
- 2018長浜市あざいお市マラソン -

ハーフ一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
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スタート： 10:15:00

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22分19秒1 小田　恵梨4004 愛知県ｵﾀﾞ ｴﾘ

1時間22分42秒2 薄井　身之4001 大阪府ｳｽｲ ﾐﾕｷ

1時間25分09秒3 村田　祥江4006 三重県ﾑﾗﾀ ﾖｼｴ

1時間26分04秒4 堀木　なお子4036 愛知県ﾎﾘｷ ﾅｵｺ

1時間26分56秒5 三木　楓美子4007 大阪府ﾐｷ ﾌﾐｺ

1時間28分53秒6 春田　真由香4026 愛知県ﾊﾙﾀ ﾏﾕｶ

1時間29分02秒7 稲垣　水美4008 奈良県ｲﾅｶﾞｷ ﾐｽﾞﾐ

1時間29分08秒8 納　麻美4009 兵庫県ｵｻﾒ ﾏﾐ

1時間29分51秒9 木下　久美4055 大阪府ｷﾉｼﾀ ｸﾐ

1時間30分09秒10 上田　ゆり香4049 栗東市ｶﾐﾀﾞ ﾕﾘｶ

1時間30分50秒11 北村　美由紀4028 愛知県ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ

1時間32分17秒12 出野　ひろみ4015 大阪府ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ

1時間32分33秒13 田中　千裕4045 三重県ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ

1時間33分38秒14 丸山　朋子4092 奈良県ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ

1時間33分43秒15 田中　孝重4030 大阪府ﾀﾅｶ ﾀｶｴ

1時間33分45秒16 高田　陽子4085 愛知県ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｺ

1時間33分53秒17 森川　美恵子4057 大阪府ﾓﾘｶﾜ ﾐｴｺ

1時間34分14秒18 加藤　三幸4051 京都府ｶﾄｳ ﾐﾕｷ

1時間34分18秒19 山本　元子4050 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ

1時間34分37秒20 岡部　千玲4034 兵庫県ｵｶﾍﾞ ﾁｱｷ

1時間34分49秒21 中村　陽子4040 兵庫県ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間35分17秒22 木林　文絵4032 大阪府ｷﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｴ

1時間35分19秒23 浅田　美有紀4058 大阪府ｱｻﾀﾞ ﾐﾕｷ

1時間35分33秒24 末永　真由美4062 大阪府ｽｴﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ

1時間35分38秒25 嘉福　文4029 愛知県ｶﾌｸ ｱﾔ

1時間35分39秒26 福浦　恭子4043 愛知県ﾌｸｳﾗ ｷｮｳｺ

1時間35分48秒27 渡辺　昌子4005 三重県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ

1時間36分14秒28 塚本　ゆかり4037 奈良県ﾂｶﾓﾄ ﾕｶﾘ

1時間36分16秒29 鈴木　さより4086 愛知県ｽｽﾞｷ ｻﾖﾘ

1時間36分19秒30 奥田　佐智子4018 兵庫県ｵｸﾀﾞ ｻﾁｺ

1時間36分26秒31 四方　佳美4035 京都府ｼｶﾀ ﾖｼﾐ

1時間36分39秒32 金森　淑子4060 岐阜県ｶﾅﾓﾘ ﾖｼｺ

1時間36分45秒33 下田　恵理4113 岐阜県ｼﾓﾀﾞ ｴﾘ

1時間36分47秒34 笠原　理恵子4038 大阪府ｶｻﾊﾗ ﾘｴｺ

1時間36分58秒35 外山　麻美4059 愛知県ﾄﾔﾏ ｱｻﾐ

1時間37分19秒36 阿江　智恵4125 愛知県ｱｴ ﾁｴ

1時間37分38秒37 赤松　祥江4044 大阪府ｱｶﾏﾂ ｻﾁｴ

1時間37分56秒38 山本　明美4071 三重県ﾔﾏﾓﾄ ｱｹﾐ

1時間38分03秒39 前田　幸子4061 大津市ﾏｴﾀﾞ ｻﾁｺ

1時間38分31秒40 平松　陽子4063 大阪府ﾋﾗﾏﾂ ﾖｳｺ

1時間38分37秒41 樋口　知子4025 大阪府ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ

1時間38分47秒42 澤村　佐登美4070 大阪府ｻﾜﾑﾗ ｻﾄﾐ

1時間38分50秒43 細井　祥子4906 長浜市ﾎｿｲ ｼｮｳｺ

1時間38分56秒44 甲斐　佐知子4080 大阪府ｶｲ ｻﾁｺ

1時間38分59秒45 西川　咲希4041 大津市ﾆｼｶﾜ ｻｷ

1時間39分14秒46 野上　麻理4069 大阪府ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘ

1時間39分43秒47 太田　けい子4067 千葉県ｵｵﾀ ｹｲｺ

1時間39分44秒48 山本　泰子4068 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｺ

1時間40分07秒49 辻　朱美4128 三重県ﾂｼﾞ ｱｹﾐ

1時間40分08秒50 加藤　玲子4148 愛知県ｶﾄｳ ﾚｲｺ
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1時間40分08秒51 木下　清子4194 大阪府ｷﾉｼﾀ ｷﾖｺ

1時間40分11秒52 越野　智子4039 奈良県ｺｼﾉ ﾄﾓｺ

1時間40分18秒53 河合　智佳子4088 愛知県ｶﾜｲ ﾁｶｺ

1時間40分25秒54 大橋　知世4115 愛知県ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾖ

1時間40分37秒55 濱田　淳子4047 兵庫県ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間40分38秒56 清野　倫代4154 愛知県ｷﾖﾉ ﾄﾓﾖ

1時間40分44秒57 栗脇　純子4144 愛知県ｸﾘﾜｷ ｼﾞｭﾝｺ

1時間40分46秒58 村上　憲衣4175 彦根市ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｴ

1時間40分47秒59 西村　順子4176 彦根市ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間41分03秒60 谷口　美帆4977 奈良県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾎ

1時間41分12秒61 植田　智美4020 愛知県ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ

1時間41分12秒62 塩崎　真佐子4102 大阪府ｼｵｻﾞｷ ﾏｻｺ

1時間41分27秒63 鍋藤　亜希子4604 愛知県ﾅﾍﾞﾄｳ ｱｷｺ

1時間41分36秒64 木村　久美4100 福井県ｷﾑﾗ ｸﾐ

1時間41分50秒65 音野　いつ子4087 大阪府ｵﾄﾉ ｲﾂｺ

1時間41分55秒66 浅島　敏子4075 大阪府ｱｻｼﾏ ﾄｼｺ

1時間42分04秒67 青井　洋子4077 三重県ｱｵｲ ﾖｳｺ

1時間42分13秒68 南部　容子4223 長浜市ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｺ

1時間42分17秒69 岸　正恵4947 東京都ｷｼ ﾏｻｴ

1時間42分20秒70 樋口　恭子4255 京都府ﾋｸﾞﾁ ｷｮｳｺ

1時間42分31秒71 安田　怜子4232 京都府ﾔｽﾀﾞ ﾚｲｺ

1時間42分44秒72 渡辺　恵里4072 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ

1時間42分50秒73 松下　裕子4095 岐阜県ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ

1時間43分18秒74 古澤　恵理4180 大津市ﾌﾙｻﾜ ｴﾘ

1時間43分22秒75 鏡味　佐代子4084 愛知県ｶｶﾞﾐ ｻﾖｺ

1時間43分26秒76 太田　直子4108 草津市ｵｵﾀ ﾅｵｺ

1時間43分37秒77 中村　恭子4160 兵庫県ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ

1時間43分52秒78 清水　いづみ4056 京都府ｼﾐｽﾞ ｲﾂﾞﾐ

1時間43分53秒79 枝　清美4090 大阪府ｴﾀﾞ ｷﾖﾐ

1時間43分57秒80 林口　史子4105 大阪府ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾌﾐｺ

1時間44分01秒81 岩井　由紀4081 奈良県ｲﾜｲ ﾕｷ

1時間44分05秒82 伊藤　雅代4079 愛知県ｲﾄｳ ﾏｻﾖ

1時間44分11秒83 小木曽　靖子4106 愛知県ｺｷﾞｿ ﾔｽｺ

1時間44分24秒84 東田　美樹4121 京都府ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾐｷ

1時間44分29秒85 安藤　瑞枝4078 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｴ

1時間44分37秒86 中筋　直子4123 三重県ﾅｶｽｼﾞ ﾅｵｺ

1時間44分45秒87 藤室　美紀4130 奈良県ﾌｼﾞﾑﾛ ﾐｷ

1時間45分06秒88 吉川　かおる4153 兵庫県ﾖｼｶﾜ ｶｵﾙ

1時間45分12秒89 山本　真理子4074 岐阜県ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ

1時間45分23秒90 南　多珠4205 和歌山県ﾐﾅﾐ ﾀｽﾞ

1時間45分25秒91 中村　明子4170 大阪府ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ

1時間45分59秒92 豊福　千夏4145 愛知県ﾄﾖﾌｸ ﾁｶ

1時間46分03秒93 橋本　豊愛4228 大阪府ﾊｼﾓﾄ ﾄﾖﾐ

1時間46分25秒94 堤　千春4164 兵庫県ﾂﾂﾐ ﾁﾊﾙ

1時間46分26秒95 金子　正美4024 大阪府ｶﾈｺ ﾏｻﾐ

1時間46分27秒96 村上　早代4097 大阪府ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ

1時間46分29秒97 山原　和美4233 草津市ﾔﾏﾊﾗ ｶｽﾞﾐ

1時間46分30秒98 土居　真紀4329 愛知県ﾄﾞｲ ﾏｷ

1時間46分45秒99 中川　明美4119 愛知県ﾅｶｶﾞﾜ ｱｹﾐ

1時間46分51秒100 新里　朋子4155 大阪府ﾆｲｻﾞﾄ ﾄﾓｺ
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1時間47分00秒101 曽根　千鶴4046 京都府ｿﾈ ﾁﾂﾞﾙ

