
- 2022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

 2022/10/9

スタート： 10:00:00

会場: 長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター特設コース

主催: 長浜市・長浜市あざいお市マラソン実行委員

1時間24分33秒1 坂東 慶子4001 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

1時間24分51秒2 古山 志穂4004 ﾌﾙﾔﾏ ｼﾎ

1時間24分55秒3 西川 咲希4002 ﾆｼｶﾜ ｻｷ

1時間28分30秒4 鹿谷 千恵4006 ｼｶﾀﾆ ﾁｴ

1時間29分45秒5 柴田 理代4009 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾖ

1時間31分55秒6 本多 規子4003 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ

1時間32分00秒7 山本 可奈子4008 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ

1時間35分41秒8 西村 順子4010 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間36分21秒9 大谷 洋子4011 ｵｵﾀﾆ ﾖｳｺ

1時間38分36秒10 中西 加奈4016 ﾅｶﾆｼ ｶﾅ

1時間39分25秒11 日永 登志子4015 ﾋﾅｶﾞ ﾄｼｺ

1時間41分55秒12 善利 恵子4013 ｾﾘ ｹｲｺ

1時間42分20秒13 村上 憲衣4014 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｴ

1時間45分12秒14 葉山 かおり4017 ﾊﾔﾏ ｶｵﾘ

1時間45分42秒15 河原田 蘭4023 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾗﾝ

1時間46分37秒16 中村 洋美4019 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間48分24秒17 西川 明里4043 ﾆｼｶﾜ ｱｶﾘ

1時間48分31秒18 武田 友紀子4018 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｺ

1時間48分44秒19 中澤 幸子4047 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾁｺ

1時間49分04秒20 西川 典子4022 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘｺ

1時間49分22秒21 高島 美紀子4012 ﾀｶｼﾏ ﾐｷｺ

1時間50分42秒22 上田 さゆり4029 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ

1時間50分53秒23 木下 久美子4048 ｷﾉｼﾀ ｸﾐｺ

1時間52分07秒24 岸 友里4051 ｷｼ ﾕﾘ

1時間52分32秒25 北村 セリーヌ4035 ｷﾀﾑﾗ ｾﾘｰﾇ

1時間53分01秒26 中原 今日子4068 ﾅｶﾊﾗ ｷｮｳｺ

1時間53分07秒27 小嶋 由紀4037 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ

1時間53分54秒28 川端 正美4053 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ

1時間54分13秒29 岡本 理那4026 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ

1時間54分45秒30 前田 順子4027 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間55分39秒31 赤松 真美4033 ｱｶﾏﾂ ﾏﾐ

1時間55分50秒32 加藤 利恵子4021 ｶﾄｳ ﾘｴｺ

1時間56分44秒33 伏木 梨絵4095 ﾌｼｷ ﾘｴ

1時間57分05秒34 田尻 はるか4076 ﾀｼﾞﾘ ﾊﾙｶ

1時間58分02秒35 鈴木 敏美4050 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ

1時間58分04秒36 石田 久美子4089 ｲｼﾀﾞ ｸﾐｺ

1時間58分42秒37 佐々木 千佳子4049 ｻｻｷ ﾁｶｺ

1時間59分09秒38 北田 知子4025 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ

1時間59分29秒39 脇坂 史子4032 ﾜｷｻｶ ﾌﾐｺ

2時間00分20秒40 桑原 こずえ4088 ｸﾜﾊﾗ ｺｽﾞｴ

2時間01分07秒41 水野 智子4085 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ

2時間02分04秒42 斎藤 具子4039 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ

2時間02分32秒43 安齋 明里4041 ｱﾝｻｲ ｱｶﾘ

2時間02分39秒44 佐藤 さやか4045 ｻﾄｳ ｻﾔｶ

2時間02分46秒45 三沢 慶子4020 ﾐｻﾜ ｹｲｺ

2時間03分55秒46 見置 幸代4042 ﾐｵｷ ｻﾁﾖ

2時間04分19秒47 森川 薫4028 ﾓﾘｶﾜ ｶｵﾙ

2時間04分39秒48 宮永 友紀4083 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾕｷ

2時間05分41秒49 青木 陽子4114 ｱｵｷ ﾖｳｺ

2時間06分00秒50 箕形 とも子4040 ﾐｶﾀ ﾄﾓｺ
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2時間06分08秒51 川越 昌絵4057 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻｴ

