

1時間47分02秒84 高柳　育子4071 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸｺ 愛知県

1時間47分05秒85 清水　いづみ4170 ｼﾐｽﾞ ｲﾂﾞﾐ 京都府

1時間47分06秒86 松本　美幸4028 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｷ 兵庫県

1時間47分09秒87 杉野　みどり4117 ｽｷﾞﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岐阜県

1時間47分10秒88 東田　美樹4234 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾐｷ 京都府

1時間47分10秒89 竹野　育代4330 ﾀｹﾉ ｲｸﾖ 大阪府

1時間47分16秒90 平原　靖子4188 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽｺ 兵庫県

1時間47分35秒91 西川　明里4131 ﾆｼｶﾜ ｱｶﾘ 草津市

1時間47分51秒92 伊藤　雅代4081 ｲﾄｳ ﾏｻﾖ 愛知県

1時間47分52秒93 高田　育子4078 ﾀｶﾀﾞ ｲｸｺ 大阪府

1時間48分18秒94 和田　真弓4080 ﾜﾀﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府

1時間48分33秒95 重松　美奈子4308 ｼｹﾞﾏﾂ ﾐﾅｺ 大阪府

1時間48分35秒96 畑中　真知子4130 ﾊﾀﾅｶ ﾏﾁｺ 米原市

1時間48分36秒97 橋本　良子4023 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｺ 大阪府

1時間48分37秒98 前田　美咲子4205 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 兵庫県

1時間48分41秒99 高島　美紀子4228 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ 湖南市

1時間48分42秒100 岩嵜　晴美4186 ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾐ 長浜市

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2017長浜市あざいお市マラソン -

ハーフマラソン一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/10/8

スタート： 10:30:00

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48分48秒101 加藤　玲子4052 ｶﾄｳ ﾚｲｺ 愛知県

1時間48分59秒102 下田　恵理4139 ｼﾓﾀﾞ ｴﾘ 岐阜県

1時間49分10秒103 村上　早代4092 ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 大阪府

1時間49分11秒104 木俣　紀子4352 ｷﾏﾀ ﾉﾘｺ 京都府

1時間49分18秒105 藤本　福見4222 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌｸﾐ 大阪府

1時間49分24秒106 岡部　千玲4040 ｵｶﾍﾞ ﾁｱｷ 兵庫県

1時間49分46秒107 柚木崎　美佐子4220 ﾕｷｻﾞｷ ﾐｻｺ 京都府

1時間49分50秒108 三木　真紀子4246 ﾐｷ ﾏｷｺ 守山市

1時間49分51秒109 大橋　知世4311 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾖ 愛知県

1時間49分55秒110 松本　裕美4068 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大阪府

1時間49分56秒111 永松　由貴4157 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｷ 大阪府

1時間50分01秒112 母倉　多栄子4185 ﾊﾊｸﾗ ﾀｴｺ 兵庫県

1時間50分07秒113 横田　愛4163 ﾖｺﾀ ｱｲ 大阪府

1時間50分10秒114 鏡味　佐代子4079 ｶｶﾞﾐ ｻﾖｺ 愛知県

1時間50分16秒115 林　智子4317 ﾊﾔｼ ｻﾄｺ 岐阜県

1時間50分17秒116 辻　成美4158 ﾂｼﾞ ﾅﾙﾐ 岐阜県

1時間50分33秒117 鈴木　志穂4133 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 愛知県

1時間50分42秒118 浅田　美有紀4057 ｱｻﾀﾞ ﾐﾕｷ 大阪府

1時間50分56秒119 中川　智美4225 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄﾐ 兵庫県

1時間50分58秒120 高橋　明日香4027 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 大阪府

1時間51分05秒121 遠藤　美紀子4278 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 愛知県

1時間51分07秒122 玉岡　由美4201 ﾀﾏｵｶ ﾕﾐ 奈良県

1時間51分10秒123 金子　正美4059 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ 大阪府

1時間51分12秒124 洌崎　有紀代4209 ｽｻﾞｷ ﾕｷﾖ 大阪府

1時間51分13秒125 中谷　京子4172 ﾅｶﾀﾆ ｷｮｳｺ 奈良県

1時間51分16秒126 松下　裕子4153 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ 岐阜県

1時間51分18秒127 森　規里子4135 ﾓﾘ ｷﾘｺ 愛知県

1時間51分28秒128 岸本　有紀4116 ｷｼﾓﾄ ﾕｷ 大阪府

1時間51分32秒129 大内　千晴4253 ｵｵｳﾁ ﾁﾊﾙ 三重県

1時間51分35秒130 中村　恭子4096 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 兵庫県

1時間51分52秒131 亀田　由利子4159 ｶﾒﾀﾞ ﾕﾘｺ 大阪府

1時間51分59秒132 田澤　妙子4240 ﾀｻﾞﾜ ﾀｴｺ 愛知県

1時間52分04秒133 湯上　更紗4195 ﾕｶﾞﾐ ｻﾗｻ 大津市

1時間52分07秒134 大谷　久子4190 ｵｵﾀﾆ ﾋｻｺ 兵庫県

1時間52分11秒135 内野　春代4154 ｳﾁﾉ ﾊﾙﾖ 愛知県

1時間52分14秒136 喜多　弘美4106 ｷﾀ ﾋﾛﾐ 兵庫県

1時間52分15秒137 上杉　安澄4155 ｳｴｽｷﾞ ｱｽﾞﾐ 大阪府

1時間52分16秒138 秦　由見子4121 ﾊﾀ ﾕﾐｺ 京都府

1時間52分17秒139 杁本　国子4173 ｲﾘﾓﾄ ｸﾆｺ 愛知県

1時間52分19秒140 島田　美代子4148 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾖｺ 奈良県

1時間52分24秒141 石原　夏美4951 ｲｼﾊﾗ ﾅﾂﾐ 愛知県

1時間52分25秒142 梅田　奈里子4263 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾘｺ 大阪府

1時間52分25秒143 望月　美佐4257 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｻ 大阪府

1時間52分25秒144 高井　多恵子4266 ﾀｶｲ ﾀｴｺ 大津市

1時間52分33秒145 岩田　まゆみ4103 ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ 愛知県

1時間52分41秒146 松田　久美子4104 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ 愛知県

1時間52分53秒147 高科　麗子4167 ﾀｶｼﾅ ﾚｲｺ 京都府

1時間53分02秒148 亀井　綾子4169 ｶﾒｲ ｱﾔｺ 大阪府

1時間53分05秒149 岡田　嘉代子4073 ｵｶﾀﾞ ｶﾖｺ 兵庫県

1時間53分08秒150 高木　順子4258 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 京都府
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1時間53分26秒151 伊藤　道子4178 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ 奈良県

