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11分05秒1 脇阪　南斗10335 長浜市ﾜｷｻﾞｶ ﾐﾅﾄ

11分29秒2 朝日　柊10137 長浜市ｱｻﾋ ｼｭｳ

11分37秒3 中川　千愛10013 静岡県ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾅ

11分51秒4 北原　由麒10006 静岡県ｷﾀﾊﾗ ﾕｲｷ

11分56秒5 泉　佑磨10168 米原市ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ

11分59秒6 鈴木　海成10074 長浜市ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ

12分11秒7 秋本　昊樹10249 長浜市ｱｷﾓﾄ ｺｳｷ

12分23秒8 長谷川　拓海10166 三重県ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

12分40秒9 中川　裕矢10265 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾔ

12分46秒10 八若　桜太10052 長浜市ﾔﾜｶ ｵｳﾀ

12分50秒11 水上　星那10194 長浜市ﾐｽﾞｶﾐ ｾｲﾅ

12分55秒12 大石　瑛斗10101 長浜市ｵｵｲｼ ｴｲﾄ

12分57秒13 小池　創介10004 静岡県ｺｲｹ ｿｳｽｹ

12分59秒14 野村　和弘10059 長浜市ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

13分07秒15 平井　雄琉10264 和歌山県ﾋﾗｲ ﾀｹﾙ

13分07秒16 北原　彰真10003 静岡県ｷﾀﾊﾗ ﾃﾙﾏ

13分19秒17 池野　光貴10079 長浜市ｲｹﾉ ｺｳｷ

13分23秒18 野村　直弘10058 長浜市ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

13分33秒19 流石　青空10087 長浜市ｻｽｶﾞ ｿﾗ

13分38秒20 上阪　眞10268 京都府ｳｴｻｶ ﾏﾅ

13分39秒21 中川　結太10128 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

13分41秒22 京谷　穂実10251 長浜市ｷｮｳﾀﾆ ﾎﾉﾐ

13分45秒23 中村　隼也10021 米原市ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ

13分49秒24 伏木　空良10043 長浜市ﾌｼｷ ｿﾗ

13分51秒25 滝沢　秀樹10073 長浜市ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

13分51秒26 近藤　奈那10049 長浜市ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ

14分04秒27 平野　千桜10220 栗東市ﾋﾗﾉ ﾁｵ

14分04秒28 吉岡　巧翔10083 米原市ﾖｼｵｶ ﾀｸﾄ

14分05秒29 丸田　聖陽10114 長浜市ﾏﾙﾀ ｷﾖﾊﾙ

14分09秒30 古池　優和10259 長浜市ﾌﾙｲｹ ﾕｳﾄ

14分15秒31 北川　太陽10094 長浜市ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ

14分15秒32 伊藤　悠斗10147 長浜市ｲﾄｳ

14分16秒33 岩嵜　颯斗10012 長浜市ｲﾜｻｷ ﾊﾔﾄ

14分20秒34 辻　葉音10001 長浜市ﾂｼﾞ ﾊﾉﾝ

14分21秒35 轟　悠介10263 長浜市ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ

14分22秒36 澤村　颯10102 長浜市ｻﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ

14分25秒37 岩崎　陽奏10270 愛知県ｲﾜｻｷ ﾊﾙｶ

14分27秒38 杉田　龍星10081 長浜市ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ

14分33秒39 草野　光海10154 長浜市ｸｻﾉ ﾃﾙﾐ

14分33秒40 西野　任10093 長浜市ﾆｼﾉ ｱﾀﾙ

14分44秒41 近藤　穂南10120 長浜市ｺﾝﾄﾞｳ

14分44秒42 秋本　涼那10248 長浜市ｱｷﾓﾄ ｽｽﾞﾅ

14分49秒43 西尾　穂乃香10214 長浜市ﾆｼｵ ﾎﾉｶ

14分51秒44 朝日　岳10136 長浜市ｱｻﾋ ｶﾞｸ

14分52秒45 村田　裕10169 三重県ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ

14分52秒46 村田　駿10170 三重県ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ

14分53秒47 松本　陸10202 大津市ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ

14分54秒48 伏木　璃朱10057 長浜市ﾌｼｷ ﾘｱ

14分54秒49 日置　雄策10333 長浜市ﾋｵｷ ﾕｳｻｸ

14分55秒50 今井　悠陽10303 甲賀市ｲﾏｲ ﾊﾙﾋ
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14分57秒51 村田　悠地10209 大津市ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾁ

14分58秒52 萩原　麻央10189 長浜市ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｵ

14分59秒53 田濃　実依10144 長浜市ﾀﾉｳ ﾐｲ

14分59秒54 友廣　一瑛10172 兵庫県ﾄﾓﾋﾛ ｶｽﾞｱｷ

14分59秒55 植松　倖基10115 長浜市ｳｴﾏﾂ ｺｳｷ

15分01秒56 饗場　光汰10122 長浜市ｱｲﾊﾞ ｺｳﾀ

15分03秒57 中川　学10130 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ

15分11秒58 上林　あおい10300 彦根市ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ

15分18秒59 田辺　紗矢香10039 長浜市ﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ

15分19秒60 長谷川　颯10187 長浜市ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ

15分20秒61 酒井　彩花10157 長浜市ｻｶｲ ｱﾔｶ

15分20秒62 西野　全10090 長浜市ﾆｼﾉ ｾﾞﾝ

15分21秒63 中川　琉生10140 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

15分29秒64 足和　瑞輝10324 愛知県ｱｼﾜ ﾐｽﾞｷ

15分30秒65 北村　信哉10042 長浜市ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ

15分33秒66 伊吹　弥之介10103 長浜市ｲﾌﾞｷ ﾔﾉｽｹ

15分33秒67 吉居　威左夫10088 三重県ﾖｼｲ ｲｻｵ

15分38秒68 北村　陽平10040 長浜市ｷﾀﾑﾗ  ﾖｳﾍｲ

15分39秒69 酒井　勇輝10158 長浜市ｻｶｲ ﾕｳｷ

15分40秒70 村原　直賢10180 大阪府ﾑﾗﾊﾗ ﾅｵﾀｶ

15分41秒71 萩原　菜央10190 長浜市ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅｵ

15分43秒72 小藪　杏奈10110 長浜市ｺﾔﾌﾞ ｱﾝﾅ

15分45秒73 宮田　華音10149 長浜市ﾐﾔﾀ ｶﾉﾝ

15分46秒74 岡部　拓澄10014 静岡県ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾄ

15分46秒75 北原　大馳10005 静岡県ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ

15分49秒76 西野　培夫10095 長浜市ﾆｼﾉ ﾏｽｵ

15分55秒77 飯野　晴香10022 大津市ｲｲﾉ ﾊﾙｶ

15分55秒78 桂　優奈10274 大阪府ｶﾂﾗ ﾕｳﾅ

15分57秒79 山﨑　結希乃10063 長浜市ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾉ

15分57秒80 今井　駿10320 愛知県ｲﾏｲ ｼｭﾝ

15分57秒81 松永　竜司10045 長浜市ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

15分58秒82 石谷　翔一朗10126 長浜市ｲｼﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

15分58秒83 石谷　享之10145 長浜市ｲｼﾀﾆ ﾀｶﾕｷ

15分58秒84 是枝　俊丞10281 大阪府ｺﾚｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

16分04秒85 小池　将之10007 静岡県ｺｲｹ ﾏｻﾕｷ

16分05秒86 福岡　柚乃10018 犬上郡ﾌｸｵｶ ﾕｽﾞﾉ

16分10秒87 西尾　耕治10216 長浜市ﾆｼｵ ｺｳｼﾞ

16分24秒88 高山　千穂10229 長浜市ﾀｶﾔﾏ ﾁﾎ

16分24秒89 高山　和花10228 長浜市ﾀｶﾔﾏ ﾜｶ

16分27秒90 木下　和久10328 兵庫県ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ

16分27秒91 太田　千尋10289 愛知県ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ

16分27秒92 太田　詩温10290 愛知県ｵｵﾀ ｼｵﾝ

16分28秒93 太田　一徳10288 愛知県ｵｵﾀ ｶｽﾞﾉﾘ

16分28秒94 中村　桃花10182 野洲市ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ

16分31秒95 粕渕　昭男10222 東近江市ｶｽﾌﾞﾁ ｱｷｵ

16分33秒96 今井　恒志10304 甲賀市ｲﾏｲ ﾋｻｼ

16分34秒97 清水　菜々子10123 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｺ

16分37秒98 西河　暖笑10239 長浜市ﾆｼｶﾜ ﾉｴ

16分42秒99 河嶋　隼大10336 京都府ｶﾜｼﾏ ﾊﾔﾄ

16分46秒100 樋口　寛太10183 大津市ﾋｸﾞﾁ ｶﾝﾀ
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16分47秒101 草野　睦雄10148 長浜市ｸｻﾉ ﾑﾂｵ