1時間47分03秒102 牛山　郁子4064 草津市ｳｼﾔﾏ ｲｸｺ

1時間47分07秒103 末広　鈴花4400 大阪府ｽｴﾋﾛ ｽｽﾞｶ

1時間47分11秒104 峯　由美4054 大阪府ﾐﾈ ﾕﾐ

1時間47分20秒105 高橋　智栄子4225 兵庫県ﾀｶﾊｼ ﾁｴｺ

1時間47分22秒106 岩井　由美子4136 岐阜県ｲﾜｲ ﾕﾐｺ

1時間47分24秒107 藤本　福見4129 大阪府ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌｸﾐ

1時間47分27秒108 宮谷内　香里4141 大阪府ﾐﾔﾔﾁ ｶｵﾘ

1時間47分31秒109 松本　美幸4096 兵庫県ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｷ

1時間47分35秒110 高田　育子4082 大阪府ﾀｶﾀﾞ ｲｸｺ

1時間47分38秒111 小西　尚子4120 大阪府ｺﾆｼ ﾋｻｺ

1時間47分43秒112 北川　由紀子4325 愛知県ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｷｺ

1時間48分02秒113 田中　如以4112 愛知県ﾀﾅｶ ﾅｵｲ

1時間48分04秒114 高島　美紀子4089 湖南市ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ

1時間48分11秒115 辻　康子4104 長浜市ﾂｼﾞ ﾔｽｺ

1時間48分14秒116 米住　早耶4299 大阪府ﾖﾈｽﾞﾐ ｻﾔ

1時間48分21秒117 反田　加代子4286 草津市ﾀﾝﾀﾞ ｶﾖｺ

1時間48分33秒118 花下　倫子4053 大阪府ﾊﾅｼﾀ ﾉﾘｺ

1時間48分34秒119 横田　愛4161 大阪府ﾖｺﾀ ｱｲ

1時間48分35秒120 正躰　祐見子4124 大阪府ｼｮｳﾀｲ ﾕﾐｺ

1時間48分39秒121 山本　有香4202 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ

1時間48分40秒122 末次　さくら4133 大阪府ｽｴﾂｸﾞ ｻｸﾗ

1時間48分54秒123 鈴木　祐子4269 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ

1時間48分55秒124 世古　かおる4239 三重県ｾｺ ｶｵﾙ

1時間48分57秒125 西出　葵4249 三重県ﾆｼﾃﾞ ｱｵｲ

1時間49分00秒126 濱谷　明子4192 愛知県ﾊﾏﾀﾆ ｱｷｺ

1時間49分01秒127 柏木　貴子4946 栗東市ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ

1時間49分15秒128 畑中　真知子4287 米原市ﾊﾀﾅｶ ﾏﾁｺ

1時間49分18秒129 杁本　国子4181 愛知県ｲﾘﾓﾄ ｸﾆｺ

1時間49分19秒130 毛利　さつき4140 愛知県ﾓｳﾘ ｻﾂｷ

1時間49分26秒131 山本　亜希子4134 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ

1時間49分35秒132 中久木　佐己子4290 三重県ﾅｶｸｷ ｻｷｺ

1時間49分44秒133 戸田　瑞恵4204 東京都ﾄﾀﾞ ﾐｽﾞｴ

1時間49分50秒134 田所　佐知子4103 京都府ﾀﾄﾞｺﾛ ｻﾁｺ

1時間50分00秒135 山崎　静香4229 愛知県ﾔﾏｻｷ ｼｽﾞｶ

1時間50分09秒136 天利　優里4139 愛知県ﾃﾝﾘ ﾕﾘ

1時間50分12秒137 松田　久美子4117 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ

1時間50分17秒138 枡井　愛子4135 大阪府ﾏｽｲ ｱｲｺ

1時間50分25秒139 大内　千晴4242 三重県ｵｵｳﾁ ﾁﾊﾙ

1時間50分28秒140 井上　利江4190 愛知県ｲﾉｳｴ

1時間50分42秒141 南部　かづみ4149 京都府ﾅﾝﾌﾞ ｶﾂﾞﾐ

1時間50分56秒142 新谷　由里4027 京都府ｼﾝﾀﾆ ﾕﾘ

1時間51分00秒143 高井　多恵子4218 大津市ﾀｶｲ ﾀｴｺ

1時間51分11秒144 松尾　晃子4245 京都府ﾏﾂｵ ｱｷｺ

1時間51分29秒145 野村　知加4219 福井県ﾉﾑﾗ ﾁｶ

1時間51分38秒146 森川　薫4167 甲賀市ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾙ

1時間51分39秒147 高柳　育子4127 愛知県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｲｸｺ

1時間51分59秒148 稲冨　日奈子4262 大阪府ｲﾅﾄﾐ ﾋﾅｺ

1時間52分05秒149 脇田　千鶴4165 大阪府ﾜｷﾀ ﾁﾂﾞﾙ

1時間52分10秒150 相松　恭子4031 三重県ｱｲﾏﾂ ｷｮｳｺ
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1時間52分15秒151 平野　暢子4243 栗東市ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞｺ

1時間52分23秒152 高井　千栄4359 京都府ﾀｶｲ ﾁｴ

1時間52分35秒153 奥村　由美子4411 京都府ｵｸﾑﾗ ﾕﾐｺ

1時間52分35秒154 尾幡　正子4094 大阪府ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｺ

1時間52分44秒155 永松　由貴4098 大阪府ﾅｶﾞﾏﾂ ﾕｷ

1時間52分46秒156 市山　まゆみ4019 京都府ｲﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ

1時間52分52秒157 久保田　麻理4276 米原市ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ

1時間53分11秒158 三崎　雅子4156 三重県ﾐｻｷ ﾏｻｺ

1時間53分15秒159 寺尾　京子4178 兵庫県ﾃﾗｵ ｷｮｳｺ

1時間53分16秒160 岩田　美由紀4193 三重県ｲﾜﾀ ﾐﾕｷ

1時間53分18秒161 渋谷　真由美4307 愛知県ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ

1時間53分21秒162 氏原　尚子4185 静岡県ｳｼﾞﾊﾗ ﾅｵｺ

1時間53分34秒163 楠　清美4114 愛知県ｸｽｷ ｷﾖﾐ

1時間53分41秒164 内野　春代4146 愛知県ｳﾁﾉ ﾊﾙﾖ

1時間53分43秒165 米澤　美紀4331 兵庫県ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ

1時間53分43秒166 深井　千佳4110 近江八幡市ﾌｶｲ ﾁｶ

1時間53分47秒167 角野　直子4352 福井県ｶﾄﾞﾉ ﾅｵｺ

1時間53分48秒168 山崎　詠子4403 守山市ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｺ

1時間53分54秒169 木下　瑠美4076 野洲市ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ

1時間53分59秒170 佐光　みお4363 岐阜県ｻｺｳ ﾐｵ

1時間54分23秒171 中村　眞弓4131 静岡県ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ

1時間54分28秒172 白石　純子4294 愛知県ｼﾗｲｼ ｽﾐｺ

1時間54分33秒173 福井　規子4143 大阪府ﾌｸｲ ﾉﾘｺ

1時間54分44秒174 島崎　智子4210 愛知県ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ

1時間54分48秒175 高橋　綾4212 愛知県ﾀｶﾊｼ ｱﾔ

1時間54分49秒176 人見　瑞4315 京都府ﾋﾄﾐ ﾐｽﾞｷ

1時間54分52秒177 愛島　弘美4297 大阪府ｱｲｼﾏ ﾋﾛﾐ

1時間54分55秒178 佐潟　美智子4293 愛知県ｻｶﾞﾀ ﾐﾁｺ

1時間55分04秒179 木村　敦子4336 湖南市ｷﾑﾗ ｱﾂｺ

1時間55分13秒180 高田　彩香4423 岐阜県ﾀｶﾀ ｱﾔｶ

1時間55分23秒181 澤田　真理4083 愛知県ｻﾜﾀﾞ ﾏﾘ

1時間55分25秒182 北村　セリーヌ4339 米原市ｷﾀﾑﾗ ｾﾘｰﾇ

1時間55分31秒183 順船　洋子4241 兵庫県ｼﾞｭﾝｾﾝ ﾖｳｺ

1時間55分38秒184 松尾　有希子4318 野洲市ﾏﾂｵ ﾕｷｺ

1時間55分40秒185 中西　和美4341 兵庫県ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾐ

1時間55分43秒186 山本　淳子4142 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

1時間55分57秒187 高橋　若菜4179 大阪府ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ

1時間55分57秒188 井伊　ひとみ4216 大阪府ｲｲ ﾋﾄﾐ

1時間56分11秒189 中村　洋子4914 京都府ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間56分12秒190 上田　睦美4213 大阪府ｳｴﾀﾞ ﾑﾂﾐ

1時間56分14秒191 日永　登志子4635 野洲市ﾋﾅｶﾞ ﾄｼｺ

1時間56分16秒192 永嶺　美那子4236 兵庫県ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐﾅｺ

1時間56分17秒193 鰐部　知子4237 愛知県ﾜﾆﾍﾞ ﾄﾓｺ

1時間56分26秒194 中村　奈穂子4227 栗東市ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ

1時間56分29秒195 葉山　かおり4234 愛知県ﾊﾔﾏ ｶｵﾘ

1時間56分31秒196 南澤　久美4177 岐阜県ﾐﾅﾐｻﾜ ｸﾐ

1時間56分31秒197 棚橋　みゆき4304 大阪府ﾀﾅﾊｼ ﾐﾕｷ

1時間56分42秒198 佐藤　小百里4206 愛知県ｻﾄｳ ｻﾕﾘ

1時間56分50秒199 前田　美里4183 京都府ﾏｴﾀﾞ ﾐｻﾄ

1時間57分01秒200 山田　育代4169 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾖ
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1時間57分08秒201 西川　明里4273 草津市ﾆｼｶﾜ ｱｶﾘ

1時間57分08秒202 若原　恵子4291 岐阜県ﾜｶﾊﾗ ｹｲｺ

1時間57分09秒203 ホークス　リー4334 彦根市ﾎｰｸｽ ﾘｰ

1時間57分17秒204 黒瀬　幸江4421 大阪府ｸﾛｾ ｻﾁｴ

1時間57分20秒205 鶴田　智子4534 京都府ﾂﾙﾀ ﾄﾓｺ

1時間57分23秒206 山田　歩美4011 岐阜県ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ

1時間57分38秒207 横尾　明美4356 愛知県ﾖｺｵ ｱｹﾐ

1時間57分39秒208 中村　恵美4173 大阪府ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ

1時間57分44秒209 森田　友子4251 岐阜県ﾓﾘﾀ ﾄﾓｺ

1時間57分46秒210 太田　雅子4138 大阪府ｵｵﾀ ﾏｻｺ

1時間57分59秒211 辻田　恭子4389 大阪府ﾂｼﾞﾀ ｷｮｳｺ

1時間58分04秒212 伊藤　栄見子4419 京都府ｲﾄｳ ｴﾐｺ

1時間58分07秒213 加々美　博子4240 愛知県ｶｶﾞﾐ ﾋﾛｺ

1時間58分09秒214 岡崎　尚子4048 愛知県ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｺ

1時間58分16秒215 上野　有紀子4723 大阪府ｳｴﾉ ﾕｷｺ

1時間58分27秒216 岡本　理那4401 近江八幡市ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

1時間58分31秒217 松原　深雪4327 愛知県ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕｷ

1時間58分35秒218 山根　千春4301 大阪府ﾔﾏﾈ ﾁﾊﾙ

1時間58分39秒219 上田　恭子4396 京都府ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ

1時間58分42秒220 高田　暁子4254 大津市ﾀｶﾀﾞ ｱｷｺ

1時間58分51秒221 猪口　智恵4366 愛知県ｲｸﾞﾁ ﾁｴ

1時間58分54秒222 松岡　真弓4003 兵庫県ﾏﾂｵｶ ﾏﾕﾐ

1時間58分55秒223 白木　育美4275 甲賀市ｼﾗｷ ｲｸﾐ

1時間59分07秒224 新羅　ゆかり4347 愛知県ﾆﾗ ﾕｶﾘ

1時間59分09秒225 合田　夏代4111 奈良県ｺﾞｳﾀﾞ ｶﾖ

1時間59分15秒226 市川　光代4158 奈良県ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾖ

1時間59分17秒227 横山　絵里子4567 京都府ﾖｺﾔﾏ ｴﾘｺ

1時間59分19秒228 大谷　華子4313 大阪府ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｺ

1時間59分27秒229 鈴木　美帆4432 愛知県ｽｽﾞｷ ﾐﾎ

1時間59分38秒230 川端　正美4589 米原市ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ

1時間59分41秒231 中野　美代子4298 岐阜県ﾅｶﾉ ﾐﾖｺ

1時間59分43秒232 山下　仁美4196 愛知県ﾔﾏｼﾀ ﾋﾄﾐ

1時間59分51秒233 今井　千裕4335 愛知県ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ

1時間59分56秒234 大東　啓子4514 長浜市ｵｵﾋｶﾞｼ ｹｲｺ

1時間59分58秒235 西宮　初江4634 大阪府ﾆｼﾐﾔ ﾊﾂｴ

2時間00分00秒236 坂本　郁子4258 奈良県ｻｶﾓﾄ ｲｸｺ

2時間00分04秒237 上條　幸子4197 愛知県ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾁｺ

2時間00分09秒238 桂　宏子4346 大阪府ｶﾂﾗ ﾋﾛｺ

2時間00分10秒239 田中　里香4256 三重県ﾀﾅｶ ﾘｶ

2時間00分20秒240 砂原　百実4360 愛知県ｽﾅﾊﾗ ﾕﾐ

2時間00分26秒241 橋本　淳子4132 愛知県ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間00分27秒242 熊本　昌代4426 京都府ｸﾏﾓﾄ ﾏｻﾖ

2時間00分28秒243 黒崎　美和4571 愛知県ｸﾛｻｷ ﾐﾜ

2時間00分31秒244 伊藤　朝美4978 愛知県ｲﾄｳ ｱｻﾐ

2時間00分32秒245 津留　香奈子4433 愛知県ﾂﾙ ｶﾅｺ

2時間00分32秒246 橋山　香緒里4289 彦根市ﾊｼﾔﾏ ｶｵﾘ

2時間00分42秒247 諏訪部　裕子4285 愛知県ｽﾜﾍﾞ ﾕｳｺ

2時間00分45秒248 岸本　ゆかり4443 大阪府ｷｼﾓﾄ ﾕｶﾘ

2時間00分47秒249 北谷　富由子4735 草津市ｷﾀﾀﾆ ﾌﾕｺ

2時間00分48秒250 田中　幸代4496 大阪府ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ
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2時間01分34秒251 谷口　香4195 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｵﾘ

2時間01分41秒252 今田　理子4435 愛知県ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ

2時間01分41秒253 芹澤　宏江4252 京都府ｾﾘｻﾞﾜ ﾋﾛｴ

2時間01分41秒254 大塚　愛4408 栗東市ｵｵﾂｶ ｱｲ

2時間01分49秒255 吉村　彰子4201 京都府ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ

2時間01分49秒256 花村　有沙4310 愛知県ﾊﾅﾑﾗ ｱﾘｻ

2時間01分52秒257 柴原　満宥実4472 京都府ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ

2時間01分53秒258 徳永　裕子4591 愛知県ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｺ

2時間01分54秒259 加藤　博美4524 大阪府ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ

2時間02分03秒260 山口　美代子4147 岐阜県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾖｺ

2時間02分03秒261 大谷　洋子4616 草津市ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ

2時間02分08秒262 貝沼　あゆみ4940 京都府ｶｲﾇﾏ ｱﾕﾐ

2時間02分11秒263 小南　陽子4387 愛知県ｺﾐﾅﾐ ﾖｳｺ

2時間02分17秒264 伊藤　美奈子4602 彦根市ｲﾄｳ ﾐﾅｺ

2時間02分18秒265 三沢　慶子4296 近江八幡市ﾐｻﾜ ｹｲｺ

2時間02分38秒266 佐藤　さやか4358 長浜市ｻﾄｳ ｻﾔｶ

2時間02分47秒267 古川　安純4624 犬上郡ﾌﾙｶﾜ ｱｽﾞﾐ

2時間02分48秒268 鷲見　早紀4365 岐阜県ﾜｼﾐ ｻｷ

2時間02分49秒269 村尾　玲子4317 愛知県ﾑﾗｵ ﾚｲｺ

2時間02分50秒270 鈴木　智子4264 愛知県ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ

2時間02分53秒271 野口　豊美4520 守山市ﾉｸﾞﾁ ﾄﾖﾐ

2時間03分02秒272 日岡　由美4467 大阪府ﾋｵｶ ﾕﾐ

2時間03分07秒273 仲川　明美4271 兵庫県ﾅｶｶﾞﾜ ｱｹﾐ

2時間03分07秒274 長谷川　ひとみ4231 和歌山県ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ

2時間03分20秒275 片桐　英子4017 愛知県ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲｺ

2時間03分32秒276 高橋　みよこ4626 大阪府ﾀｶﾊｼ ﾐﾖｺ

2時間03分32秒277 坪山　清美4609 岐阜県ﾂﾎﾞﾔﾏ ｷﾖﾐ

2時間03分33秒278 三宅　信子4489 東京都ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞｺ

2時間03分35秒279 坂井　悠子4355 大津市ｻｶｲ ﾕｳｺ

2時間03分41秒280 金本　利津子4309 愛知県ｶﾈﾓﾄ ﾘﾂｺ

2時間03分42秒281 江藤　ひとみ4368 京都府ｴﾄｳ ﾋﾄﾐ

2時間03分51秒282 新納　幸子4350 京都府ﾆｲﾉ ｻﾁｺ

2時間03分52秒283 水谷　千裕4382 京都府ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁﾋﾛ

2時間03分53秒284 岡田　有紀4607 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾕｷ

2時間03分55秒285 柴田　理恵4235 京都府ｼﾊﾞﾀ ﾘｴ

2時間03分58秒286 渡辺　ゆみ4328 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ

2時間03分59秒287 永田　景子4399 大津市ﾅｶﾞﾀ ｹｲｺ

2時間04分02秒288 佐藤　仁美4217 愛知県ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ

2時間04分09秒289 木下　有加4375 大阪府ｷﾉｼﾀ ﾕｶ

2時間04分10秒290 樋上　葉子4338 草津市ﾋｶﾞﾐ ﾖｳｺ

2時間04分16秒291 鳥居　真理4367 京都府ﾄﾘｲ ﾏﾘ

2時間04分32秒292 神谷　香織4406 岐阜県ｶﾐﾔ ｶｵﾘ

2時間04分38秒293 堤　美和子4384 三重県ﾂﾂﾐ ﾐﾜｺ

2時間04分41秒294 片山　恵理4257 大阪府ｶﾀﾔﾏ ｴﾘ

2時間04分42秒295 石山　純子4200 岐阜県ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

2時間04分46秒296 田島　和美4033 岐阜県ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ

2時間04分55秒297 金澤　三恵子4260 福井県ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｴｺ

2時間05分00秒298 上田　正子4374 愛知県ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ

2時間05分00秒299 田部　由美子4222 埼玉県ﾀﾍﾞ ﾕﾐｺ

2時間05分06秒300 石原　菜緒子4585 大津市ｲｼﾊﾗ ﾅｵｺ
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2時間05分09秒301 小野　あきみ4246 兵庫県ｵﾉ ｱｷﾐ

2時間05分11秒302 長谷川　昌子4444 岐阜県ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｺ

2時間05分20秒303 増田　千恵子4390 福井県ﾏｽﾀﾞ ﾁｴｺ

2時間05分22秒304 紀伊　弓子4570 愛知県ｷｲ ﾕﾐｺ

2時間05分30秒305 田中　直美4369 大阪府ﾀﾅｶ ﾅｵﾐ

2時間05分30秒306 永石　千賀4261 大阪府ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ

2時間05分32秒307 中石　智香4409 兵庫県ﾅｶｲｼ ﾁｶ

2時間05分33秒308 谷本　みゆき4677 京都府ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕｷ

2時間05分33秒309 佐藤　瑞江4457 京都府ｻﾄｳ ﾐｽﾞｴ

2時間05分41秒310 光成　沙也加4537 京都府ﾐﾂﾅﾘ ｻﾔｶ

2時間05分42秒311 小塚　亜紀4672 岐阜県ｺﾂﾞｶ ｱｷ

2時間05分46秒312 中野　由起子4601 愛知県ﾅｶﾉ ﾕｷｺ

2時間05分48秒313 與那覇　菜穂子4614 草津市ﾖﾅﾊ ﾅﾎｺ

2時間05分51秒314 谷井　美咲4305 甲賀市ﾀﾆｲ ﾐｻｷ

2時間05分51秒315 大石　貴和子4650 大阪府ｵｵｲｼ ｷﾜｺ

2時間05分52秒316 杉山　久美4552 守山市ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｻﾐ

2時間05分52秒317 毛津　由郁子4676 大阪府ﾓｳﾂﾞ ﾕｳｺ

2時間05分53秒318 安部　和子4349 京都府ｱﾍﾞ ﾖﾘｺ

2時間05分55秒319 今村　香4877 愛知県ｲﾏﾑﾗ ｶｵﾘ

2時間06分05秒320 森　睦代4437 愛知県ﾓﾘ ﾑﾂﾖ

2時間06分15秒321 廣江　智恵子4451 愛知県ﾋﾛｴ ﾁｴｺ

2時間06分17秒322 柴山　和子4620 愛知県ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ

2時間06分18秒323 吉門　文代4199 愛知県ﾖｼｶﾄﾞ ﾌﾐﾖ

2時間06分18秒324 松浦　淳子4407 大阪府ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ

2時間06分19秒325 川村　祐子4473 京都府ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｺ

2時間06分22秒326 勢井　陽子4471 京都府ｾｲ ﾖｳｺ

2時間06分23秒327 玉村　千寿4418 大阪府ﾀﾏﾑﾗ ﾁﾋﾛ

2時間06分24秒328 濱田　和4454 大阪府ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞ

2時間06分24秒329 三輪　奈緒4554 岐阜県ﾐﾜ ﾅｵ

2時間06分25秒330 太田　真代4230 奈良県ｵｵﾀ ﾏｻﾖ

2時間06分27秒331 岩井　薫4159 愛知県ｲﾜｲ ｶｵﾙ

2時間06分43秒332 杉山　衣里4381 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾘ

2時間06分44秒333 大竹　亜祐美4295 愛知県ｵｵﾀｹ ｱﾕﾐ

2時間06分52秒334 辻　奈津子4699 大阪府ﾂｼﾞ ﾅﾂｺ

2時間06分56秒335 有江　香4373 奈良県ｱﾘｴ ｶｵﾘ

2時間07分00秒336 慶越　紀子4393 大阪府ｹｲｺﾞｼ ﾉﾘｺ

2時間07分01秒337 辻　美紀4441 京都府ﾂｼﾞ ﾐｷ

2時間07分05秒338 尾﨑　礼佳4188 京都府ｵｻﾞｷ ｱﾔｶ

2時間07分07秒339 藤原　香4462 大阪府ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｵﾘ

2時間07分07秒340 石田　京子4414 奈良県ｲｼﾀﾞ ｷｮｳｺ

2時間07分15秒341 北田　克子4345 大阪府ｷﾀﾀﾞ ｶﾂｺ

2時間07分24秒342 ウルフ　晃子4107 京都府ｳﾙﾌ ｱｷｺ

2時間07分25秒343 中前　知里4576 京都府ﾅｶﾏｴ ﾁｻﾄ

2時間07分27秒344 野田　ひろみ4561 守山市ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2時間07分29秒345 山本　節子4817 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ｾﾂｺ

2時間07分31秒346 草川　和代4753 彦根市ｸｻｶﾜ ｶｽﾞﾖ

2時間07分34秒347 青江　敦子4542 大阪府ｱｵｴ ｱﾂｺ

2時間07分38秒348 長谷川　香織4976 京都府ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾘ

2時間07分40秒349 吉村　亜弓4605 大阪府ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾐ

2時間07分40秒350 久田　結花4198 愛知県ﾋｻﾀﾞ ﾕｶ
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2時間07分46秒351 平井　英子4303 三重県ﾋﾗｲ ｴｲｺ

2時間07分48秒352 三木　真紀子4330 守山市ﾐｷ ﾏｷｺ

2時間07分49秒353 西川　典子4268 大津市ﾆｼｶﾜ ﾉﾘｺ

2時間07分53秒354 伊藤　道子4184 奈良県ｲﾄｳ ﾐﾁｺ

2時間07分54秒355 芦田　裕子4788 京都府ｱｼﾀﾞ ﾋﾛｺ

2時間07分55秒356 辻　紗起子4806 岐阜県ﾂｼﾞ ｻｷｺ

2時間07分55秒357 石原　百合4278 三重県ｲｼﾊﾗ ﾕﾘ

2時間07分57秒358 島田　美智子4722 大阪府ｼﾏﾀﾞ ﾐﾁｺ

2時間08分03秒359 伊藤　千夏4497 三重県ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ

2時間08分04秒360 中川　陽子4442 兵庫県ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ

2時間08分04秒361 吉田　美幸4455 兵庫県ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ

2時間08分05秒362 織田　良子4417 大阪府ｵﾘﾀ ﾘｮｳｺ

2時間08分07秒363 生野　千草4259 岐阜県ｲｸﾉ ﾁｸﾞｻ

2時間08分09秒364 佐藤　英子4746 京都府ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｺ

2時間08分10秒365 岩戸　里恵4422 大阪府ｲﾜﾄ ﾘｴ

2時間08分19秒366 桐山　明美4480 岐阜県ｷﾘﾔﾏ ｱｹﾐ

2時間08分22秒367 前澤　めぐみ4610 大阪府ﾏｴｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間08分24秒368 田渕　仁美4308 大阪府ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾄﾐ

2時間08分28秒369 吉村　真理4326 岐阜県ﾖｼﾑﾗ ﾏﾘ

2時間08分32秒370 川嶋　佐智子4590 愛知郡ｶﾜｼﾏ ｻﾁｺ

2時間08分40秒371 林　昌代4729 愛知県ﾊﾔｼ ﾏｻﾖ

2時間08分41秒372 中村　圭子4447 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ

2時間08分46秒373 荒川　啓子4588 大阪府ｱﾗｶﾜ ｹｲｺ

2時間08分48秒374 安藤　和貴子4342 大阪府ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｷｺ

2時間08分52秒375 阿部　照代4322 大津市ｱﾍﾞ ﾃﾙﾖ

2時間08分56秒376 清水　祥子4491 京都府ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺ

2時間09分04秒377 矢野　快子4596 愛知県ﾔﾉ ﾔｽｺ

2時間09分08秒378 中川　未来4631 大津市ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷ

2時間09分10秒379 成合　由起子4238 和歌山県ﾅﾘｱｲ ﾕｷｺ

2時間09分15秒380 高見　恭子4648 奈良県ﾀｶﾐ ｷｮｳｺ

2時間09分21秒381 脇坂　史子4501 野洲市ﾜｷｻｶ ﾌﾐｺ

2時間09分33秒382 鈴木　実桜4643 大阪府ｽｽﾞｷ ﾐｵ

2時間09分33秒383 熱田　麻希4642 大阪府ｱﾂﾀ ﾏｷ

2時間09分37秒384 蘆田　稔子4464 東近江市ｱｼﾀﾞ ﾄｼｺ

2時間09分38秒385 盛田　愛子4413 大阪府ﾓﾘﾀ ｱｲｺ

2時間09分38秒386 井藤　ちなみ4010 愛知県ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ

2時間09分40秒387 小谷　明子4703 愛知県ｺﾀﾆ ｱｷｺ

2時間09分41秒388 野間　二三江4521 京都府ﾉﾏ ﾌﾐｴ

2時間09分47秒389 妹尾　亜衣子4126 愛知県ｾﾉｵ ｱｲｺ

2時間09分50秒390 山川　房子4974 石川県ﾔﾏｶﾜ ﾌｻｺ

2時間09分51秒391 所　めぐみ4402 愛知県ﾄｺﾛ ﾒｸﾞﾐ

2時間09分52秒392 小﨑　文子4288 愛知県ｺｻﾞｷ ｱﾔｺ

2時間09分59秒393 栗本　文子4580 岐阜県ｸﾘﾓﾄ ｱﾔｺ

2時間10分00秒394 寺井　未央4841 京都府ﾃﾗｲ ﾐｵ

2時間10分03秒395 川辺　満里奈4705 草津市ｶﾜﾍﾞ ﾏﾘﾅ

2時間10分03秒396 砂坂　恵美4395 愛知県ｽﾅｻｶ ｴﾐ

2時間10分04秒397 若山　みどり4469 岐阜県ﾜｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ

2時間10分13秒398 早川　初美4427 犬上郡ﾊﾔｶﾜ ﾊﾂﾐ

2時間10分26秒399 大目　有佳子4091 大阪府ｵｵﾒ ﾕｶｺ

2時間10分29秒400 位田　真知子4504 奈良県ｲﾀﾞ ﾏﾁｺ
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2時間10分41秒401 渡邉　克子4370 大阪府ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ

2時間10分42秒402 江崎　令子4415 三重県ｴｻｷ ﾚｲｺ

2時間10分51秒403 北田　知子4776 近江八幡市ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間10分57秒404 谷川　真由美4603 大阪府ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ

2時間10分59秒405 木下　智子4428 京都府ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｺ

2時間11分05秒406 伊木　和子4456 愛知県ｲｷ ｶｽﾞｺ

2時間11分08秒407 海老　愛4392 愛知県ｴﾋﾞ ｱｲ

2時間11分08秒408 山崎　有紀4391 愛知県ﾔﾏｻｷ ﾕｷ

2時間11分09秒409 大橋　英美子4270 京都府ｵｵﾊｼ ｴﾐｺ

2時間11分12秒410 澤　悦子4503 米原市ｻﾜ ｴﾂｺ

2時間11分17秒411 林　寿子4558 大阪府ﾊﾔｼ ﾋｻｺ

2時間11分21秒412 木村　茂代4959 守山市ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾖ

2時間11分26秒413 久岡　志絵4608 大阪府ﾋｻｵｶ ｼｴ

2時間11分32秒414 片山　泰子4312 三重県ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｺ

2時間11分36秒415 西尾　瞳4425 愛知県ﾆｼｵ ﾋﾄﾐ

2時間11分38秒416 鈴木　聰子4569 大阪府ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ

2時間11分40秒417 原山　千恵子4632 大阪府ﾊﾗﾔﾏ ﾁｴｺ

2時間11分53秒418 大井　真理子4600 京都府ｵｵｲ ﾏﾘｺ

2時間11分55秒419 纐纈　恵美子4224 愛知県ｺｳｹﾂ ｴﾐｺ

2時間11分56秒420 光山　里美4907 兵庫県ﾐﾂﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間12分03秒421 石田　典子4597 愛知県ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間12分04秒422 大野　真由美4277 愛知県ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ

2時間12分04秒423 本田　千代4577 大阪府ﾎﾝﾀﾞ ﾁﾖ

2時間12分06秒424 池田　一惠4538 京都府ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｴ

2時間12分10秒425 吉川　美紀4280 三重県ﾖｼｶﾜ ﾐｷ

2時間12分10秒426 寺田　保子4546 大津市ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽｺ

2時間12分15秒427 伊藤　聡子4476 長浜市ｲﾄｳ ｻﾄｺ

2時間12分22秒428 富田　由見4362 大津市ﾄﾐﾀﾞ ﾕﾐ

2時間12分26秒429 坂本　望4492 三重県ｻｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ

2時間12分31秒430 今田　淳子4449 大阪府ｺﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

2時間12分33秒431 伏木　梨絵4475 長浜市ﾌｼｷ ﾘｴ

2時間12分36秒432 笹治　佳代4531 大阪府ｻｻｼﾞ ｶﾖ

2時間12分36秒433 吉村　美槻4523 大阪府ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂｷ

2時間12分37秒434 伊藤　公子4750 愛知県ｲﾄｳ ﾄﾓｺ

2時間12分37秒435 柾木　明美4404 京都府ﾏｻｷ ｱｹﾐ

2時間12分39秒436 長尾　良子4405 愛知県ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳｺ

2時間12分43秒437 河野　嘉美4529 愛知県ｺｳﾉ ﾖｼﾐ

2時間12分49秒438 鈴木　裕美4511 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕﾐ

2時間12分50秒439 米田　久美子4380 愛知県ﾖﾈﾀﾞ ｸﾐｺ

2時間12分51秒440 三輪　めぐみ4500 岐阜県ﾐﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間12分55秒441 田仲　貴理子4780 愛知県ﾀﾅｶ ｷﾘｺ

2時間13分15秒442 小林　富士代4618 東近江市ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞﾖ

2時間13分20秒443 新里　泰子4532 愛知県ｼﾝｻﾞﾄ ﾔｽｺ

2時間13分24秒444 安川　さおり4344 和歌山県ﾔｽｶﾜ ｻｵﾘ

2時間13分24秒445 岡本　有紀4625 大津市ｵｶﾓﾄ ﾕｷ

2時間13分25秒446 坂井　啓子4794 岐阜県ｻｶｲ ｹｲｺ

2時間13分30秒447 吉田　理江4429 京都府ﾖｼﾀﾞ ﾘｴ

2時間13分31秒448 川井　雅代4714 愛知県ｶﾜｲ ﾏｻﾖ

2時間13分31秒449 吉田　いづみ4340 岐阜県ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ

2時間13分43秒450 秋栃　光里4379 岐阜県ｱｷﾄﾁ ﾐｻﾄ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018長浜市あざいお市マラソン -

ハーフ一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/10/7

スタート： 10:15:00

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 

2時間13分50秒451 稲留　まゆ美4397 栗東市ｲﾅﾄﾞﾒ ﾏﾕﾐ

2時間13分53秒452 新美　寿美子4655 愛知県ﾆｲﾐ ｽﾐｺ

2時間13分57秒453 中田　奈那4842 岐阜県ﾅｶﾀ ﾅﾅ

2時間14分01秒454 田川　佐知子4474 兵庫県ﾀｶﾞﾜ ｻﾁｺ

2時間14分05秒455 後藤　光代4509 大阪府ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾖ

2時間14分12秒456 永濱　育子4371 愛知県ﾅｶﾞﾊﾏ ｲｸｺ

2時間14分16秒457 阿部　美恵4386 愛知県ｱﾍﾞ ﾐｴ

2時間14分19秒458 杉山　英美4333 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ

2時間14分21秒459 加藤　直美4013 岐阜県ｶﾄｳ ﾅｵﾐ

2時間14分29秒460 佐野　由美4203 愛知県ｻﾉ ﾕﾐ

2時間14分30秒461 竹内　真奈美4646 京都府ﾀｹｳﾁ ﾏﾅﾐ

2時間14分32秒462 神吉　由紀子4487 愛知県ｶﾐﾖｼ ﾕｷｺ

2時間14分33秒463 古川　三千代4623 犬上郡ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁﾖ

2時間14分37秒464 稲垣　恵理4837 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｴﾘ

2時間14分37秒465 増田　裕子4641 愛知県ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間14分41秒466 内海　恵子4781 福井県ｳﾁｳﾐ ｹｲｺ

2時間14分44秒467 鹿子嶋　直美4594 大阪府ｶｺﾞｼﾏ ﾅｵﾐ

2時間14分46秒468 吉川　松代4712 大阪府ﾖｼｶﾜ ﾏﾂﾖ

2時間14分46秒469 重松　杏菜4470 京都府ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾝﾅ

2時間14分50秒470 本田　葉子4383 大阪府ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｺ

2時間14分51秒471 土屋　優果4645 千葉県ﾂﾁﾔ ﾕｳｶ

2時間15分05秒472 安藤　恵美4516 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾐ

2時間15分06秒473 川合　まさみ4573 愛知県ｶﾜｲ ﾏｻﾐ

2時間15分06秒474 服部　松美4482 愛知県ﾊｯﾄﾘ ﾏﾂﾐ

2時間15分10秒475 笠木　直美4526 愛知県ｶｻｷﾞ ﾅｵﾐ

2時間15分12秒476 高原　香苗4584 大阪府ﾀｶﾊﾗ ｶﾅｴ

2時間15分15秒477 山田　奈美子4622 長浜市ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐｺ

2時間15分29秒478 曽我部　良子4644 大阪府ｿｶﾞﾍﾞ ﾖｼｺ

2時間15分37秒479 西田　琴美4593 草津市ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾐ

2時間15分45秒480 重井　実香4628 愛知県ｼｹﾞｲ ﾐｶ

2時間16分00秒481 鎌田　富美子4535 草津市ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ

2時間16分00秒482 庄司　正子4540 兵庫県ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｺ

2時間16分03秒483 武田　清江4639 愛知県ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｴ

2時間16分06秒484 岩本　美穂4385 愛知県ｲﾜﾓﾄ ﾐﾎ

2時間16分06秒485 小林　結衣4700 大阪府ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ

2時間16分15秒486 寺岡　里香4724 福井県ﾃﾗｵｶ ﾘｶ

2時間16分22秒487 山口　満喜子4708 大阪府ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｷｺ

2時間16分23秒488 牧口　裕里英4928 岐阜県ﾏｷｸﾞﾁ ﾕﾘｴ

2時間16分23秒489 池田　央子4659 大阪府ｲｹﾀﾞ ｴｲｺ

2時間16分27秒490 濱田　弘美4284 長浜市ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2時間16分27秒491 松下　亜希子4214 兵庫県ﾏﾂｼﾀ ｱｷｺ