1時間53分28秒152 角野　直子4376 ｶﾄﾞﾉ ﾅｵｺ 福井県

1時間53分28秒153 正躰　祐見子4168 ｼｮｳﾀｲ ﾕﾐｺ 大阪府

1時間53分30秒154 高木　由香里4181 ﾀｶｷﾞ ﾕｶﾘ 大阪府

1時間53分55秒155 岡崎　尚子4037 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｺ 愛知県

1時間54分16秒156 生野　千草4351 ｲｸﾉ ﾁｸﾞｻ 岐阜県

1時間54分17秒157 新井　洋子4179 ｱﾗｲ ﾖｳｺ 兵庫県

1時間54分22秒158 今井　優子4227 ｲﾏｲ ﾕｳｺ 愛知県

1時間54分33秒159 石原　昌子4319 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｺ 愛知県

1時間54分40秒160 松尾　晃子4255 ﾏﾂｵ ｱｷｺ 京都府

1時間54分46秒161 岸野　希久子4128 ｷｼﾉ ｷｸｺ 愛知県

1時間54分58秒162 吉田　いづみ4375 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ 岐阜県

1時間55分07秒163 戸田　瑞恵4176 ﾄﾀﾞ ﾐｽﾞｴ 東京都

1時間55分09秒164 蒲原　美和4316 ｶﾓﾊﾗ ﾐﾜ 大阪府

1時間55分32秒165 野口　緑4421 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県

1時間55分38秒166 春名　真紀子4415 ﾊﾙﾅ ﾏｷｺ 大阪府

1時間55分49秒167 中野　裕子4138 ﾅｶﾉ ﾕｳｺ 愛知県

1時間55分53秒168 山本　有香4597 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 大阪府

1時間56分02秒169 片山　泰子4256 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｺ 三重県

1時間56分20秒170 渡辺　ゆみ4184 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ 愛知県

1時間56分22秒171 木津井　知也子4192 ｷﾂｲ ﾁﾔｺ 奈良県

1時間56分30秒172 谷山　典子4380 ﾀﾆﾔﾏ ﾉﾘｺ 大阪府

1時間56分42秒173 山内　桂子4238 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｺ 岐阜県

1時間56分46秒174 鶴井　悠4668 ﾂﾙｲ ﾊﾙｶ 大阪府

1時間56分46秒175 吉留　巳雅4075 京都府

1時間56分51秒176 高橋　れいか4541 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｶ 岐阜県

1時間56分51秒177 加々美　博子4197 ｶｶﾞﾐ ﾋﾛｺ 愛知県

1時間57分02秒178 鈴木　祐子4286 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 愛知県

1時間57分05秒179 白木　育美4293 ｼﾗｷ ｲｸﾐ 甲賀市

1時間57分05秒180 前田　順子4356 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 近江八幡市

1時間57分06秒181 村井　由紀子4379 ﾑﾗｲ ﾕｷｺ 奈良県

1時間57分07秒182 東槇　典子4355 ﾋｶﾞｼﾏｷ ﾉﾘｺ 大阪府

1時間57分10秒183 森　知左子4083 ﾓﾘ ﾁｻｺ 京都府

1時間57分11秒184 木下　瑠美4261 ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 野洲市

1時間57分14秒185 榎本　信子4249 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾌﾞｺ 大阪府

1時間57分20秒186 田中　直美4683 ﾀﾅｶ ﾅｵﾐ 大阪府

1時間57分21秒187 向原　香菜4094 ﾑｺｳﾊﾗ ｶﾅ 京都府

1時間57分26秒188 吉門　文代4196 ﾖｼｶﾄﾞ ﾌﾐﾖ 愛知県

1時間57分29秒189 田島　和美4006 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 岐阜県

1時間57分35秒190 上田　睦美4090 ｳｴﾀﾞ ﾑﾂﾐ 大阪府

1時間57分36秒191 伊藤　美奈子4341 ｲﾄｳ ﾐﾅｺ 彦根市

1時間57分42秒192 小寺　美智子4276 ｺﾃﾗ ﾐﾁｺ 草津市

1時間57分44秒193 渡辺　宏美4274 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 岐阜県

1時間57分45秒194 片岡　朋代4275 ｶﾀｵｶ ﾄﾓﾖ 愛知県

1時間57分46秒195 小澤　勢津子4208 ｵｻﾞﾜ ｾﾂｺ 愛知県

1時間57分48秒196 長畑　薫4384 ﾅｶﾞﾊﾀ ｶｵﾙ 大阪府

1時間57分55秒197 大田　理恵4244 ｵｵﾀ ﾘｴ 愛知県

1時間58分00秒198 原谷　京子4119 ﾊﾗﾀﾆ ｷｮｳｺ 兵庫県

1時間58分01秒199 渋谷　真由美4259 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ 愛知県

1時間58分02秒200 木下　有加4504 ｷﾉｼﾀ ﾕｶ 大阪府
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1時間58分08秒201 土佐　智子4191 ﾄｻ ﾄﾓｺ 守山市

1時間58分08秒202 森田　友子4265 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｺ 岐阜県

1時間58分11秒203 井上　里美4789 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾐ 京都府

1時間58分22秒204 佐宗　眞理子4166 ｻｿｳ ﾏﾘｺ 愛知県

1時間58分23秒205 永井　喜子4818 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｺ 甲賀市

1時間58分24秒206 大隅　美保4324 ｵｵｽﾐ ﾐﾎ 三重県

1時間58分29秒207 猪原　香織4203 ｲﾊﾗ ｶｵﾘ 京都府

1時間58分36秒208 大東　美喜4368 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾐｷ 兵庫県

1時間58分42秒209 河越　真奈美4268 ｶﾜｺﾞｴ ﾏﾅﾐ 兵庫県

1時間58分54秒210 渡辺　麻衣子4239 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｺ 愛知県

1時間58分55秒211 青木　久子4326 ｱｵｷ ﾋｻｺ 愛知県

1時間58分58秒212 纐纈　恵美子4420 ｺｳｹﾂ ｴﾐｺ 愛知県

1時間59分12秒213 山崎　有紀4400 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 愛知県

1時間59分15秒214 川村　ゆきえ4392 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷｴ 三重県