16分48秒102 近藤　瑞来10119 長浜市ｺﾝﾄﾞｳ

16分49秒103 田中　佑治10011 三重県ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

16分50秒104 伊藤　大翔10218 守山市ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ

16分50秒105 後藤　光基10065 長浜市ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ

16分50秒106 山﨑　建輔10072 長浜市ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｽｹ

16分50秒107 伊藤　華那10106 長浜市ｲﾄｳ ﾊﾅﾅ

16分51秒108 花井　美陽10325 愛知県ﾊﾅｲ ﾐﾊﾙ

16分56秒109 松井　大空10121 長浜市ﾏﾂｲ ｿﾗ

16分56秒110 村田　智哉10069 長浜市ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ

16分57秒111 上阪　理恵10267 京都府ｳｴｻｶ ﾘｴ

17分00秒112 長谷川　晴香10109 長浜市ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ

17分00秒113 伊吹　奏美10113 長浜市ｲﾌﾞｷ ｶﾅﾐ

17分03秒114 辻　奏仁10185 彦根市ﾂｼﾞ ｶﾅﾄ

17分03秒115 澤　結里香10099 長浜市ｻﾜ

17分06秒116 岡田　野々華10029 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾉﾉｶ

17分10秒117 草野　朱音10153 長浜市ｸｻﾉ ｱｶﾈ

17分13秒118 平野　理宇10219 栗東市ﾋﾗﾉ ﾘｳ

17分13秒119 八若　和愛10053 長浜市ﾔﾜｶ ﾉｱ

17分16秒120 清水　大悟10124 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

17分17秒121 西河　寛太10240 長浜市ﾆｼｶﾜ ｶﾝﾀ

17分17秒122 今村　佑果10195 長浜市ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｶ

17分17秒123 西河　尚男10241 長浜市ﾆｼｶﾜ ﾀｶｵ

17分18秒124 木本　美咲10192 岐阜県ｷﾓﾄ ﾐｻｷ

17分19秒125 服部　静里奈10232 三重県ﾊｯﾄﾘ ｾﾘﾅ

17分21秒126 徳田　健心10255 大津市ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｼﾝ

17分23秒127 吉岡　優人10089 米原市ﾖｼｵｶ ﾏｻﾋﾄ

17分27秒128 大依　守翔10293 長浜市ｵｵﾖﾘ ﾓﾘﾄ

17分28秒129 大石　湊稀10092 長浜市ｵｵｲｼ

17分33秒130 中村　咲楽10310 大津市ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ

17分37秒131 中村　香津子10311 大津市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ

17分38秒132 井上　明也10203 蒲生郡ｲﾉｳｴ ｱｷﾔ

17分38秒133 瀬川　勝基10221 蒲生郡ｾｶﾞﾜ ｶﾂｷ

17分42秒134 河津　遥陽10323 彦根市ｶﾜﾂ ﾊﾙﾋ

17分45秒135 中野　遵人10165 愛知県ﾅｶﾉ ｼｭﾝﾄ

17分45秒136 谷口　陽祐10159 長浜市ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ

17分45秒137 南浮　成慈10261 米原市ﾅﾝﾌﾞ ｾｲｼﾞ

17分46秒138 岩田　心結10246 長浜市ｲﾜﾀ ﾐﾕ

17分51秒139 疋田　大陸10104 長浜市ﾋｷﾀﾞ ﾘｸ

17分53秒140 伊藤　萌10238 米原市ｲﾄｳ ﾓｴ

17分53秒141 高橋　柚羽10176 長浜市ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞﾊ

17分54秒142 押谷　咲季10253 米原市ｵｼﾀﾆ ｻｷ

17分54秒143 高橋　洋平10175 長浜市ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ

17分58秒144 中島　惣介10080 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｽｹ

18分04秒145 服部　悟10009 三重県

18分08秒146 小藪　蒼士10111 長浜市ｺﾔﾌﾞ ｿｳｼ

18分08秒147 服部　未佳10231 三重県ﾊｯﾄﾘ ﾐｶ

18分09秒148 林　菜津美10197 守山市ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ

18分23秒149 村田　廉10064 長浜市ﾑﾗﾀ ﾚﾝ

18分23秒150 京谷　柊汰10252 長浜市ｷｮｳﾀﾆ ｼｭｳﾀ
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18分30秒151 稲垣　幸治10023 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾞ

18分31秒152 多賀　小恋10125 長浜市ﾀｶﾞ ｺｺ

18分36秒153 竹本　悠人10116 長浜市ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ

18分37秒154 大依　祐介10292 長浜市ｵｵﾖﾘ ﾕｳｽｹ

18分39秒155 大依　祐子10294 長浜市ｵｵﾖﾘ ﾕｳｺ

18分39秒156 藤本　透哉10118 大津市ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｳﾔ

18分39秒157 上杉　千裕10226 大津市ｳｴｽｷﾞ ﾁﾋﾛ

18分41秒158 奥村　純子10191 三重県ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

18分41秒159 藤本　秀信10142 大津市ﾌｼﾞﾓﾄ

18分42秒160 近藤　真智子10048 長浜市ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾁｺ

18分44秒161 竹本　忠明10151 長浜市ﾀｹﾓﾄ ﾀﾀﾞｱｷ

18分47秒162 伊藤　那奈10146 長浜市ｲﾄｳ

18分47秒163 宇野　春菜10150 長浜市ｳﾉ ﾊﾙﾅ

18分48秒164 丸田　梨絵10152 長浜市ﾏﾙﾀ ﾘｴ

18分50秒165 松永　颯一郎10046 長浜市ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

18分51秒166 草野　琥太郎10067 長浜市ｸｻﾉ ｺﾀﾛｳ

18分55秒167 藤森　暖空10037 長浜市ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｸ

18分56秒168 草野　美希10066 長浜市ｸｻﾉ ﾐｷ

18分57秒169 山田　芽衣子10295 長浜市ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲｺ

18分59秒170 池田　晃治10280 蒲生郡ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ

19分02秒171 藤井　琉季10337 甲賀市ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｷ

19分02秒172 西岡　きよ美10181 三重県ﾆｼｵｶ ｷﾖﾐ

19分06秒173 西川　優子10155 長浜市ﾆｼｶﾜ

19分06秒174 西川　心結10156 長浜市ﾆｼｶﾜ ﾐﾕ

19分06秒175 大久保　香波10031 和歌山県ｵｵｸﾎﾞ ｶﾅﾐ

19分08秒176 山崎　由紀10296 和歌山県ﾔﾏｻｷ ﾕｷ

19分12秒177 宮川　一行10234 長浜市ﾐﾔｶﾞﾜ ｲｯｺｳ

19分12秒178 宮川　久美子10233 長浜市ﾐﾔｶﾞﾜ ｸﾐｺ

19分19秒179 林　美智子10230 守山市ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ

19分22秒180 岩崎　円珂10269 愛知県ｲﾜｻｷ ﾏﾄﾞｶ

19分22秒181 岩崎　恭典10329 愛知県ｲﾜｻｷ ﾔｽﾉﾘ

19分24秒182 箕浦　杏奈10091 長浜市ﾐﾉｳﾗ ｱﾝﾅ

19分25秒183 吉田　陽香10236 栗東市ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ

19分25秒184 吉田　秀子10235 栗東市ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ

19分27秒185 家倉　ななみ10275 福井県ｲｴｸﾗ ﾅﾅﾐ

19分27秒186 家倉　美里10276 福井県ｲｴｸﾗ ﾐｻﾄ

19分34秒187 岩田　結菜10247 長浜市ｲﾜﾀ ﾕﾅ

19分41秒188 平岩　克仁10186 愛知県ﾋﾗｲﾜ ｶﾂﾋﾄ

19分43秒189 三須　透10277 彦根市ﾐｽ ﾄｵﾙ

19分44秒190 高橋　立乃介10127 長浜市ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ

19分44秒191 古谷　正人10108 長浜市ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ

19分49秒192 岩島　珀太朗10061 米原市ｲﾜｼﾏ ﾊｸﾀﾛｳ

19分51秒193 岩島　麻衣子10060 米原市ｲﾜｼﾏ ﾏｲｺ

19分51秒194 澤　恵里香10098 長浜市ｻﾜ

19分52秒195 東本　莉央10256 大阪府ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘｵ

19分52秒196 南浮　慈遠10262 米原市ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｵﾝ

19分57秒197 古谷　蓮10100 長浜市ﾌﾙﾀﾆ

19分57秒198 上杉　真裕10227 大津市ｳｴｽｷﾞ ﾏﾋﾛ

19分59秒199 村田　愛衣10208 大津市ﾑﾗﾀ ﾒｲ

19分59秒200 田濃　小百合10143 長浜市ﾀﾉｳ ｻﾕﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018長浜市あざいお市マラソン -

