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6分34秒1 深山　浩規10229 ﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 彦根市

6分54秒2 中川　清矢10184 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 長浜市

7分09秒3 吉川　太智10101 ﾖｼｶﾜ ﾀｲﾁ 長浜市

7分15秒4 草野　祐香10278 ｸｻﾉ ﾕｳｶ 長浜市

7分18秒5 中川　裕矢10185 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 長浜市

8分04秒6 田口　滉10269 ﾀｸﾞﾁ ｺｳ 彦根市

8分04秒7 阪上　昂汰10270 ｻｶｳｴ ｺｳﾀ 彦根市

8分12秒8 杉江　英晃10268 ｽｷﾞｴ ﾋﾃﾞｱｷ 長浜市

8分31秒9 坂田　裕紀10277 ｻｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府

8分43秒10 大橋　拓未10158 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 長浜市

8分50秒11 宮本　藍月10263 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾙ 米原市

8分51秒12 三俣　佑貴10232 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 長浜市

8分53秒13 山下　心嵩10107 ﾔﾏｼﾀ ﾐｶｻ 長浜市

8分53秒14 岩嵜　颯斗10006 ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 長浜市

8分55秒15 水上　瑠奈10044 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙﾅ 長浜市

8分55秒16 池野　光貴10119 ｲｹﾉ ｺｳｷ 長浜市

9分01秒17 髙橋　ひまり10120 ﾀｶﾊｼ ﾋﾏﾘ 長浜市

9分01秒18 福本　圭悟10154 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｺﾞ 大津市

9分07秒19 西澤　功琥10209 ﾆｼｻﾞﾜ ｲｻﾄ 東近江市

9分11秒20 野殿　岳10181 ﾉﾄﾞﾉ ﾀｹﾙ 京都府

9分12秒21 中村　滉志10241 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ 長浜市

9分14秒22 朝日　岳10045 ｱｻﾋ ｶﾞｸ 長浜市

9分14秒23 轟　謙治10217 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｼﾞ 長浜市

9分17秒24 野村　直弘10068 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 長浜市

9分17秒25 上林　あおい10274 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 彦根市

9分19秒26 殿村　りゅうと10224 ﾄﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 東近江市

9分20秒27 澤村　綾那10127 ｻﾜﾑﾗ ｱﾔﾅ 長浜市

9分29秒28 長谷川　颯10179 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ 長浜市

9分45秒29 玉木　南洋10194 ﾀﾏｷ ﾐﾅﾋﾛ 大阪府

9分46秒30 籾山　敦来10051 ﾓﾐﾔﾏ ｱﾂｷ 長浜市

9分46秒31 松永　竜司10146 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 長浜市

9分46秒32 中村　隼也10088 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 米原市

9分47秒33 松永　寿樹10149 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｻｷ 長浜市

9分47秒34 三俣　冬輝也10233 ﾐﾂﾏﾀ ﾄｷﾔ 長浜市

9分49秒35 秋本　涼那10247 ｱｷﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 長浜市

9分49秒36 泉　万記子10135 ｲｽﾞﾐ ﾏｷｺ 米原市

9分50秒37 川内　稔10093 ｶﾜｳﾁ ﾐﾉﾙ 長浜市

9分51秒38 殿村　孝久10225 ﾄﾉﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 東近江市

9分53秒39 森　花歩10186 ﾓﾘ ｶﾎ 彦根市

9分53秒40 森　丈彰10187 ﾓﾘ ﾀｹｱｷ 彦根市

9分56秒41 花谷　航希10218 ﾊﾅﾀﾆ ｺｳｷ 長浜市

9分59秒42 吉田　颯輝10031 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾃ 長浜市

9分59秒43 大橋　良哉10071 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 米原市

10分02秒44 熊谷　咲希10080 長浜市

10分03秒45 近藤　穂南10111 ｺﾝﾄﾞｳ ﾎﾅﾐ 長浜市

10分04秒46 堀　正明10124 ﾎﾘ ﾏｻｱｷ 彦根市

10分05秒47 小川　紗弥10121 ｵｶﾞﾜ ｻﾔ 長浜市

10分05秒48 大谷　柚希菜10060 ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾅ 長浜市

10分06秒49 後藤　光基10013 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 長浜市

10分07秒50 冨山　志織10163 ﾄﾐﾔﾏ ｼｵﾘ 山口県
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10分07秒51 西田　順司10003 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大津市