1時間59分18秒215 山田　千夏4236 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 大阪府

1時間59分25秒216 乗上　弥生4413 ﾉﾘｶﾞﾐ ﾔﾖｲ 大阪府

1時間59分26秒217 江崎　光世4451 ｴｻｷ ﾐﾂﾖ 愛知県

1時間59分26秒218 木村　祐子4156 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 大津市

1時間59分30秒219 宗政　満子4120 ﾑﾈﾏｻ ﾐﾂｺ 大阪府

1時間59分31秒220 林　恵子4585 ﾊﾔｼ ｹｲｺ 岐阜県

1時間59分32秒221 伊藤　みゆき4202 ｲﾄｳ ﾐﾕｷ 愛知県

1時間59分39秒222 岩井　ひらる4210 ｲﾜｲ ﾋﾗﾙ 岐阜県

1時間59分40秒223 宮谷内　香里4045 ﾐﾔﾔﾁ ｶｵﾘ 大阪府

1時間59分42秒224 鈴木　美帆4440 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 愛知県

1時間59分47秒225 横尾　明美4280 ﾖｺｵ ｱｹﾐ 愛知県

1時間59分56秒226 仲川　明美4182 ﾅｶｶﾞﾐ ｱｹﾐ 兵庫県

2時間00分00秒227 小薗井　薫代4132 ｵｿﾉｲ ｲｻﾖ 愛知県

2時間00分11秒228 杉下　美智子4638 ｽｷﾞｼﾀ ﾐﾁｺ 三重県

2時間00分18秒229 安田　妙子4292 ﾔｽﾀﾞ ﾀｴｺ 兵庫県

2時間00分21秒230 安達　早苗4301 ｱﾀﾞﾁ ｻﾅｴ 三重県

2時間00分25秒231 河口　なち子4211 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾁｺ 大阪府

2時間00分26秒232 大竹　亜祐美4320 ｵｵﾀｹ ｱﾕﾐ 愛知県

2時間00分27秒233 今尾　直子4381 ｲﾏｵ ﾅｵｺ 岐阜県

2時間00分31秒234 藤田　典子4410 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 京都府

2時間00分39秒235 井藤　さとみ4151 ｲﾄｳ ｻﾄﾐ 岐阜県

2時間00分40秒236 中原　今日子4528 ﾅｶﾊﾗ ｷｮｳｺ 大津市

2時間00分49秒237 植木　紀代美4290 ｳｴｷ ｷﾖﾐ 大阪府

2時間00分54秒238 橋詰　美津子4304 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｺ 奈良県

2時間00分54秒239 鳥居　真理4383 ﾄﾘｲ ﾏﾘ 京都府

2時間00分54秒240 河野　嘉美4538 ｺｳﾉ ﾖｼﾐ 愛知県

2時間00分58秒241 上田　さゆり4294 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ 長浜市

2時間01分01秒242 海老　愛4315 ｴﾋﾞ ｱｲ 愛知県

2時間01分01秒243 柴田　由佳利4036 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ 愛知県

2時間01分20秒244 小西　尚子4123 ｺﾆｼ ﾋｻｺ 大阪府

2時間01分21秒245 青江　敦子4462 ｱｵｴ ｱﾂｺ 大阪府

2時間01分22秒246 市川　光代4204 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾖ 奈良県

2時間01分30秒247 冨田　陽子4354 ﾄﾐﾀ ﾖｳｺ 大阪府

2時間01分32秒248 福嶌　梢4664 ﾌｸｼﾏ ｺｽﾞｴ 京都府

2時間01分33秒249 西川　典子4252 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘｺ 大津市

2時間01分34秒250 坂口　理恵4372 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｴ 和歌山県
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2時間01分37秒251 三沢　慶子4198 ﾐｻﾜ ｹｲｺ 近江八幡市

2時間01分41秒252 北村　セリーヌ4374 ｷﾀﾑﾗ ｾﾘｰﾇ 米原市

2時間01分43秒253 伏木　梨絵4189 ﾌｼｷ ﾘｴ 長浜市

2時間01分46秒254 島田　裕美4088 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 大阪府

2時間01分47秒255 杉山　未衣4245 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｴ 愛知県

2時間01分49秒256 今井　千裕4619 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 愛知県

2時間01分52秒257 南方　亜津子4134 ﾐﾅｶﾀ ｱﾂｺ 和歌山県

2時間01分54秒258 矢野　芳美4654 ﾔﾉ ﾖｼﾐ 長浜市

2時間01分57秒259 石原　菜緒子4248 ｲｼﾊﾗ ﾅｵｺ 大津市

2時間01分58秒260 鈴木　美穂子4254 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 愛知県

2時間02分03秒261 濱田　和4456 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞ 大阪府

2時間02分05秒262 菊岡　安代4051 ｷｸｵｶ ﾔｽﾖ 大阪府

2時間02分13秒263 野間　二三江4480 ﾉﾏ ﾌﾐｴ 京都府

2時間02分14秒264 山本　継子4277 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 大阪府

2時間02分15秒265 愛島　弘美4519 ｱｲｼﾏ ﾋﾛﾐ 大阪府

2時間02分25秒266 青木　靖子4592 ｱｵｷ ﾔｽｺ 京都府

2時間02分29秒267 中尾　咲子4165 ﾅｶｵ ｻｷｺ 大阪府

2時間02分34秒268 坂井　悠子4455 ｻｶｲ ﾕｳｺ 大津市

2時間02分37秒269 太田　雅子4214 ｵｵﾀ ﾏｻｺ 大阪府

2時間02分54秒270 濱田　陽子4343 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 草津市

2時間03分02秒271 高田　暁子4310 ﾀｶﾀﾞ ｱｷｺ 大津市

2時間03分16秒272 春田　真由香4034 ﾊﾙﾀ ﾏﾕｶ 愛知県

2時間03分16秒273 坪内　昌代4417 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｻﾖ 愛知県

2時間03分17秒274 宮川　紫穂4243 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾎ 愛知県

2時間03分17秒275 池田　順子4448 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

2時間03分22秒276 淺野　絵里子4598 ｱｻﾉ ｴﾘｺ 愛知県

2時間03分35秒277 加藤　美佳4575 ｶﾄｳ ﾐｶ 愛知県

2時間03分39秒278 渡辺　晴美4430 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ 岐阜県

2時間03分40秒279 鈴木　敏美4282 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 大津市

2時間03分42秒280 伊藤　千夏4709 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 三重県

2時間03分46秒281 堤　美和子4422 ﾂﾂﾐ ﾐﾜｺ 三重県

2時間03分46秒282 坪山　清美4453 ﾂﾎﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ 岐阜県

2時間03分49秒283 久保田　麻理4377 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 米原市

2時間04分02秒284 中川　純子4144 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 草津市

2時間04分07秒285 石田　久美子4693 ｲｼﾀﾞ ｸﾐｺ 草津市

2時間04分17秒286 山田　育代4382 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾖ 愛知県

2時間04分24秒287 山崎　詠子4424 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｺ 守山市