2時間06分22秒52 紺村 真紀4077 ｺﾝﾑﾗ ﾏｷ

2時間06分25秒53 鎌田 富美子4063 ｶﾏﾀﾞ ﾌﾐｺ

2時間07分41秒54 水口 静子4067 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｽﾞｺ

2時間08分01秒55 分木 真優4070 ﾌﾞﾝｷ ﾏﾕ

2時間08分25秒56 辻 京子4055 ﾂｼﾞ ｷｮｳｺ

2時間09分04秒57 吉田 那菜絵4073 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅｴ

2時間09分17秒58 白崎 佳代4058 ｼﾗｻｷ ｶﾖ

2時間09分48秒59 木村 淳子4098 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

2時間10分31秒60 連 美詠子4052 ﾑﾗｼﾞ ﾐｴｺ

2時間11分14秒61 永田 景子4030 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｺ

2時間12分56秒62 小川 久美4082 ｵｶﾞﾜ ｸﾐ

2時間13分10秒63 大木 あかね4109 ｵｵｷ ｱｶﾈ

2時間13分16秒64 坂巻 美恵4097 ｻｶﾏｷ ﾐｴ

2時間13分31秒65 山下 涼子4056 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｺ

2時間14分53秒66 深尾 喜穂子4059 ﾌｶｵ ｷﾎｺ

2時間14分57秒67 小山 由紀子4060 ｺﾔﾏ ﾕｷｺ

2時間15分39秒68 栂村 桂子4031 ﾂｶﾞﾑﾗ ｹｲｺ

2時間15分40秒69 バクナワ マニリン4046 ﾊﾞｸﾅﾜ ﾏﾆﾘﾝ

2時間16分08秒70 古川 三千代4062 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾁﾖ

2時間17分08秒71 細井 菜津4094 ﾎｿｲ ﾅﾂ

2時間17分15秒72 岩倉 由美4112 ｲﾜｸﾗ ﾕﾐ

2時間18分57秒73 相田 雅子4100 ｱｲﾀﾞ ﾏｻｺ

2時間19分10秒74 種田 尚子4081 ﾀﾈﾀﾞ ﾅｵｺ

2時間19分51秒75 松永 奈々4034 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅ

2時間20分27秒76 福永 かおる4069 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｵﾙ

2時間21分13秒77 中村 香津子4066 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ

2時間21分37秒78 新居 直子4104 ｱﾗｲ ﾅｵｺ

2時間21分56秒79 林 由香里4038 ﾊﾔｼ ﾕｶﾘ

2時間22分24秒80 森 朱里4092 ﾓﾘ ｱｶﾘ

2時間22分28秒81 川越 名緒子4090 ｶﾜｺﾞｴ ﾅｵｺ

2時間22分45秒82 倉橋 佳代4087 ｸﾗﾊｼ ｶﾖ

2時間23分24秒83 清水 瑞穂4107 ｼﾐｽﾞ ﾐｽﾞﾎ

2時間24分05秒84 前野 美樹4113 ﾏｴﾉ ﾐｷ

2時間24分36秒85 西澤 英美4074 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ

2時間24分38秒86 西村 光代4072 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾖ

2時間24分46秒87 乾澤 雅美4071 ｲﾇｲｻﾞﾜ ﾏｻﾐ

2時間26分25秒88 常喜 綾子4036 ｼﾞｮｳｷﾞ ｱﾔｺ

2時間26分59秒89 小西 真弓4054 ｺﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間29分35秒90 小田 真紀子4080 ｵﾀﾞ ﾏｷｺ

2時間31分15秒91 原田 弥生4007 ﾊﾗﾀﾞ ﾔﾖｲ

2時間34分09秒92 今川 真弥4084 ｲﾏｶﾞﾜ ﾏﾔ

2時間36分27秒93 清水 唯葉4103 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾊ

2時間37分11秒94 八田 弘子4079 ﾊｯﾀ ﾋﾛｺ

2時間42分43秒95 仲谷 多賀子4111 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｺ

2時間43分44秒96 小山 恵梨4102 ｺﾔﾏ ｴﾘ

2時間45分29秒97 新井 真歩4086 ｱﾗｲ ﾏﾎ

2時間46分47秒98 高田 裕子4105 ﾀｶﾀ ﾕｳｺ
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