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11部　女子ハーフマラソン40～49歳
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 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

1時間29分28秒1 福本 かおり2704 ﾌｸﾓﾄ ｶｵﾘ

1時間30分26秒2 辻　友美子2747 ﾂｼﾞ ﾕﾐｺ

1時間34分03秒3 清水　友紀2772 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ

1時間39分46秒4 上原 裕美2780 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ

1時間40分19秒5 田所 佐知子2760 桂川パワーズﾀﾄﾞｺﾛ ｻﾁｺ

1時間40分27秒6 木村 ひろみ2777 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間43分37秒7 山中 櫻子2723 ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗｺ

1時間43分55秒8 徳岡 由美2718 京都炭山修行走ﾄｸｵｶ ﾕﾐ

1時間44分33秒9 梛野 泰子2762 ﾅｷﾞﾉ ﾔｽｺ

1時間45分27秒10 奥野 幸子2709 ＴＥＡＭ　Ｐ－ＭＡＮｵｸﾉ ｻﾁｺ

1時間46分24秒11 吉田 睦美2720 三段池ＲＣﾖｼﾀﾞ ﾑﾂﾐ

1時間46分42秒12 石川 真季子2738 京都・石川漆工房ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ

1時間46分49秒13 玉置 絵里子2757 ﾀﾏｷ ｴﾘｺ

1時間48分28秒14 河野　麻矢2728 ｺｳﾉ ﾏﾔ

1時間48分33秒15 藤本 智子2707 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ

1時間49分08秒16 山口 裕子2714 なでしこ美容室ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ

1時間49分56秒17 林 浩子2729 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ

1時間50分01秒18 高科 麗子2787 ﾀｶｼﾅ ﾚｲｺ

1時間52分12秒19 丸尾 裕美2789 ﾏﾙｵ ﾕﾐ

1時間52分15秒20 岡留 早希子2726 ｵｶﾄﾞﾒ ｻｷｺ

1時間53分44秒21 鞍岡 智春2785 ｸﾗｵｶ ﾁﾊﾙ

1時間54分48秒22 余田 由紀2771 ﾖﾃﾞﾝ ﾕｷ

1時間54分49秒23 藤田 久美子2770 コーラルガーデﾌｼﾞﾀ ｸﾐｺ

1時間55分59秒24 尾中 麻里2725 太陽が丘ＪＣｵﾅｶ ﾏﾘ

1時間56分17秒25 門田 直子2786 たたらぎ組ｶﾄﾞﾀ ﾅｵｺ

1時間56分24秒26 糸井　順子2790 ｲﾄｲ ｼﾞｭﾝｺ

1時間58分19秒27 井上 友美2765 ピノスｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

1時間58分57秒28 安達 純子2763 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ

1時間59分03秒29 谷本 みゆき2743 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕｷ

1時間59分13秒30 日下　恵2766 ｸｻｶ ﾒｸﾞﾐ

1時間59分20秒31 佐藤 瑞江2742 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｴ

1時間59分23秒32 長谷川 めぐみ2710 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間00分07秒33 吉田 澄子2734 ﾖｼﾀﾞ ｽﾐｺ

2時間00分13秒34 福岡 涼子2756 ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｺ

2時間00分14秒35 中村 和代2708 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾖ

2時間00分23秒36 岡田 智恵子2721 ランジョグ近畿ｵｶﾀﾞ ﾁｴｺ

2時間00分53秒37 吉田 明美2701 奈良市役所ＲＣﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ

2時間02分08秒38 松岡 真弓2706 ﾏﾂｵｶ ﾏﾕﾐ

2時間04分19秒39 田中 宏美2746 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ

2時間04分43秒40 橋本 真由子2727 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕｺ

2時間04分57秒41 船木　伯子2735 ゴンジロウﾌﾅｷ ﾉﾘｺ

2時間05分16秒42 松岡 沙奈2754 ﾏﾂｵｶ ｻﾅ

2時間06分20秒43 川崎 詩乃2764 ピノスｶﾜｻｷ ｼﾉ

2時間07分04秒44 遠藤 佳子2755 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ

2時間07分21秒45 橋内 晶2712 ﾊｼｳﾁ ｱｷﾗ

2時間07分22秒46 新田 千尋2713 ﾆｯﾀ ﾁﾋﾛ

2時間07分43秒47 谷尻 淳美2739 ﾀﾆｼﾞﾘ ｱﾂﾐ

2時間07分58秒48 北村 千草2774 ｷﾀﾑﾗ ﾁｸﾞｻ

2時間08分18秒49 入谷　友紀2737 ｲﾘﾀﾆ ﾕｷ

2時間10分05秒50 竹野 佳代子2705 ﾀｹﾉ ｶﾖｺ
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2時間10分26秒51 小西 美香2732 ｺﾆｼ ﾐｶ

2時間10分27秒52 宮前 円2749 ﾐﾔﾏｴ ﾏﾄﾞｶ

2時間11分35秒53 西江 由紀2702 ﾆｼｴ ﾕｷ

2時間11分42秒54 薮 育江2781 ﾔﾌﾞ ｲｸｴ

2時間12分31秒55 松本 幸子2731 京ＲＵＮ走ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ

2時間12分37秒56 川崎 倖子2751 ｶﾜｻｷ ｻﾁｺ

2時間13分20秒57 橘　真紀2740 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｷ

2時間13分29秒58 向山 亜加根2716 ﾑｶｲﾔﾏ ｱｶﾈ

2時間13分30秒59 佐々木 智子2759 チームうな良ｻｻｷ ﾄﾓｺ

2時間14分36秒60 佐藤 洋子2750 ｻﾄｳ ﾖｳｺ

2時間15分17秒61 足立 円2753 ここてんしんｱﾀﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ

2時間15分22秒62 前田 志津江2782 ﾏｴﾀﾞ ｼｽﾞｴ

2時間16分20秒63 知原 眞子2748 ﾁﾊﾗ ｱﾂｺ

2時間18分16秒64 大屋 かおり2773 ｵｵﾔ ｶｵﾘ

2時間19分11秒65 吉川 和美2733 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ

2時間19分34秒66 鳳崎 茜2722 ﾎｳｻﾞｷ ｱｶﾈ

2時間19分59秒67 大藪 幸子2769 あかしやｵｵﾔﾌﾞ ｻﾁｺ

2時間20分30秒68 西口 利加2788 ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｶ

2時間21分34秒69 中村 由加利2703 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ

2時間22分09秒70 須藤 紗織2752 ｽﾄﾞｳ ｻｵﾘ

2時間25分32秒71 小倉　明日香2717 ｵｸﾞﾗ ｱｽｶ

2時間27分24秒72 古川 好美2736 亀岡ハーフマラソンクラブﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾐ

2時間30分31秒73 吉田 絵里2778 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ

2時間31分53秒74 安岡　篤子2741 走れＫＫＳ！！ﾔｽｵｶ ｱﾂｺ

2時間33分17秒75 長崎 啓子2767 ﾅｶﾞｻｷ ｹｲｺ

2時間33分17秒76 長崎 涼子2768 ﾅｶﾞｻｷ ﾘｮｳｺ

2時間35分25秒77 植木 麻由子2783 ｳｴｷ ﾏﾕｺ

2時間35分44秒78 木村 智美2711 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ

2時間38分16秒79 大中 與里子2744 ｵｵﾅｶ ﾖﾘｺ

2時間39分15秒80 本城 由賀2724 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｶ

2時間40分50秒81 伊藤 アユミ2775 ｲﾄｳ ｱﾕﾐ

2時間41分38秒82 森 裕子2758 ﾓﾘ ﾕｳｺ
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