2時間04分26秒288 廣田　京子4446 ﾋﾛﾀ ｷｮｳｺ 大阪府

2時間04分27秒289 木村　敦子4512 ｷﾑﾗ ｱﾂｺ 湖南市

2時間04分33秒290 早川　初美4305 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾂﾐ 犬上郡

2時間04分39秒291 辻　美知子4306 ﾂｼﾞ ﾐﾁｺ 兵庫県

2時間04分40秒292 佐潟　美智子4525 ｻｶﾞﾀ ﾐﾁｺ 愛知県

2時間04分52秒293 大畑　裕子4335 ｵｵﾊﾀ ﾕｳｺ 京都府

2時間04分53秒294 中野　美代子4469 ﾅｶﾉ ﾐﾖｺ 岐阜県

2時間04分58秒295 近藤　めぐみ4334 ｺﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

2時間05分09秒296 北川　弘子4753 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 彦根市

2時間05分18秒297 森　玲子4332 ﾓﾘ ﾚｲｺ 愛知県

2時間05分22秒298 佐々木　千佳子4602 ｻｻｷ ﾁｶｺ 彦根市

2時間05分27秒299 田井中　彰子4264 ﾀｲﾅｶ ｱｷｺ 大津市

2時間05分31秒300 田中　裕子4143 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 長浜市
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2時間05分33秒301 渡邉　克子4284 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 大阪府

2時間05分38秒302 山本　敦子4674 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ 京都府

2時間05分41秒303 松浦　淳子4441 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

2時間05分56秒304 佐久間　潤子4637 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 長浜市

2時間05分57秒305 小笠原　真希子4337 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｷｺ 京都府

2時間05分57秒306 田中　和美4404 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ 大阪府

2時間06分01秒307 中村　恵美4387 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ 大阪府

2時間06分03秒308 小南　陽子4452 ｺﾐﾅﾐ ﾖｳｺ 愛知県

2時間06分05秒309 増田　千恵子4340 ﾏｽﾀﾞ ﾁｴｺ 福井県

2時間06分16秒310 中村　英子4162 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｺ 兵庫県

2時間06分18秒311 北岡　美樹4364 ｷﾀｵｶ ﾐｷ 愛媛県

2時間06分20秒312 辻田　恭子4378 ﾂｼﾞﾀ ｷｮｳｺ 大阪府

2時間06分22秒313 小﨑　文子4200 ｺｻﾞｷ ｱﾔｺ 愛知県

2時間06分24秒314 木村　文子4485 ｷﾑﾗ ﾌﾐｺ 大阪府

2時間06分28秒315 大澤　久美4639 ｵｵｻﾜ ﾋｻﾐ 大阪府

2時間06分30秒316 上床　良江4396 ｳﾜﾄｺ ﾖｼｴ 愛知県

2時間06分41秒317 三尾　智子4342 ﾐｵ ﾄﾓｺ 愛知県

2時間06分47秒318 箱谷　麻実子4171 ﾊｺﾀﾆ ﾏﾐｺ 大阪府

2時間06分55秒319 太田　千尋4297 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ 愛知県

2時間07分06秒320 楠　裕美子4687 ｸｽ ﾕﾐｺ 大阪府

2時間07分07秒321 宮崎　真澄4671 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｽﾐ 京都府

2時間07分09秒322 白木　順子4295 ｼﾗｷ ｼﾞｭﾝｺ 三重県

2時間07分12秒323 加藤　悦子4402 ｶﾄｳ ｴﾂｺ 愛知県

2時間07分16秒324 森　恵子4471 ﾓﾘ ｹｲｺ 長浜市

2時間07分19秒325 植村　招子4250 ｳｴﾑﾗ ｼｮｳｺ 大阪府

2時間07分25秒326 柴山　和子4493 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 愛知県

2時間07分29秒327 柿原　裕美4433 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪府

2時間07分29秒328 左東　摩子4685 ｻﾄｳ ﾏｺ 千葉県

2時間07分43秒329 内海　恵子4641 ｳﾁｳﾐ ｹｲｺ 福井県

2時間07分45秒330 西田　美由紀4373 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 大津市

2時間07分47秒331 村田　祐子4412 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ 岐阜県

2時間07分47秒332 杉下　順子4489 ｽｷﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

2時間07分48秒333 吉川　美紀4464 ﾖｼｶﾜ ﾐｷ 三重県

2時間07分53秒334 阪本　智子4558 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｺ 兵庫県

2時間07分58秒335 上田　正子4495 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ 愛知県

2時間08分06秒336 川井　雅代4842 ｶﾜｲ ﾏｻﾖ 愛知県

2時間08分07秒337 富田　由見4498 ﾄﾐﾀﾞ ﾕﾐ 大津市

2時間08分14秒338 坂本　郁子4267 ｻｶﾓﾄ ｲｸｺ 奈良県

2時間08分19秒339 小川　一枝4497 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ 長浜市

2時間08分22秒340 渡瀬　千咲4647 ﾜﾀｾ ﾁｻｷ 草津市

2時間08分29秒341 西村　理香4223 ﾆｼﾑﾗ ﾘｶ 岐阜県

2時間08分31秒342 五十川　則恵4813 ｲｶｶﾞﾜ ﾉﾘｴ 岐阜県

2時間08分33秒343 上野　麻里恵4325 ｳｴﾉ ﾏﾘｴ 愛知県

2時間08分51秒344 武藤　紹未4442 ﾑﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 岐阜県

2時間08分54秒345 川本　則子4393 ｶﾜﾓﾄ ﾉﾘｺ 愛知県

2時間09分02秒346 反田　加代子4321 ﾀﾝﾀﾞ ｶﾖｺ 草津市

2時間09分04秒347 松川　千紗4611 ﾏﾂｶﾜ ﾁｻ 三重県

2時間09分05秒348 福本　裕見子4207 ﾌｸﾓﾄ ﾕﾐｺ 大津市

2時間09分10秒349 池平　薫4353 ｲｹﾋﾗ ｶｵﾙ 愛知県

2時間09分14秒350 平井　英子4423 ﾋﾗｲ ｴｲｺ 三重県
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2時間09分17秒351 金岡　早苗4436 ｶﾅｵｶ ｻﾅｴ 京都府

2時間09分19秒352 日岡　由美4643 ﾋｵｶ ﾕﾐ 大阪府

2時間09分20秒353 福田　優美4287 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾐ 兵庫県

2時間09分25秒354 松本　輝代4230 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾖ 福井県

2時間09分29秒355 久保田　真智子4429 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾁｺ 愛知県