10分11秒52 福本　海司10155 ﾌｸﾓﾄ ｶｲｼﾞ 大津市

10分12秒53 三田　幸栄10114 ﾐﾀ ｻｲｴｲ 長浜市

10分12秒54 巨椋　航介10075 ｵｸﾞﾗ ｺｳｽｹ 長浜市

10分14秒55 國實　真緒10223 ｸﾆｻﾞﾈ ﾏｵ 草津市

10分16秒56 川内　貫嗣10095 ｶﾜｳﾁ ｶﾝｼﾞ 長浜市

10分18秒57 谷口　陽祐10113 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 長浜市

10分20秒58 野村　佳弘10064 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長浜市

10分26秒59 畑野　哲也10131 彦根市

10分26秒60 中島　惣介10049 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｽｹ 長浜市

10分26秒61 安藤　寧々10216 ｱﾝﾄﾞｳ ﾈﾈ 岐阜県

10分28秒62 深尾　祐規10137 ﾌｶｵ ﾕｳｷ 近江八幡市

10分32秒63 西河　暖笑10057 ﾆｼｶﾜ ﾉｴ 長浜市

10分35秒64 木村　忠一郎10130 長浜市

10分37秒65 西島　智子10026 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 長浜市

10分38秒66 伊吹　奏美10109 ｲﾌﾞｷ ｶﾅﾐ 長浜市

10分38秒67 粥川　耀貴10196 ｶﾕｶﾜ ﾃﾙｷ 愛知県

10分38秒68 杉浦　帆夏10152 ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾉｶ 静岡県

10分39秒69 草野　朱音10082 ｸｻﾉ ｱｶﾈ 長浜市

10分40秒70 竹本　忠明10062 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾀﾞｱｷ 長浜市

10分40秒71 新木　美乃利10078 ｱﾗｷ ﾐﾉﾘ 長浜市

10分40秒72 宮田　華音10063 ﾐﾔﾀ ｶﾉﾝ 長浜市

10分42秒73 山﨑　結希乃10069 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾉ 長浜市

10分43秒74 小日山　千裕10240 ｺﾋﾔﾏ ﾁﾋﾛ 三重県

10分44秒75 水上　潤一10053 ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長浜市

10分47秒76 草野　光治10083 ｸｻﾉ ﾐﾂﾊﾙ 長浜市

10分48秒77 松永　颯一郎10147 ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 長浜市

10分49秒78 萩原　菜央10065 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅｵ 長浜市

10分49秒79 北川　怜10038 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲ 長浜市

10分49秒80 米川　佳汰10165 ﾖﾈｶﾜ ｹｲﾀ 大津市

10分50秒81 西野　全10104 ﾆｼﾉ ｾﾞﾝ 長浜市

10分50秒82 中村　咲楽10203 ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ 大津市

10分50秒83 西野　培夫10103 ﾆｼﾉ ﾏｽｵ 長浜市

10分55秒84 高橋　立乃介10105 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 長浜市

10分56秒85 伊藤　華那10092 ｲﾄｳ ﾊﾅﾅ 長浜市

10分56秒86 伊藤　理弘10098 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 長浜市

10分59秒87 辻　奏仁10156 ﾂｼﾞ ｶﾅﾄ 彦根市

11分06秒88 振角　悠真10159 ﾌﾘｶﾄﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪府

11分06秒89 レオン　ホークス10222 ﾚｵﾝ ﾎｰｸｽ 彦根市

11分07秒90 振角　香織10160 ﾌﾘｶﾄﾞ ｶｵﾘ 大阪府

11分09秒91 藤本　透哉10019 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｳﾔ 大津市

11分09秒92 草野　柚月10087 ｸｻﾉ ﾕﾂﾞｷ 長浜市

11分11秒93 伏木　羅斗10029 ﾌｼｷ ﾗｲﾄ 長浜市

11分11秒94 伏木　与司勝10028 ﾌｼｷ ﾖｼｶﾂ 長浜市

11分13秒95 今井　駿10197 ｲﾏｲ ｼｭﾝ 愛知県

11分13秒96 近藤　晴輝10052 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 長浜市

11分14秒97 武藤　弘子10008 ﾑﾄｳ ﾋﾛｺ 岐阜県

11分15秒98 大橋　一代10072 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾖ 米原市

11分16秒99 橋詰　悠希10140 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｷ 愛知県

11分19秒100 秋本　喜英10249 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 長浜市
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11分20秒101 羽根　友美10141 ﾊﾈ ﾕﾐ 愛知県