３ｋｍエンジョイラン
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/10/7

スタート： 10:40:00

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 

20分03秒201 櫛田　和輝10161 長浜市ｸｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

20分03秒202 大西　春輔10062 長浜市ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｽｹ

20分10秒203 福永　真埜10038 長浜市ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾉ

20分10秒204 藤森　考司10036 長浜市ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶｼ

20分17秒205 西尾　惠子10217 長浜市ﾆｼｵ ｹｲｺ

20分21秒206 若林　修一10134 長浜市ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ

20分24秒207 柴原　和美10162 大津市ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾐ

20分24秒208 西尾　佳凜10215 長浜市ﾆｼｵ ｶﾘﾝ

20分25秒209 東本　結子10258 大阪府ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾕｳｺ

20分27秒210 岸根　真生10297 米原市ｷｼﾈ ﾏｵ

20分27秒211 村田　彰人10068 長浜市ﾑﾗﾀ ｱｷﾄ

20分27秒212 岸根　あゆみ10298 米原市ｷｼﾈ ｱﾕﾐ

20分34秒213 村田　綾10070 長浜市ﾑﾗﾀ ｱﾔ

20分35秒214 林　春花10196 守山市ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ

20分35秒215 林　智也10198 守山市ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ

20分36秒216 石津　良昭10008 兵庫県ｲｼﾂﾞ ﾖｼｱｷ

20分37秒217 大西　真弓10206 大阪府ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ

20分39秒218 大橋　祐美10193 長浜市ｵｵﾊｼ ﾕﾐ

20分40秒219 近藤　春子10171 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ

20分41秒220 多賀　志桜10271 静岡県ﾀｶﾞ ｼｵﾝ

20分41秒221 多賀　喜彦10272 静岡県ﾀｶﾞ ﾖｼﾋｺ

20分45秒222 中川　洋志10138 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

20分45秒223 中川　睦生10141 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂｷ

20分47秒224 中井　智実10160 岐阜県ﾅｶｲ ｻﾄﾐ

20分48秒225 坂本　恭花10201 大津市ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｶ

20分48秒226 今井　彩良10308 甲賀市ｲﾏｲ ｻﾗ

20分48秒227 坂本　心10200 大津市ｻｶﾓﾄ ｺｺﾛ

20分48秒228 藤田　栞10284 大阪府ﾌｼﾞﾀ ｼｵﾘ

20分48秒229 脇阪　さよ10283 長浜市ﾜｷｻﾞｶ ｻﾖ

20分53秒230 若林　泰之10028 三重県ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ

20分58秒231 東本　瑠夏10257 大阪府ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾙｶ

20分59秒232 姫野　由美子10163 大津市ﾋﾒﾉ ﾕﾐｺ

21分02秒233 田村　葉子10076 長浜市ﾀﾑﾗ ﾖｳｺ

21分02秒234 中野　美和10078 栗東市ﾅｶﾉ ﾐﾜ

21分02秒235 村田　圭子10312 広島県ﾑﾗﾀ ｹｲｺ

21分05秒236 青木　愛実10082 長浜市ｱｵｷ ﾏﾅﾐ

21分06秒237 岡田　友紀10030 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾕｷ

21分06秒238 河津　大樹10322 彦根市ｶﾜﾂ ﾀｲｷ

21分07秒239 河津　拓10321 彦根市ｶﾜﾂ ﾀｸ

21分09秒240 芦田　俊男10207 三重県ｱｼﾀﾞ ﾄｼｵ

21分12秒241 九住　俊惠10330 大津市ｸｽﾞﾐ ﾄｼｴ

21分16秒242 中村　浩二10254 福井県ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ

21分16秒243 大橋　光江10017 京都府ｵｵﾊｼ ﾐﾂｴ

21分17秒244 田中　美結10210 草津市ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ

21分17秒245 金子　妙子10285 東近江市ｶﾈｺ ﾀｴｺ

21分23秒246 藤本　浬奈10278 東近江市ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾅ

21分23秒247 藤本　晃子10279 東近江市ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷｺ

21分24秒248 水谷　亜希10273 長浜市ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷ

21分27秒249 田中　幸恵10211 草津市ﾀﾅｶ ｻﾁｴ

21分28秒250 林　好和10020 長浜市ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ
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21分31秒251 前田　妙子10315 草津市ﾏｴﾀﾞ ﾀｴｺ