2時間09分30秒356 大森　真美4142 ｵｵﾓﾘ ﾏﾐ 愛知県

2時間09分40秒357 高田　淳子4659 ﾀｶﾀ ｱﾂｺ 兵庫県

2時間09分43秒358 大橋　英美子4289 ｵｵﾊｼ ｴﾐｺ 京都府

2時間09分48秒359 田仲　貴理子4830 ﾀﾅｶ ｷﾘｺ 愛知県

2時間09分52秒360 鈴木　郁絵4557 ｽｽﾞｷ ｲｸｴ 愛知県

2時間09分55秒361 松田　祐加4534 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 大阪府

2時間09分57秒362 小畑　美紀4177 ｵﾊﾞﾀ ﾐｷ 三重県

2時間09分58秒363 鈴木　聰子4388 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ 大阪府

2時間09分59秒364 森　久美子4833 ﾓﾘ ｸﾐｺ 三重県

2時間10分01秒365 山本　祐佳4365 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ 栗東市

2時間10分01秒366 佐藤　瑞江4492 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｴ 京都府

2時間10分03秒367 田中　裕子4312 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 大阪府

2時間10分03秒368 徳永　裕子4610 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｺ 愛知県

2時間10分03秒369 庄司　喜美代4161 ｼｮｳｼﾞ ｷﾐﾖ 京都府

2時間10分03秒370 金本　利津子4395 ｶﾈﾓﾄ ﾘﾂｺ 愛知県

2時間10分04秒371 宿本　和美4296 ﾔﾄﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 愛知県

2時間10分11秒372 奥本　朝菜4241 ｵｸﾓﾄ ｱｻﾅ 大阪府

2時間10分15秒373 奥村　由美子4527 ｵｸﾑﾗ ﾕﾐｺ 京都府

2時間10分16秒374 橋本　真由美4632 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕﾐ 京都府

2時間10分32秒375 松岡　朋枝4757 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｴ 大阪府

2時間10分40秒376 尾﨑　礼佳4344 ｵｻﾞｷ ｱﾔｶ 京都府

2時間10分42秒377 近藤　光4601 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 愛知県

2時間10分45秒378 西宮　初江4885 ﾆｼﾐﾔ ﾊﾂｴ 大阪府

2時間10分51秒379 杉田　美保子4466 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ 山梨県

2時間11分05秒380 鰐渕　早苗4470 ﾜﾆﾌﾞﾁ ｻﾅｴ 奈良県

2時間11分18秒381 中島　佐恵4216 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｴ 大津市

2時間11分22秒382 奥田　豊子4454 ｵｸﾀﾞ ﾄﾖｺ 愛知県

2時間11分25秒383 橋口　ルミ4775 ﾊｼｸﾞﾁ ﾙﾐ 兵庫県

2時間11分53秒384 澤　悦子4526 ｻﾜ ｴﾂｺ 米原市

2時間11分58秒385 佐光　みお4405 ｻｺｳ ﾐｵ 岐阜県

2時間11分59秒386 岡村　もと子4288 ｵｶﾑﾗ ﾓﾄｺ 三重県

2時間12分05秒387 堤　佳代子4766 ﾂﾂﾐ ｶﾖｺ 岐阜県

2時間12分10秒388 石川　真理4447 ｲｼｶﾜ ﾏﾘ 愛知県

2時間12分14秒389 中川　未来4562 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷ 大津市

2時間12分16秒390 中村　愛果4488 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 愛知県

2時間12分20秒391 杉浦　千絵4358 ｽｷﾞｳﾗ ﾁｴ 岐阜県

2時間12分24秒392 大橋　麻衣4672 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 愛知県

2時間12分29秒393 中本　しのぶ4771 ﾅｶﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 守山市

2時間12分30秒394 谷口　なをみ4648 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｦﾐ 奈良県

2時間12分37秒395 櫻井　恵美4459 ｻｸﾗｲ ｴﾐ 岐阜県

2時間12分41秒396 安部　法子4888 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 大津市

2時間12分45秒397 城所　直美4487 ｷﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾐ 愛知県

2時間12分48秒398 大目　有佳子4091 ｵｵﾒ ﾕｶｺ 大阪府

2時間13分09秒399 西谷　佳子4635 ﾆｼﾀﾆ ﾖｼｺ 京都府

2時間13分21秒400 松村　由香4329 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｶ 三重県
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2時間13分24秒401 大東　啓子4754 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹｲｺ 長浜市

2時間13分26秒402 服部　松美4409 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾂﾐ 愛知県

2時間13分29秒403 亀山　雅子4385 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻｺ 岐阜県

2時間13分41秒404 野村　奈津希4625 ﾉﾑﾗ ﾅﾂｷ 京都府

2時間13分52秒405 後藤　貴美子4698 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｺ 京都府

2時間13分52秒406 広里　友規子4303 ﾋﾛｻﾄ ﾕｷｺ 愛知県

2時間13分53秒407 松尾　有希子4869 ﾏﾂｵ ﾕｷｺ 野洲市

2時間13分55秒408 西田　須美子4662 ﾆｼﾀﾞ ｽﾐｺ 野洲市

2時間13分56秒409 下西　祐子4583 ｼﾓﾆｼ ﾕｳｺ 岐阜県

2時間13分58秒410 小林　富士代4684 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞﾖ 東近江市

2時間14分01秒411 脇坂　史子4552 ﾜｷｻｶ ﾌﾐｺ 野洲市

2時間14分04秒412 高橋　裕美4443 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ 岐阜県

2時間14分16秒413 南部　陛子4835 ﾅﾝﾌﾞ ﾉﾘｺ 大阪府

2時間14分19秒414 水谷　恵理子4477 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴﾘｺ 三重県

2時間14分24秒415 伊豆原　やよい4652 ｲｽﾞﾊﾗ ﾔﾖｲ 愛知県

2時間14分26秒416 谷　由美4349 ﾀﾆ ﾕﾐ 愛知県

2時間14分38秒417 古川　安純4502 ﾌﾙｶﾜ ｱｽﾞﾐ 犬上郡

2時間14分38秒418 大脇　アントニア4314 ｵｵﾜｷ ｱﾝﾄﾆｱ 愛知県

2時間14分38秒419 松原　和世4924 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾖ 東近江市

2時間14分39秒420 櫻井　美幸4302 ｻｸﾗｲ ﾐﾕｷ 岐阜県

2時間14分42秒421 渡辺　由利亜4942 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｱ 京都府