2時間16分30秒492 安田　美恵子4448 京都府ﾔｽﾀﾞ ﾐｴｺ

2時間16分38秒493 谷口　陽子4424 大阪府ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｺ

2時間16分40秒494 山中　美乃里4207 愛知県ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ

2時間16分42秒495 木村　早苗4274 彦根市ｷﾑﾗ ｻﾅｴ

2時間16分49秒496 植松　旬子4221 愛知県ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

2時間16分50秒497 浜田　久美子4440 大阪府ﾊﾏﾀﾞ ｸﾐｺ

2時間16分51秒498 小川　一枝4468 長浜市ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ

2時間16分58秒499 水谷　公恵4667 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ｷﾐｴ

2時間17分01秒500 川並　澄子4633 兵庫県ｶﾜﾅﾐ ｽﾐｺ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018長浜市あざいお市マラソン -

ハーフ一般女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/10/7

スタート： 10:15:00

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 

2時間17分01秒501 北川　美波4873 京都府ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ

2時間17分02秒502 泉　真琴4638 大阪府ｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ

2時間17分04秒503 前田　晴己4902 奈良県ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾐ

2時間17分07秒504 岩田　紀子4513 愛知県ｲﾜﾀ ﾉﾘｺ

2時間17分15秒505 池平　薫4319 愛知県ｲｹﾋﾗ ｶｵﾙ

2時間17分15秒506 末廣　香澄4279 愛知県ｽｴﾋﾛ ｶｽﾐ

2時間17分21秒507 常松　元美4711 愛知県ﾂﾈﾏﾂ ﾓﾄﾐ

2時間17分22秒508 浅井　多津子4651 大阪府ｱｻｲ ﾀﾂﾞｺ

2時間17分25秒509 長谷川　由紀子4568 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｺ

2時間17分29秒510 太田　賞子4721 島根県ｵｵﾀ ｼｮｳｺ

2時間17分34秒511 山下　涼子4502 彦根市ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｺ

2時間17分37秒512 松村　麻子4831 蒲生郡ﾏﾂﾑﾗ ｱｻｺ

2時間17分39秒513 浅野　友梨4766 岐阜県ｱｻﾉ ﾕﾘ

2時間17分41秒514 中西　京子4920 京都府ﾅｶﾆｼ ｷｮｳｺ

2時間17分41秒515 吉田　敦子4528 愛知県ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ

2時間17分52秒516 松永　貴美4599 岐阜県ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾐ

2時間17分53秒517 江畑　宏美4551 草津市ｴﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐ

2時間17分54秒518 五十川　則恵4689 岐阜県ｲｶｶﾞﾜ ﾉﾘｴ

2時間18分01秒519 永田　麻梨愛4621 愛知県ﾅｶﾞﾀ ﾏﾘｱ

2時間18分04秒520 高原　由佳4752 愛知県ﾀｶﾊﾗ ﾕｶ

2時間18分09秒521 辻　京子4685 彦根市ﾂｼﾞ ｷｮｳｺ

2時間18分10秒522 梅本　恵子4666 長浜市ｳﾒﾓﾄ ｹｲｺ

2時間18分11秒523 平井　舞4843 兵庫県ﾋﾗｲ ﾏｲ

2時間18分18秒524 金澤　奈穂美4665 長浜市ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵﾐ

2時間18分23秒525 木村　葉里子4706 愛知県ｷﾑﾗ ﾖﾘｺ

2時間18分26秒526 川村　麻由美4840 京都府ｶﾜﾑﾗ ﾏﾕﾐ

2時間18分35秒527 青井　佳子4716 岐阜県ｱｵｲ ｹｲｺ

2時間18分49秒528 細井　菜津4966 長浜市ﾎｿｲ ﾅﾂ

2時間19分01秒529 前川　朋子4377 大津市ﾏｴｶﾜ ﾄﾓｺ

2時間19分04秒530 河合　潤4332 愛知県ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝ

2時間19分09秒531 佐久間　絢子4696 彦根市ｻｸﾏ ｱﾔｺ

2時間19分13秒532 冨田　祐紀子4935 草津市ﾄﾐﾀ ﾕｷｺ

2時間19分21秒533 中村　宏枝4518 京都府ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｴ

2時間19分24秒534 伊部　久代4434 福井県ｲﾍﾞ ﾋｻﾖ

2時間19分30秒535 金澤　さゆり4162 愛知県ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾕﾘ

2時間19分32秒536 音喜多　節子4361 大阪府ｵﾄｷﾀ ｾﾂｺ

2時間19分32秒537 古口　清美4556 大阪府ﾌﾙｸﾞﾁ ｷﾖﾐ

2時間19分33秒538 野田　啓美4803 大阪府ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2時間19分35秒539 森　春美4495 京都府ﾓﾘ ﾊﾙﾐ

2時間19分40秒540 香川　泰子4764 大阪府ｶｶﾞﾜ ﾔｽｺ

2時間19分49秒541 吉川　有美子4882 彦根市ﾖｼｶﾜ ﾕﾐｺ

2時間19分53秒542 山崎　浄美4726 岐阜県ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖﾐ

2時間20分01秒543 小池　ひとみ4737 愛知県ｺｲｹ ﾋﾄﾐ

2時間20分08秒544 上垣　さとみ4302 愛知県ｳｴｶﾞｷ ｻﾄﾐ

2時間20分08秒545 澤田　順子4674 愛知県ｻﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

2時間20分10秒546 本田　優子4559 愛知県ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間20分20秒547 田中　千奈美4510 岐阜県ﾀﾅｶ ﾁﾅﾐ

2時間20分26秒548 中谷　義美4956 京都府ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾐ

2時間20分37秒549 北川　恵子4684 大阪府ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｺ

2時間20分46秒550 久保　さゆり4679 彦根市ｸﾎﾞ ｻﾕﾘ
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2時間20分51秒551 鈴木　国仁4782 愛知県ｽｽﾞｷ ｸﾆ

2時間20分55秒552 小林　晃子4751 彦根市ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ

2時間21分03秒553 小木曽　ようこ4499 岐阜県ｺｷﾞｿ ﾖｳｺ

2時間21分05秒554 吉近　貴子4713 京都府ﾖｼﾁｶ ﾀｶｺ

2時間21分12秒555 佐藤　景4830 岐阜県ｻﾄｳ ｹｲ

2時間21分15秒556 仲上　記代4749 蒲生郡ﾅｶｶﾞﾐ ｷﾖ

2時間21分15秒557 安西　美代子4765 大阪府ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾖｺ

2時間21分23秒558 前田　真弓4649 大阪府ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ

2時間21分25秒559 浦上　里香4420 岐阜県ｳﾗｶﾐ ﾘｶ

2時間21分26秒560 大久保　佳代4617 奈良県ｵｵｸﾎﾞ ｶﾖ

2時間21分27秒561 青木　寛子4728 兵庫県ｱｵｷ ﾋﾛｺ

2時間21分31秒562 林　めぐみ4587 愛知県ﾊﾔｼ ﾒｸﾞﾐ

2時間21分37秒563 赤地　喜久子4687 奈良県ｱｶﾁ ｷｸｺ

2時間21分39秒564 石黒　智子4694 兵庫県ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｺ

2時間21分41秒565 松葉　美保4661 大阪府ﾏﾂﾊﾞ ﾐｵ

2時間21分43秒566 酒井　佳代4826 京都府ｻｶｲ ｶﾖ

2時間21分45秒567 八代　江理子4693 愛知県ﾔｼﾛ ｴﾘｺ

2時間21分57秒568 岸本　祥子4548 京都府ｷｼﾓﾄ ｼｮｳｺ

2時間21分57秒569 本間　貴子4783 愛知県ﾎﾝﾏ ﾀｶｺ

2時間22分01秒570 肥爪　梨紗子4652 大阪府ﾋﾂﾞﾒ ﾘｻｺ

2時間22分03秒571 陶国　友紀4774 大阪府ｽｴｸﾆ ﾕｷ

2時間22分11秒572 中川　礼子4695 愛知県ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｺ

2時間22分22秒573 中山　彗梨4658 大津市ﾅｶﾔﾏ ｴﾘ

2時間22分23秒574 寺西　広子4493 愛知県ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｺ

2時間22分25秒575 佐藤　恵4759 愛知県ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ

2時間22分31秒576 横井　しん子4348 愛知県ﾖｺｲ ｼﾝｺ

2時間22分39秒577 若松　綾香4847 京都府ﾜｶﾏﾂ ｱﾔｶ

2時間22分47秒578 井狩　みゆき4779 野洲市ｲｶﾘ ﾐﾕｷ

2時間22分48秒579 前田　のぞみ4458 兵庫県ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

2時間22分49秒580 松村　愛子4912 福井県ﾏﾂﾑﾗ ｱｲｺ

2時間22分50秒581 杉下　順子4459 愛知県ｽｷﾞｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ

2時間22分52秒582 石川　園惠4872 京都府ｲｼｶﾜ ｿﾉｴ

2時間22分53秒583 池田　一美4547 東京都ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

2時間22分58秒584 若原　初江4910 京都府ﾜｶﾊﾗ ﾊﾂｴ

2時間22分59秒585 辻中　由起子4755 大阪府ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｷｺ

2時間22分59秒586 堀井　美佐子4697 京都府ﾎﾘｲ ﾐｻｺ

2時間23分00秒587 水谷　恵理子4709 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ｴﾘｺ

2時間23分01秒588 玉井　沙織4562 愛知県ﾀﾏｲ ｻｵﾘ

2時間23分04秒589 山内　亜紀4762 大阪府ﾔﾏｳﾁ ｱｷ

2時間23分08秒590 中村　直子4853 東京都ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ

2時間23分13秒591 市川　恵子4536 米原市ｲﾁｶﾜ ｹｲｺ

2時間23分16秒592 田中　奈緒4664 京都府ﾀﾅｶ ﾅｵ

2時間23分19秒593 佐藤　聖子4702 大阪府ｻﾄｳ ｾｲｺ

2時間23分27秒594 古木　友理4541 愛知県ﾌﾙｷ ﾕﾘ

2時間23分28秒595 市上　みつ子4253 大阪府ｲﾁｶﾐ ﾐﾂｺ

2時間23分28秒596 林　朗枝4606 愛知県ﾊﾔｼ ｱｷｴ

2時間23分34秒597 奥　ゆうこ4821 愛知県ｵｸ ﾕｳｺ

2時間23分46秒598 市橋　沙織4662 京都府ｲﾁﾊｼ ｻｵﾘ

2時間23分48秒599 杉浦　仁美4461 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ

2時間23分49秒600 二橋　花名4937 東近江市ﾌﾀﾊｼ ｶﾅ
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2時間23分52秒601 松原　香織4498 愛知県ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｵﾘ

2時間23分55秒602 檜皮　華奈子4747 三重県ﾋﾜﾀﾞ ｶﾅｺ

2時間24分03秒603 江口　あゆみ4619 奈良県ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾐ

2時間24分07秒604 今井　広子4691 兵庫県ｲﾏｲ ﾋﾛｺ

2時間24分12秒605 中山　美加4669 和歌山県ﾅｶﾔﾏ ﾐｶ

2時間24分24秒606 今西　明美4802 奈良県ｲﾏﾆｼ ｱｹﾐ

2時間24分25秒607 栃木　尚子4793 兵庫県ﾄﾁｷﾞ ﾅｵｺ

2時間24分25秒608 中村　啓子4337 京都府ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ

2時間24分30秒609 神田　香代4208 愛知県ｶﾝﾀﾞ ｶﾖ

2時間24分30秒610 寺本　鈴音4450 愛知県ﾃﾗﾓﾄ ｽｽﾞﾈ

2時間24分32秒611 益池　弘子4932 大阪府ﾏｽｲｹ ﾋﾛｺ

2時間24分38秒612 中澤　幸子4839 東近江市ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾁｺ

2時間24分51秒613 三野　直子4883 奈良県ﾐﾂﾉ ﾅｵｺ

2時間24分55秒614 松田　文4933 東近江市ﾏﾂﾀﾞ ｱﾔ

2時間24分59秒615 中西　莉子4698 大津市ﾅｶﾆｼ ﾘｺ

2時間25分05秒616 白木　順子4320 三重県ｼﾗｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間25分05秒617 長谷川　敦子4530 大津市ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｺ

2時間25分07秒618 島田　佐織4732 大阪府ｼﾏﾀﾞ ｻｵﾘ

2時間25分07秒619 三國　朋子4647 岐阜県ﾐｸﾆ ﾄﾓｺ

2時間25分08秒620 吉岡　詩乃4565 京都府ﾖｼｵｶ ｼﾉ

2時間25分08秒621 谷本　美紗4564 京都府ﾀﾆﾓﾄ ﾐｻ

2時間25分15秒622 水野　愛弓4394 愛知県ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ

2時間25分16秒623 吉村　令4707 愛知県ﾖｼﾑﾗ ﾚｲ

2時間25分18秒624 神波　恭子4938 大阪府ｶﾝﾊﾞ ｷｮｳｺ

2時間25分24秒625 新居　直子4678 近江八幡市ｱﾗｲ ﾅｵｺ

2時間25分25秒626 笠井　由利4819 京都府ｶｻｲ ﾕﾘ

2時間25分32秒627 森澤　紀子4913 兵庫県ﾓﾘｻﾜ ﾉﾘｺ

2時間25分35秒628 大嶽　紀子4460 三重県ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ

2時間25分39秒629 金岡　早苗4445 京都府ｶﾅｵｶ ｻﾅｴ

2時間25分41秒630 吉田　那菜絵4829 米原市ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｴ

2時間25分42秒631 千丈　友香子4598 大阪府ｾﾝｼﾞｮｳ ﾕｶｺ

2時間25分42秒632 美濃岡　加奈子4862 兵庫県ﾐﾉｵｶ ｶﾅｺ

2時間25分48秒633 矢尾　千里4533 大阪府ﾔｵ ﾁｻﾄ

2時間25分51秒634 中森　敦子4582 京都府ﾅｶﾓﾘ ｱﾂｺ

2時間25分52秒635 市川　明子4343 兵庫県ｲﾁｶﾜ ｱｷｺ

2時間25分53秒636 井土垣　舞4549 兵庫県ｲﾄﾞｶﾞｷ ﾏｲ

2時間26分04秒637 木村　真理子4911 長浜市ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ

2時間26分13秒638 松原　いずみ4324 愛知県ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｽﾞﾐ

2時間26分20秒639 小木曽　恵子4772 愛知県ｵｷﾞｿ ｹｲｺ

2時間26分20秒640 福元　智子4553 愛知県ﾌｸﾓﾄ ﾄﾓｺ

2時間26分26秒641 吉岡　紀子4796 奈良県ﾖｼｵｶ ﾉﾘｺ

2時間26分45秒642 坂巻　美恵4969 東近江市ｻｶﾏｷ ﾐｴ

2時間26分47秒643 牧野　友香4187 静岡県ﾏｷﾉ ﾕｶ

2時間26分48秒644 碩　裕子4438 兵庫県ｾｷ ﾕｳｺ

2時間26分48秒645 荒井　華子4485 岐阜県ｱﾗｲ ﾊﾅｺ

2時間26分50秒646 高杉　若菜4583 岐阜県ﾀｶｽｷﾞ ﾜｶﾅ

2時間26分50秒647 寺倉　征子4833 愛知県ﾃﾗｸﾗ ｾｲｺ

2時間26分54秒648 角田　直子4955 彦根市ｽﾐﾀﾞ ﾅｵｺ

2時間26分58秒649 川端　妙子4767 兵庫県ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｴｺ

2時間27分00秒650 小倉　奈緒美4867 京都府ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾐ
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2時間27分00秒651 中島　美知子4791 兵庫県ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁｺ

2時間27分04秒652 浅井　祥子4701 愛知県ｱｻｲ ｼｮｳｺ

2時間27分09秒653 津村　伸子4692 奈良県ﾂﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ

2時間27分25秒654 小林　美奈子4704 三重県ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ

2時間27分40秒655 清水　光子4690 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｺ

2時間27分40秒656 杉浦　美智子4466 静岡県ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁｺ

2時間27分57秒657 渡邉　真紀4527 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ

2時間28分01秒658 若園　菜帆4858 岐阜県ﾜｶｿﾞﾉ ﾅﾎ

2時間28分09秒659 伊藤　有未4863 大阪府ｲﾄｳ ﾕﾐ

2時間28分17秒660 中川　美佳保4412 岐阜県ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｶﾎ

2時間28分17秒661 黒瀬　奈々恵4316 京都府ｸﾛｾ ﾅﾅｴ

2時間28分26秒662 福田　真里子4790 京都府ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘｺ

2時間28分27秒663 利田　美絵4465 京都府ｶｶﾞﾀ ﾐｴ

2時間28分29秒664 近藤　明代4739 米原市ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖ

2時間28分31秒665 上谷　かおり4854 福井県ｶﾐﾀﾆ ｶｵﾘ

2時間28分42秒666 林　育美4908 岐阜県ﾊﾔｼ ｲｸﾐ

2時間28分48秒667 藪さこ　公子4785 大阪府ﾔﾌﾞｻｺ ｷﾐｺ

2時間28分49秒668 森永　由香4741 京都府ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｶ

2時間28分52秒669 松浦　由美子4653 愛知県ﾏﾂｳﾗ ﾕﾐｺ

2時間28分55秒670 平原　美穂4951 愛知県ﾋﾗﾊﾗ ﾐﾎ

2時間28分57秒671 川内　亜矢子4267 奈良県ｶﾜｳﾁ ｱﾔｺ

2時間29分02秒672 和田　智子4972 福井県ﾜﾀﾞ ﾄｼｺ

2時間29分06秒673 上村　典子4941 三重県ｳｴﾑﾗ ﾉﾘｺ

2時間29分12秒674 大桑　淳子4354 大阪府ｵｵｸﾜ ｼﾞｭﾝｺ

2時間29分17秒675 松本　美津子4967 長浜市ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｺ

2時間29分22秒676 岡本　貴子4845 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾀｶｺ

2時間29分29秒677 上野　美幸4871 大阪府ｳｴﾉ ﾐﾕｷ

2時間29分29秒678 牧野　希美4186 静岡県ﾏｷﾉ ﾉｿﾞﾐ

2時間29分31秒679 浦　直子4832 兵庫県ｳﾗ ﾅｵｺ

2時間29分34秒680 岩﨑　伸子4640 兵庫県ｲﾜｻｷ ﾉﾌﾞｺ

2時間29分35秒681 江崎　智美4743 岐阜県ｴｻｷ ﾄﾓﾐ

2時間29分36秒682 篠原　ひづき4903 近江八幡市ｼﾉﾊﾗ ﾋﾂﾞｷ

2時間29分38秒683 栗田　翠4463 兵庫県ｸﾘﾀ ﾐﾄﾞﾘ

2時間29分41秒684 前田　さやか4575 愛知県ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｶ

2時間29分46秒685 万所　ルミ4888 京都府ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ﾙﾐ

2時間29分49秒686 藤岡　佳絵4770 大津市ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼｴ

2時間29分51秒687 片田　美予子4733 奈良県ｶﾀﾀﾞ ﾐﾖｺ

2時間29分53秒688 山口　知香4808 奈良県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶ

2時間30分00秒689 柴田　美江4660 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｴ

2時間30分01秒690 山下　悠里4901 大津市ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ

2時間30分03秒691 北山　利恵4857 野洲市ｷﾀﾔﾏ ﾄｼｴ

2時間30分07秒692 北川　浩子4683 大阪府ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｺ

2時間30分08秒693 小松　馨子4745 大阪府ｺﾏﾂ ｹｲｺ

2時間30分12秒694 多賀　博美4477 長浜市ﾀｶﾞ ﾋﾛﾐ

2時間30分15秒695 山岡　亮子4921 大津市ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳｺ

2時間30分37秒696 伊藤　由美4797 愛知県ｲﾄｳ ﾕﾐ

2時間30分41秒697 水野　幸子4479 愛知県ﾐｽﾞﾉ ｻﾁｺ

2時間30分51秒698 山本　友美4768 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ

2時間30分51秒699 村上　陽子4828 兵庫県ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｺ

2時間30分51秒700 種村　典子4710 愛知県ﾀﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ
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2時間30分52秒701 服部　孝子4663 三重県ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｺ

2時間30分54秒702 森　砂織4550 大津市ﾓﾘ ｻｵﾘ

2時間30分54秒703 三宅　優代4874 愛知県ﾐﾔｹ ﾏｻﾖ

2時間30分55秒704 澤田　厚子4856 湖南市ｻﾜﾀﾞ ｱﾂｺ

2時間30分55秒705 真弓　恵4875 三重県ﾏﾕﾐ ｹｲ

2時間30分59秒706 岡田　優子4671 三重県ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間30分59秒707 川名　薫4823 神奈川県ｶﾜﾅ ｶｵﾙ

2時間31分13秒708 中野　清子4629 愛知県ﾅｶﾉ ｷﾖｺ

2時間31分27秒709 水上　かほる4799 愛知県ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾎﾙ

2時間31分30秒710 横光　浩美4431 京都府ﾖｺﾐﾂ ﾋﾛﾐ

2時間31分44秒711 石沢　朝子4247 大阪府ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓｺ

2時間31分46秒712 池田　満千4800 岐阜県ｲｹﾀﾞ ﾐﾁ

2時間31分50秒713 野村　悦代4670 長浜市ﾉﾑﾗ ｴﾂﾖ

2時間31分54秒714 川内　光世4923 大阪府ｶﾜｳﾁ ﾐﾂﾖ

2時間32分07秒715 甲斐　美惠子4812 兵庫県

2時間32分14秒716 後藤　佳美4673 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾐ

2時間32分22秒717 三浦　絵梨花4453 大阪府ﾐｳﾗ ｴﾘｶ

2時間32分23秒718 平田　桃子4850 兵庫県ﾋﾗﾀ ﾓﾓｺ

2時間32分35秒719 松本　しのぶ4876 大阪府ﾏﾂﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

2時間32分39秒720 吉川　佳代子4742 愛知県ﾖｼｶﾜ ｶﾖｺ

2時間32分44秒721 丹羽　玲子4814 愛知県ﾆﾜ ﾚｲｺ

2時間32分52秒722 西川　紗吐美4968 大津市ﾆｼｶﾜ ｻﾄﾐ

2時間32分53秒723 丸本　孝子4869 米原市ﾏﾙﾓﾄ

2時間33分00秒724 堤　利子4686 米原市ﾂﾂﾐ ﾄｼｺ

2時間33分06秒725 廣瀬　法子4864 愛知県ﾋﾛｾ ﾉﾘｺ

2時間33分09秒726 河合　貴子4895 福井県ｶﾜｲ ﾀｶｺ

2時間33分09秒727 小山内　美奈4926 大阪府ｵｻﾅｲ ﾐﾅ

2時間33分15秒728 宮崎　純子4773 兵庫県ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐｺ

2時間33分15秒729 波部　千鶴4566 兵庫県ﾊﾍﾞ ﾁﾂﾞﾙ

2時間33分32秒730 萩澤　仁栄4581 彦根市ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾋﾄｴ

2時間33分43秒731 宮崎　美穂4964 大阪府ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾎ

2時間33分58秒732 清水　郁季子4975 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ

2時間34分00秒733 鳥越　晴美4657 大阪府ﾄﾘｺｼ ﾊﾙﾐ

2時間34分12秒734 水野　智恵4885 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ

2時間34分30秒735 木田　いづみ4630 米原市ｷﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ

2時間34分39秒736 山口　真歩4809 奈良県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾎ

2時間34分57秒737 瀬川　昌子4168 京都府ｾｶﾞﾜ ﾏｻｺ

2時間35分10秒738 今堀　三恵子4822 奈良県ｲﾏﾎﾘ ｻｴｺ

2時間35分20秒739 青木　真利子4586 兵庫県ｱｵｷ ﾏﾘｺ

2時間35分32秒740 野村　真世4416 岐阜県ﾉﾑﾗ ﾏｻﾖ

2時間35分34秒741 大橋　幸子4744 岐阜県ｵｵﾊｼ ﾕｷｺ

2時間35分53秒742 高松　雅子4846 愛知県ﾀｶﾏﾂ ﾏｻｺ

2時間35分56秒743 今井　正代4827 岐阜県ｲﾏｲ ﾏｻﾖ

2時間35分57秒744 原田　誠子4517 栗東市ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｺ

2時間36分08秒745 池上　都士恵4789 福井県ｲｹｶﾞﾐ ﾄｼｴ

2時間36分23秒746 平井　希4515 愛知県ﾋﾗｲ ﾉｿﾞﾐ

2時間36分39秒747 原田　八重乃4844 大阪府ﾊﾗﾀﾞ ﾔｴﾉ

2時間36分41秒748 徳田　淳子4922 大津市ﾄｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

2時間36分44秒749 中西　和子4886 東近江市ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞｺ

2時間36分48秒750 寺川　舞4825 大阪府ﾃﾗｶﾜ ﾏｲ
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2時間36分49秒751 山崎　良子4725 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ

2時間36分51秒752 塩田　七絵4507 長浜市ｼｵﾀ ﾅﾅｴ

2時間38分11秒753 三木　名奈4836 大阪府ﾐｷ ﾅﾅ

2時間38分28秒754 高橋　敦子4505 愛知県ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ

2時間38分31秒755 朝倉　直子4306 愛知県ｱｻｸﾗ ﾅｵｺ

2時間38分33秒756 植木　紀代美4272 大阪府ｳｴｷ ｷﾖﾐ

2時間38分35秒757 高橋　奈美4636 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

2時間38分37秒758 中村　知子4898 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ

2時間38分40秒759 後木　啓代4506 大阪府ｳｼﾛｷﾞ ｱｷﾖ

2時間38分42秒760 辻　みゆき4654 愛知県ﾂｼﾞ ﾐﾕｷ

2時間38分42秒761 別府　尚子4925 岡山県ﾍﾞｯﾌﾟ ﾅｵｺ

2時間38分44秒762 竹内　美香4311 富山県ﾀｹｳﾁ ﾐｶ

2時間39分04秒763 吉原　聖子4376 大阪府ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｺ

2時間39分12秒764 田中　房子4730 愛知県ﾀﾅｶ ﾌｻｺ

2時間39分13秒765 太田　敦子4555 愛知県ｵｵﾀ ｱﾂｺ

2時間39分14秒766 中嶋　佳子4944 兵庫県ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ

2時間39分39秒767 片山　絵理子4760 岐阜県ｶﾀﾔﾏ ｴﾘｺ

2時間39分51秒768 別府　暢代4924 岡山県ﾍﾞｯﾌﾟ ﾉﾌﾞﾖ

2時間39分52秒769 貞山　良子4865 兵庫県ｻﾀﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺ

2時間39分58秒770 名谷　紫央4835 愛知県ﾅﾀﾆ ｼｵ

2時間40分21秒771 橋本　由美子4801 大阪府ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間40分35秒772 和田　洋子4488 愛知県ﾜﾀﾞ ﾖｳｺ

2時間40分38秒773 秋山　利奈4894 大阪府ｱｷﾔﾏ ﾘﾅ

2時間40分46秒774 湯又　朋子4879 大阪府ﾕﾏﾀ ﾄﾓｺ

2時間40分52秒775 社本　昌美4899 三重県ｼｬﾓﾄ ﾏｻﾐ

2時間40分53秒776 福重　麻由美4557 和歌山県ﾌｸｼｹﾞ ﾏﾕﾐ

2時間40分59秒777 清水　香里4637 京都府ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ

2時間41分20秒778 細川　絵里子4525 兵庫県ﾎｿｶﾜ ｴﾘｺ

2時間41分26秒779 小林　由美子4715 草津市ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ

2時間41分33秒780 小山　恵梨4855 草津市ｺﾔﾏ ｴﾘ

2時間41分35秒781 中川　久子4897 大津市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｻｺ

2時間41分39秒782 櫻井　恵美4611 岐阜県ｻｸﾗｲ ｴﾐ

2時間41分56秒783 川端　莉花4954 兵庫県ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｶ

2時間42分12秒784 松山　朋代4771 大阪府ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓﾖ

2時間42分15秒785 武田　三恵子4813 長浜市ﾀｹﾀﾞ ﾐｴｺ

2時間42分24秒786 今井　稚奈巳4807 愛知県ｲﾏｲ ﾁﾅﾐ

2時間42分35秒787 中嶋　真由4615 岐阜県ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕ

2時間42分42秒788 玉垣　礼子4866 京都府ﾀﾏｶﾞｷ ﾚｲｺ

2時間42分42秒789 藤田　美保4838 京都府ﾌｼﾞﾀ ﾐﾎ

2時間42分42秒790 大森　ひろみ4919 京都府ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾐ

2時間42分51秒791 礒村　麻衣4820 大阪府ｲｿﾑﾗ ﾏｲ

2時間43分08秒792 浜野　芳江4970 神奈川県ﾊﾏﾉ ﾖｼｴ
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