11分22秒102 八若　和愛10034 ﾔﾜｶ ﾉｱ 長浜市

11分23秒103 京谷　美香10230 ｷｮｳﾀﾆ ﾐｶ 長浜市

11分24秒104 冨田　利明10022 ﾄﾐﾀ ﾄｼｱｷ 米原市

11分25秒105 片岡　克敏10276 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾄｼ 京都府

11分27秒106 中村　香津子10204 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 大津市

11分27秒107 三田　幸太10115 ﾐﾀ ｺｳﾀ 長浜市

11分28秒108 泉　晴斗10136 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 米原市

11分29秒109 辻居　悠久10054 ﾂｼﾞｲ ﾕｳｸ 長浜市

11分30秒110 川内　都子10094 ｶﾜｳﾁ ｻﾄｺ 長浜市

11分32秒111 尾崎　美子10180 ｵｻﾞｷ ﾖｼｺ 長浜市

11分34秒112 宮村　紀子10100 ﾐﾔﾑﾗ ﾉﾘｺ 長浜市

11分34秒113 道越　悠人10091 ﾐﾁｺｼ ﾕｳﾄ 長浜市

11分34秒114 川﨑　湖大朗10110 ｶﾜｻｷ ｺﾀﾛｳ 長浜市

11分37秒115 尾本　菜帆10239 ｵﾓﾄ ﾅﾎ 彦根市

11分37秒116 中川　琉生10125 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 長浜市

11分37秒117 中川　洋志10126 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長浜市

11分38秒118 道勇　さゆり10190 ﾄﾞｳﾕｳ ｻﾕﾘ 愛知県

11分38秒119 大久保　香波10221 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾅﾐ 和歌山県

11分40秒120 岡田　奈穂10267 ｵｶﾀﾞ ﾅｵ 甲賀市

11分40秒121 近藤　真智子10039 ｺﾝﾄﾞｳ 長浜市

11分41秒122 米川　京香10166 ﾖﾈｶﾜ ﾐﾔｶ 大津市

11分41秒123 粥川　真由美10195 ｶﾕｶﾜ ﾏﾕﾐ 愛知県

11分41秒124 北村　信哉10035 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 長浜市

11分42秒125 太田　詩温10143 ｵｵﾀ ｼｵﾝ 愛知県

11分43秒126 萩原　麻奈美10066 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 長浜市

11分44秒127 大依　守翔10118 ｵｵﾖﾘ ﾓﾘﾄ 長浜市

11分45秒128 馬場　隆10171 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｼ 愛知県

11分45秒129 太田　一徳10144 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県

11分45秒130 岡田　真桜10266 ｵｶﾀﾞ ﾏｵ 甲賀市

11分46秒131 西河　寛太10056 ﾆｼｶﾜ ｶﾝﾀ 長浜市

11分46秒132 西河　尚男10055 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｵ 長浜市

11分48秒133 服部　悟10280 ﾊｯﾄﾘ ｻﾄﾙ 三重県

11分50秒134 西島　吏軌10025 ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｷ 長浜市

11分51秒135 平岩　克仁10172 ﾋﾗｲﾜ ｶﾂﾋﾄ 愛知県

11分52秒136 吉田　秀子10161 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 栗東市

11分52秒137 松永　智子10148 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ 長浜市

11分54秒138 木下　和久10205 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ 兵庫県

11分55秒139 吉田　まい10081 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲ 長浜市

11分58秒140 花谷　海星10219 ﾊﾅﾀﾆ ｶｲｾｲ 長浜市

11分59秒141 花谷　潤10220 ﾊﾅﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 長浜市

11分59秒142 野瀬　仁希10086 ﾉｾ ﾋﾄｷ 長浜市

12分03秒143 吉田　洸颯10032 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾊ 長浜市

12分03秒144 吉田　めぐみ10033 ﾖｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 長浜市