2時間14分47秒422 大嶽　紀子4490 ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ 三重県

2時間14分47秒423 山本　美穂4428 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ 岐阜県

2時間14分49秒424 岩野　亜希子4247 ｲﾜﾉ ｱｷｺ 大津市

2時間14分51秒425 清水　香里4769 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 京都府

2時間14分57秒426 福井　亜希4425 ﾌｸｲ ｱｷ 岐阜県

2時間14分58秒427 米田　千鶴4549 ｺﾒﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県

2時間15分04秒428 田川　佐知子4505 ﾀｶﾞﾜ ｻﾁｺ 兵庫県

2時間15分05秒429 大野　真由美4729 ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ 愛知県

2時間15分05秒430 伊木　和子4679 ｲｷ ｶｽﾞｺ 愛知県

2時間15分07秒431 池田　一惠4744 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｴ 京都府

2時間15分10秒432 河合　潤4291 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝ 愛知県

2時間15分12秒433 岩戸　里恵4491 ｲﾜﾄ ﾘｴ 大阪府

2時間15分12秒434 安藤　和貴子4386 ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｷｺ 大阪府

2時間15分23秒435 武田　眞弓4333 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府

2時間15分28秒436 吉田　理江4270 ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ 京都府

2時間15分33秒437 村元　美穂4626 ﾑﾗﾓﾄ ﾐﾎ 彦根市

2時間15分34秒438 市上　みつ子4273 ｲﾁｶﾐ ﾐﾂｺ 大阪府

2時間15分37秒439 水谷　千裕4761 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁﾋﾛ 京都府

2時間15分38秒440 榎本　ゆかり4738 ｴﾉﾓﾄ ﾕｶﾘ 和歌山県

2時間15分40秒441 青木　京子4322 ｱｵｷ ｷｮｳｺ 愛知県

2時間15分41秒442 牧　知代4461 ﾏｷ ﾄﾓﾖ 愛知県

2時間15分44秒443 戸田　まゆみ4411 ﾄﾀﾞ ﾏﾕﾐ 奈良県

2時間15分47秒444 近藤　由紀子4522 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷｺ 三重県

2時間15分47秒445 中村　真由美4582 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 三重県

2時間15分51秒446 野口　智世4219 ﾉｸﾞﾁ ﾁﾖ 大阪府

2時間15分52秒447 松浦　磨代4475 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾖ 大阪府

2時間15分53秒448 石山　純子4194 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 岐阜県

2時間15分56秒449 寺西　広子4406 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｺ 愛知県

2時間16分03秒450 渡邉　真紀4309 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ 愛知県
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2時間16分13秒451 濱田　弘美4260 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 長浜市

2時間16分17秒452 吉川　美都里4543 ﾖｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 三重県

2時間16分20秒453 佐々木　陽子4545 ｻｻｷ ﾖｳｺ 大阪府

2時間16分24秒454 中川　美佳保4418 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｶﾎ 岐阜県

2時間16分26秒455 藤田　裕子4233 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ 兵庫県

2時間16分26秒456 久岡　志絵4564 ﾋｻｵｶ ｼｴ 大阪府

2時間16分26秒457 松下　優衣4629 ﾏﾂｼﾀ ﾕｲ 奈良県

2時間16分28秒458 北川　恵子4570 ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｺ 大阪府

2時間16分34秒459 阿部　由理4706 ｱﾍﾞ ﾕﾘ 大津市

2時間16分37秒460 蘆田　稔子4712 ｱｼﾀﾞ ﾄｼｺ 東近江市

2時間16分57秒461 円道　美佐4369 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻ 大阪府

2時間17分01秒462 竹内　香織4193 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 守山市

2時間17分14秒463 鈴木　智子4439 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 愛知県

2時間17分14秒464 神吉　史子4870 ｶﾝｷ ﾌﾐｺ 京都府

2時間17分23秒465 小池　ひとみ4922 ｺｲｹ ﾋﾄﾐ 愛知県

2時間17分24秒466 西川　志のぶ4739 ﾆｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ 彦根市

2時間17分32秒467 三浦　絵梨花4427 ﾐｳﾗ ｴﾘｶ 大阪府

2時間17分35秒468 手塚　あゆみ4460 ﾃﾂﾞｶ ｱﾕﾐ 大津市

2時間17分38秒469 石井　歩4645 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 愛知県

2時間17分40秒470 三ツ矢　優子4438 ﾐﾂﾔ ﾕｳｺ 愛知県

2時間17分45秒471 松本　幸子4723 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ 京都府

2時間17分45秒472 伊藤　聡子4508 ｲﾄｳ ｻﾄｺ 長浜市

2時間17分48秒473 高見　恭子4750 ﾀｶﾐ ｷｮｳｺ 奈良県

2時間17分50秒474 野中　祐子4478 ﾉﾅｶ ﾕｳｺ 大阪府

2時間18分03秒475 小谷　明子4803 ｺﾀﾆ ｱｷｺ 愛知県

2時間18分04秒476 青井　佳子4555 ｱｵｲ ｹｲｺ 岐阜県

2時間18分04秒477 畑　智子4759 ﾊﾀ ﾄﾓｺ 京都府

2時間18分10秒478 滝野　久美子4476 ﾀｷﾉ ｸﾐｺ 大阪府

2時間18分13秒479 栂村　桂子4529 ﾂｶﾞﾑﾗ ｹｲｺ 野洲市

2時間18分17秒480 小崎　美由紀4657 ｺｻﾞｷ ﾐﾕｷ 兵庫県

2時間18分20秒481 大久保　佳代4520 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾖ 奈良県

2時間18分24秒482 鈴木　裕美4676 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 愛知県

2時間18分30秒483 江島　由姫4576 ｴｼﾞﾏ ﾕｲ 愛知県

2時間18分33秒484 佐藤　恵4755 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

2時間18分35秒485 津丸　彩4242 ﾂﾏﾙ ｱﾔ 京都府

2時間18分43秒486 谷口　千晶4878 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁｱｷ 大阪府

2時間18分44秒487 岡田　尚美4784 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾐ 大阪府

2時間18分45秒488 岡本　有紀4523 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 大津市

2時間18分45秒489 林　めぐみ4621 ﾊﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

2時間18分53秒490 野上　文子4871 ﾉｶﾞﾐ ﾌﾐｺ 三重県

2時間19分03秒491 奥野　早穂4599 ｵｸﾉ ｻﾎ 近江八幡市

2時間19分04秒492 中村　圭子4646 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 愛知県

2時間19分06秒493 浜田　久美子4285 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 大阪府

2時間19分07秒494 市川　恵子4346 ｲﾁｶﾜ ｹｲｺ 米原市

2時間19分09秒495 平野　真由4604 ﾋﾗﾉ ﾏﾕ 愛知県

2時間19分09秒496 慶越　紀子4600 ｹｲｺﾞｼ ﾉﾘｺ 大阪府

2時間19分09秒497 安西　美代子4817 ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾖｺ 大阪府