21分40秒252 山本　真由美10015 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ

21分44秒253 米田　幸矢10318 長浜市ﾖﾈﾀﾞ ﾕｷﾔ

21分44秒254 米田　一美10319 長浜市ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

21分49秒255 野崎　景子10286 甲賀市ﾉｻﾞｷ ｹｲｺ

21分50秒256 中野　榮一10002 京都府ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ

21分51秒257 レオン　ホークス10316 彦根市ﾚｵﾝ ﾎｰｸｽ

21分51秒258 アリイブラヒム　マティア10317 彦根市ｱﾘｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾏﾃｨｱ

22分16秒259 日永　芽那10212 野洲市ﾋﾅｶﾞ ﾒｲﾅ

22分19秒260 日永　妃華10213 野洲市ﾋﾅｶﾞ ﾋﾒｶ

22分22秒261 中川　千春10131 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ

22分31秒262 山田　真也10237 大阪府ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ

22分32秒263 山田　枇依10032 大阪府ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ

22分38秒264 金井　まひろ10224 草津市ｶﾅｲ ﾏﾋﾛ

22分39秒265 日置　七瑚10332 長浜市ﾋｵｷ ﾅﾅｺ

22分39秒266 金井　隆平10225 草津市ｶﾅｲ ﾘｭｳﾍｲ

22分39秒267 杉原　敬也10184 大津市ｽｷﾞﾊﾗ ｹｲﾔ

22分40秒268 金井　和美10223 草津市ｶﾅｲ ﾅｺﾞﾐ

22分40秒269 日置　康代10331 長浜市ﾋｵｷ ﾔｽﾖ

22分50秒270 高橋　ひより10177 長浜市ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ

22分58秒271 高橋　万里子10178 群馬県ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ

23分06秒272 堀江　未早希10025 長浜市

23分08秒273 松永　日和10044 長浜市ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾖﾘ

23分15秒274 小谷　めぐみ10299 京都府ｺﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ

23分15秒275 松永　智子10047 長浜市ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ

23分23秒276 中野　結10077 栗東市ﾅｶﾉ ﾕｲ

23分27秒277 中島　照美10105 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙﾐ

23分28秒278 山本　篤子10135 長浜市ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｺ

23分58秒279 浅生　尚子10291 三重県ｱｻｵ ﾅｵｺ

23分58秒280 岩田　真紀10245 長浜市ｲﾜﾀ ﾏｷ

24分18秒281 今井　恵子10307 甲賀市ｲﾏｲ ｹｲｺ

24分19秒282 新井　美洋10112 長浜市ｱﾗｲ ﾐﾋﾛ

24分24秒283 片野　佐知子10301 愛知県ｶﾀﾉ ｻﾁｺ

24分25秒284 横井　美紀子10327 愛知県ﾖｺｲ ﾐｷｺ

24分25秒285 前田　敦史10309 愛知県ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ

24分31秒286 丹部　伊吹10086 長浜市ﾀﾝﾍﾞ ｲﾌﾞｷ

24分38秒287 丹部　淳一10085 長浜市ﾀﾝﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

25分29秒288 是枝　亮丞10282 大阪府ｺﾚｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

25分39秒289 中川　天寧10129 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾏﾈ

25分42秒290 伴　凪紗10054 米原市ﾊﾞﾝ ﾅｷﾞｻ

25分43秒291 伴　明規夫10055 米原市ﾊﾞﾝ ﾐｷｵ

25分46秒292 松﨑　典子10164 大津市ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｺ

26分28秒293 奥田　敏男10019 大阪府ｵｸﾀﾞ ﾄｼｵ

26分28秒294 北村　信秀10041 長浜市ｷﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

26分43秒295 今井　雄一10305 甲賀市ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ

26分53秒296 前田　益代10242 愛知県ﾏｴﾀﾞ ﾏｽﾖ

26分54秒297 足立　稔10133 米原市ｱﾀﾞﾁ ﾐﾉﾙ

27分16秒298 小沼　美里10306 三重県ｺﾇﾏ ﾐｻﾄ

27分21秒299 前田　和樹10313 京都府ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ

27分21秒300 沖島　桜癒10314 京都府ｵｷｼﾏ ｻﾕ
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27分30秒301 中川　景子10139 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｺ

28分29秒302 木村　実華10205 三重県ｷﾑﾗ ﾐｶ

28分30秒303 木村　喜美代10204 三重県ｷﾑﾗ ｷﾐﾖ

30分30秒304 日置　久美子10334 長浜市ﾋｵｷ ｸﾐｺ
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