12分04秒145 芦田　俊男10167 ｱｼﾀﾞ ﾄｼｵ 三重県

12分05秒146 前田　妙子10210 ﾏｴﾀﾞ ﾀｴｺ 草津市

12分05秒147 入谷　いづみ10257 ｲﾘﾀﾆ ｲﾂﾞﾐ 鹿児島県

12分06秒148 吉田　淑乃10067 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉ 長浜市

12分06秒149 中島　隼10122 ﾅｶｼﾏ ﾊﾔﾄ 長浜市

12分07秒150 流石　実空10048 ｻｽｶﾞ ﾐｸ 長浜市
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12分08秒151 流石　和典10041 ｻｽｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 長浜市

12分10秒152 内堀　美博10244 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 米原市

12分10秒153 川勝　大空10084 ｶﾜｶﾂ ｿﾗ 長浜市

12分15秒154 中島　裕美10123 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾐ 長浜市

12分31秒155 蒲生　結衣10050 ｶﾞﾓｳ ﾕｲ 長浜市

12分31秒156 岩井　美保子10170 ｲﾜｲ ﾐﾎｺ 岐阜県

12分33秒157 村田　廉10089 ﾑﾗﾀ ﾚﾝ 長浜市

12分34秒158 吉田　茂子10061 ﾖｼﾀﾞ 長浜市

12分36秒159 吉田　紳吾10070 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 長浜市

12分38秒160 田濃　小百合10117 ﾀﾉｳ ｻﾕﾘ 長浜市

12分38秒161 鵜飼　美紀10202 ｳｶｲ ﾐｷ 草津市

12分38秒162 鵜飼　久雄10201 ｳｶｲ ﾋｻｵ 草津市

12分42秒163 中野　榮一10007 ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ 京都府

12分44秒164 斎藤　優香10040 ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 長浜市

12分45秒165 村田　麻知子10097 ﾑﾗﾀ ﾏﾁｺ 長浜市

12分49秒166 八木　姫唯10254 ﾔｷﾞ ﾒｲ 長浜市

12分49秒167 城貝　かすみ10004 ｼﾛｶﾞｲ ｶｽﾐ 彦根市

12分50秒168 八木　静香10251 ﾔｷﾞ ｼｽﾞｶ 長浜市

12分51秒169 甲斐　航10189 ｶｲ ﾜﾀﾙ 奈良県

12分51秒170 疋田　大陸10108 ﾋｷﾀﾞ ﾘｸ 長浜市

12分52秒171 阿原　麻衣10250 ｱﾊﾗ ﾏｲ 米原市

12分57秒172 岩船　杏俐10002 ｲﾜﾌﾈ ｱﾝﾘ 甲賀市

12分58秒173 甲斐　七海10188 ｶｲ ﾅﾅﾐ 奈良県

13分02秒174 中山　英夫10162 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 愛知県

13分03秒175 恒松　浩美10272 ﾂﾈﾏﾂ ﾋﾛﾐ 京都府

13分04秒176 三橋　要斗10259 ﾐﾂﾊｼ ｶﾅﾄ 長浜市

13分05秒177 坂本　心10174 ｻｶﾓﾄ ｺｺﾛ 大津市

13分05秒178 三橋　正樹10258 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻｷ 長浜市

13分06秒179 坂本　玖羽10173 ｻｶﾓﾄ ｸｳ 大津市

13分11秒180 大橋　安代10157 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾖ 長浜市

13分12秒181 米田　幸矢10129 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｷﾔ 長浜市

13分13秒182 吉田　貴10183 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 京都府

13分18秒183 平井　静香10005 ﾋﾗｲ 彦根市

13分19秒184 川崎　利恵10011 ｶﾜｻｷ ﾘｴ 長浜市

13分19秒185 寺田　宙10235 ﾃﾗﾀﾞ ｿﾗ 長浜市

13分20秒186 寺田　彰敏10234 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾄｼ 長浜市