2時間19分18秒498 藤村　秋4397 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷ 大阪府

2時間19分22秒499 上垣　さとみ4432 ｳｴｶﾞｷ ｻﾄﾐ 愛知県

2時間19分22秒500 谷本　みゆき4834 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕｷ 京都府
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2時間19分23秒501 松本　恵4298 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 京都府

2時間19分24秒502 松葉　美保4756 ﾏﾂﾊﾞ ﾐｵ 大阪府

2時間19分25秒503 奥村　由紀子4867 ｵｸﾑﾗ ﾕｷｺ 岐阜県

2時間19分29秒504 吉野　眞貴子4810 ﾖｼﾉ ﾏｷｺ 奈良県

2時間19分30秒505 清水　祥子4696 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺ 京都府

2時間19分37秒506 星野　知子4435 ﾎｼﾉ ﾄﾓｺ 京都府

2時間19分38秒507 神田　香代4401 ｶﾝﾀﾞ ｶﾖ 愛知県

2時間19分38秒508 恒川　美砂4299 ﾂﾈｶﾜ ﾐｻ 愛知県

2時間19分42秒509 島田　美智子4758 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾁｺ 大阪府

2時間19分42秒510 曽我部　良子4725 ｿｶﾞﾍﾞ ﾖｼｺ 大阪府

2時間19分44秒511 古川　三千代4501 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁﾖ 犬上郡

2時間19分51秒512 庄司　正子4673 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｺ 兵庫県

2時間19分53秒513 本田　葉子4327 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｺ 大阪府

2時間19分56秒514 原田　誠子4554 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｺ 栗東市

2時間19分57秒515 辻　京子4720 ﾂｼﾞ ｷｮｳｺ 彦根市

2時間19分59秒516 伊藤　美穂4279 ｲﾄｳ ﾐﾎ 岐阜県

2時間19分59秒517 藤原　翠4391 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大阪府

2時間20分07秒518 山口　真理子4389 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 彦根市

2時間20分10秒519 森下　昌子4691 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｺ 奈良県

2時間20分12秒520 新居　直子4481 ｱﾗｲ ﾅｵｺ 近江八幡市

2時間20分18秒521 森本　由紀4357 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷ 兵庫県

2時間20分27秒522 海部　泉4269 ｶｲﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 和歌山県

2時間20分37秒523 藤原　香4956 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｵﾘ 大阪府

2時間20分46秒524 山本　由紀4793 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 兵庫県

2時間20分47秒525 大塚　仁子4947 ｵｵﾂｶ ﾋﾄｺ 京都府

2時間20分53秒526 津留　香奈子4414 ﾂﾙ ｶﾅｺ 愛知県

2時間20分56秒527 大塚　恭代4403 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾖ 奈良県

2時間20分58秒528 仲上　記代4524 ﾅｶｶﾞﾐ ｷﾖ 蒲生郡

2時間20分58秒529 寺川　和代4879 ﾃﾗｶﾜ ｶｽﾞﾖ 草津市

2時間20分59秒530 稲垣　恵理4763 ｲﾅｶﾞｷ ｴﾘ 愛知県

2時間21分03秒531 武田　清江4607 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｴ 愛知県

2時間21分10秒532 中村　衣利4705 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 大阪府

2時間21分10秒533 市川　明子4281 ｲﾁｶﾜ ｱｷｺ 兵庫県

2時間21分10秒534 寺田　春美4307 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 東近江市

2時間21分11秒535 田中　文子4394 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 三重県

2時間21分13秒536 笠原　啓子4624 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｺ 愛知県

2時間21分20秒537 稲留　まゆ美4053 ｲﾅﾄﾞﾒ ﾏﾕﾐ 栗東市

2時間21分33秒538 木村　早苗4479 ｷﾑﾗ ｻﾅｴ 彦根市

2時間21分36秒539 砂坂　恵美4483 ｽﾅｻｶ ｴﾐ 愛知県

2時間21分37秒540 秀熊　ゆかり4825 ﾋﾃﾞｸﾏ ﾕｶﾘ 大阪府

2時間21分43秒541 三木　名奈4781 ﾐｷ ﾅﾅ 大阪府

2時間21分46秒542 高原　香苗4681 ﾀｶﾊﾗ ｶﾅｴ 大阪府

2時間21分53秒543 宮永　友紀4361 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｷ 彦根市

2時間21分53秒544 江畑　宏美4617 ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐ 草津市

2時間22分01秒545 荒川　さやか4224 ｱﾗｶﾜ ｻﾔｶ 愛知県

2時間22分06秒546 吉田　敦子4539 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ 愛知県

2時間22分10秒547 大山　洋子4746 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｺ 大津市

2時間22分12秒548 鈴木　真由美4799 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 愛知県

2時間22分13秒549 荒川　千雅子4910 ｱﾗｶﾜ ﾁｶｺ 大阪府

2時間22分15秒550 杉岡　則子4620 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 兵庫県
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2時間22分16秒551 相川　実芳4363 ｱｲｶﾜ ﾐﾖｼ 愛知県

2時間22分16秒552 石田　典子4644 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 愛知県

2時間22分17秒553 朴　明美4656 ﾎﾞｸ ｱｹﾐ 愛知県

2時間22分24秒554 寺田　法子4530 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘｺ 大阪府

2時間22分32秒555 原田　牧子4686 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷｺ 京都府

2時間22分34秒556 今井　正代4865 ｲﾏｲ ﾏｻﾖ 岐阜県

2時間22分38秒557 今西　明美4786 ｲﾏﾆｼ ｱｹﾐ 奈良県

2時間22分40秒558 金澤　奈穂美4694 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵﾐ 長浜市

2時間22分42秒559 福谷　真澄4774 ﾌｸﾀﾆ ﾏｽﾐ 愛知県

2時間22分50秒560 千田　友子4845 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓｺ 彦根市

2時間22分56秒561 藤田　美保4714 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾎ 京都府

2時間23分01秒562 杉江　八代江4733 ｽｷﾞｴ ﾔﾖｴ 愛知県

2時間23分04秒563 市橋　沙織4695 ｲﾁﾊｼ ｻｵﾘ 京都府

2時間23分06秒564 中村　貴美子4675 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｺ 京都府

2時間23分12秒565 冨田　千尋4579 ﾄﾐﾀ ﾁﾋﾛ 大阪府

2時間23分14秒566 佐藤　景4895 ｻﾄｳ ｹｲ 岐阜県

2時間23分15秒567 仲田　順子4877 ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫県

2時間23分17秒568 冨山　麻珠美4713 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｽﾐ 山口県