13分20秒187 石津　良昭10256 ｲｼﾂﾞ ﾖｼｱｷ 兵庫県

13分23秒188 京谷　柊汰10231 ｷｮｳﾀﾆ ｼｭｳﾀ 長浜市

13分26秒189 大西　春輔10099 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 長浜市

13分28秒190 大西　弘晃10106 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ 長浜市

13分28秒191 蒲生　歩未10046 ｶﾞﾓｳ ｱﾕﾐ 長浜市

13分28秒192 蒲生　真之10047 ｶﾞﾓｳ ﾏｻﾕｷ 長浜市

13分29秒193 草野　琥太郎10128 ｸｻﾉ ｺﾀﾛｳ 長浜市

13分30秒194 長谷川　祥子10178 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺ 京都府

13分32秒195 山本　真由美10021 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ 愛知県

13分34秒196 木野本　楓香10245 ｷﾉﾓﾄ ﾌｳｶ 愛知県

13分34秒197 木野本　柚香10246 ｷﾉﾓﾄ ﾕｽﾞｶ 愛知県

13分35秒198 道越　愛菜10090 ﾐﾁｺｼ ｱｲﾅ 長浜市

13分37秒199 奥田　敏男10012 ｵｸﾀﾞ ﾄｼｵ 大阪府

13分39秒200 若林　泰之10096 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 三重県
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- 2017長浜市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

 2017/10/8

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39秒201 小谷　めぐみ10271 ｺﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ 京都府

13分43秒202 岡司　杏10020 ｵｶｼﾞ ｱﾝｽﾞ 近江八幡市

13分45秒203 福永　真埜10077 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾉ 長浜市

13分45秒204 藤森　暖空10076 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｸ 長浜市

13分45秒205 川勝　実衣菜10085 ｶﾜｶﾂ ﾐｲﾅ 長浜市

13分48秒206 福永　希味子10079 ﾌｸﾅｶﾞ ｷﾐｺ 長浜市

13分52秒207 宮野　廣平10145 ﾐﾔﾉ ｺｳﾍｲ 愛知県

14分04秒208 橋詰　弘子10139 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｺ 愛知県

14分20秒209 磯野　夕子10207 ｲｿﾉ ﾕｳｺ 草津市

14分21秒210 木村　実華10243 ｷﾑﾗ ﾐｶ 三重県

14分22秒211 石川　久美10015 ｲｼｶﾜ ｸﾐ 京都府

14分22秒212 石川　弘美10016 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 京都府

14分23秒213 金井　隆平10200 ｶﾅｲ ﾘｭｳﾍｲ 草津市

14分31秒214 高橋　幸子10264 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 大津市

14分32秒215 金井　まひろ10199 ｶﾅｲ ﾏﾋﾛ 草津市

14分32秒216 金井　和美10198 ｶﾅｲ ﾅｺﾞﾐ 草津市

14分35秒217 田口　昌宏10253 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 彦根市

14分36秒218 田口　夏姫10252 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 彦根市

14分40秒219 高橋　秀和10265 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 大津市

14分44秒220 深谷　拓雄10138 ﾌｶﾔ ﾀｸｵ 愛知県

14分47秒221 大谷　志温10059 ｵｵﾀﾆ ｼｵﾝ 長浜市

14分48秒222 南出　和真10176 ﾐﾅﾐﾃﾞ ｶｽﾞﾏ 京都府

14分48秒223 田中　歩花10132 ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 長浜市

14分48秒224 南出　真由美10177 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾏﾕﾐ 京都府

14分51秒225 北村　信秀10036 ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 長浜市

15分05秒226 阿部　陽子10192 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ 彦根市

15分09秒227 伊田　恵美10206 ｲﾀﾞ ｴﾐ 岐阜県

15分14秒228 新井　美洋10133 ｱﾗｲ ﾐﾋﾛ 長浜市

15分14秒229 大谷　みさき10058 ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ 長浜市

15分15秒230 中島　照美10043 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙﾐ 長浜市

15分16秒231 山本　篤子10042 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ 長浜市

15分17秒232 豊田　美和子10153 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾜｺ 大阪府

15分18秒233 阿部　愛奈10191 ｱﾍﾞ ｱｲﾅ 彦根市

15分19秒234 阿部　誠10193 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 彦根市

15分31秒235 山田　稔10009 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 三重県

15分50秒236 山口　塁10213 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 愛知県

16分15秒237 桜井　洋子10027 ｻｸﾗｲ ﾖｳｺ 長浜市

16分41秒238 中村　元10182 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 三重県

17分20秒239 野坂　晴美10262 ﾉｻｶ ﾊﾙﾐ 彦根市

18分06秒240 前田　起佐子10010 ﾏｴﾀﾞ ｷｻｺ 福井県

18分12秒241 石川　まり子10242 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ 三重県

19分54秒242 山内　喜代子10236 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖｺ 三重県
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