2時間23分21秒569 小山　梓4843 ｺﾔﾏ ｱｽﾞｻ 京都府

2時間23分24秒570 中野　加代子4882 ﾅｶﾉ ｶﾖｺ 大阪府

2時間23分25秒571 熊谷　伴子4748 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｺ 愛知県

2時間23分26秒572 柾木　明美4596 ﾏｻｷ ｱｹﾐ 京都府

2時間23分35秒573 駒井　愛4940 ｺﾏｲ ｱｲ 京都府

2時間23分52秒574 境　里織4832 ｻｶｲ ｻｵﾘ 栗東市

2時間23分52秒575 岩本　美穂4450 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾎ 愛知県

2時間23分52秒576 早川　雅子4544 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｺ 愛知県

2時間23分52秒577 金野　久恵4906 ｶﾈﾉ ﾋｻｴ 和歌山県

2時間23分56秒578 有江　香4350 ｱﾘｴ ｶｵﾘ 奈良県

2時間24分00秒579 林　詔子4731 ﾊﾔｼ ﾉﾘｺ 大阪府

2時間24分03秒580 黒瀬　幸江4398 ｸﾛｾ ｻﾁｴ 大阪府

2時間24分04秒581 小池　朝子4653 ｺｲｹ ｱｻｺ 大阪府

2時間24分04秒582 辻中　由起子4718 ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｷｺ 大阪府

2時間24分10秒583 安藤　恵美4540 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾐ 愛知県

2時間24分12秒584 重井　実香4777 ｼｹﾞｲ ﾐｶ 愛知県

2時間24分13秒585 松村　千穂4785 ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾎ 大阪府

2時間24分14秒586 山口　治比4213 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 大阪府

2時間24分16秒587 宇都宮　美香4232 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐｶ 愛知県

2時間24分18秒588 石田　典子4465 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 京都府

2時間24分27秒589 信田　佳余子4953 ｼﾉﾀﾞ ｶﾖｺ 大阪府

2時間24分35秒590 今井　悦子4811 ｲﾏｲ ｴﾂｺ 愛知県

2時間24分44秒591 上田　まゆみ4858 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府

2時間24分45秒592 原田　優里4670 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾘ 愛知県

2時間24分46秒593 山本　千穂4650 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾎ 愛知県

2時間24分49秒594 青木　奈美4770 ｱｵｷ ﾅﾐ 岐阜県

2時間24分55秒595 中本　宏美4939 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 京都府

2時間25分02秒596 西屋　敬子4444 ﾆｼﾔ ｹｲｺ 京都府

2時間25分02秒597 足立　玲奈4660 ｱﾀﾞﾁ ﾚｲﾅ 愛知県

2時間25分05秒598 原田　美佐4702 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻ 愛知県

2時間25分06秒599 木村　洋子4594 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 愛知県

2時間25分08秒600 加藤　未佳4348 ｶﾄｳ ﾐｶ 愛知県
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2時間25分10秒601 片山　結理4764 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾘ 大阪府

2時間25分12秒602 寺町　育美4881 ﾃﾗﾏﾁ ｲｸﾐ 岐阜県

2時間25分13秒603 伊藤　奈美4474 ｲﾄｳ ﾅﾐ 大阪府

2時間25分22秒604 北野　素子4837 ｷﾀﾉ ﾓﾄｺ 岐阜県

2時間25分35秒605 犬塚　早苗4606 ｲﾇﾂﾞｶ ｻﾅｴ 京都府

2時間25分36秒606 川内　亜矢子4160 ｶﾜｳﾁ ｱﾔｺ 奈良県

2時間25分38秒607 服部　香奈江4531 ﾊｯﾄﾘ ｶﾅｴ 愛知県

2時間25分45秒608 田中　奈緒4796 ﾀﾅｶ ﾅｵ 京都府

2時間25分48秒609 林　京子4593 ﾊﾔｼ ｷｮｳｺ 京都府

2時間25分59秒610 小木　春美4434 ｵｷﾞ ﾊﾙﾐ 愛知県

2時間26分07秒611 吉田　有美4665 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐ 東京都

2時間26分09秒612 吉田　佳代4707 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 大阪府

2時間26分11秒613 桐山　明美4521 ｷﾘﾔﾏ ｱｹﾐ 岐阜県

2時間26分12秒614 野口　鈴乃4828 ﾉｸﾞﾁ ｽｽﾞﾉ 京都府

2時間26分25秒615 大山　知子4513 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｺ 大阪府

2時間26分30秒616 小山　映子4721 ｺﾔﾏ ｴｲｺ 奈良県

2時間26分38秒617 堀井　美佐子4812 ﾎﾘｲ ﾐｻｺ 京都府

2時間26分50秒618 佐藤　聖子4472 ｻﾄｳ ｾｲｺ 大阪府

2時間26分54秒619 小那谷　素子4719 ｵﾅﾔ ﾓﾄｺ 奈良県

2時間26分58秒620 佐竹　智子4904 ｻﾀｹ ﾄﾓｺ 大阪府

2時間27分01秒621 矢野　昌子4921 ﾔﾉ ﾏｻｺ 愛知県

2時間27分01秒622 安藤　由美子4800 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ 岐阜県

2時間27分01秒623 岩田　紀子4563 ｲﾜﾀ ﾉﾘｺ 愛知県

2時間27分10秒624 藤田　一華4580 ﾌｼﾞﾀ ｲﾂｶ 大阪府

2時間27分11秒625 洲嵜　トモ子4847 ｽｻﾞｷ ﾄﾓｺ 高島市

2時間27分12秒626 林　純江4862 ﾊﾔｼ ｽﾐｴ 兵庫県

2時間27分13秒627 奥本　望華4886 ｵｸﾓﾄ ﾐｶ 大阪府

2時間27分14秒628 村田　重美4704 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾐ 大阪府

2時間27分27秒629 岡本　早織4857 ｵｶﾓﾄ ｻｵﾘ 愛知県

2時間27分42秒630 松田　妙4737 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｴ 兵庫県

2時間27分46秒631 徳村　しのぶ4515 ﾄｸﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 大阪府

2時間27分47秒632 平井　里枝4514 ﾋﾗｲ ﾘｴ 大阪府

2時間27分48秒633 森　真理4715 ﾓﾘ ﾏﾘ 兵庫県

2時間27分57秒634 伊部　久代4891 ｲﾍﾞ ﾋｻﾖ 福井県

2時間28分03秒635 西沢　佐智子4573 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾁｺ 京都府

2時間28分32秒636 小濱　礼子4917 ｺﾊﾏ ｱﾔｺ 大阪府

2時間28分49秒637 福岡　真理子4506 ﾌｸｵｶ 犬上郡
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