
- 夢高原かっとび伊吹2022 -

女子総合

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/8/28

スタート： 9:00:00

会場: 伊吹薬草の里文化センター～伊吹山～伊吹小

主催: 夢高原かっとび伊吹実行委員会

1時間12分59秒1 橋本 美奈1043 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾅ

1時間16分41秒2 水口　麻美1061 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｻﾐ

1時間17分28秒3 草薙　絹子1093 ｸｻﾅｷﾞ ｷﾇｺ

1時間19分16秒4 鹿谷 千恵1053 チ－ムサンタｼｶﾀﾆ ﾁｴ

1時間20分42秒5 柴田 理代1069 ｓｕｃｃｅｅｄｼﾊﾞﾀ ﾘﾖ

1時間24分30秒6 向所 静香1050 ﾑｶｲｼﾞｮ ｼｽﾞｶ

1時間25分27秒7 岡 佳保里1004 ブルーミングｵｶ ｶﾎﾘ

1時間25分42秒8 後藤　さとみ1076 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾐ

1時間27分20秒9 竹本 佳世子1020 フジヤマＴＲＣﾀｹﾓﾄ ｶﾖｺ

1時間27分30秒10 紅川 亜紀1077 ﾍﾞﾆｶﾜ ｱｷ

1時間29分21秒11 水谷 真由美1028 ｒｕｎｆｅｅｔﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾕﾐ

1時間30分27秒12 遠藤 由加理1015 マソ練ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ

1時間30分54秒13 西村 順子1033 てるみんランニングクラブﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間31分57秒14 山本 綾1070 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ

1時間32分22秒15 川西　純子1067 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ

1時間32分43秒16 葉山 かおり1018 ﾊﾔﾏ ｶｵﾘ

1時間33分11秒17 今井 千裕1044 ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ

1時間33分28秒18 阪東　礼子1062 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾚｲｺ

1時間33分37秒19 森原 光枝1035 京ラン走ﾓﾘﾊﾗ ﾐﾂｴ

1時間33分44秒20 松田 江里1041 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ

1時間34分33秒21 山内　純子1092 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ

1時間34分34秒22 坂井 悠子1045 ｻｶｲ ﾕｳｺ

1時間35分09秒23 長屋 百合子1008 ﾅｶﾞﾔ ﾕﾘｺ

1時間35分24秒24 桜井　彩1087 ｻｸﾗｲ ｱﾔ

1時間35分36秒25 大西 倫子1058 ＺＫＭ大阪ｵｵﾆｼ ﾘﾝｺ

1時間36分57秒26 尾崎 一絵1042 ｵｻﾞｷ ｲﾁｴ

1時間37分55秒27 元持 朋子1068 Ｓｕｃｃｅｅｄﾓﾄﾓﾁ ﾄﾓｺ

1時間38分12秒28 濱田 千咲1029 ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻｷ

1時間38分37秒29 枡田 鈴1040 ﾏｽﾀﾞ ﾚｲ

1時間39分01秒30 栗須谷 裕美1021 ｸﾘｽﾀﾆ ﾕﾐ

1時間39分20秒31 西川 典子1049 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘｺ

1時間39分54秒32 千田 美和子1011 ｾﾝﾀﾞ ﾐﾜｺ

1時間41分02秒33 阿部 美恵1013 豊橋楽走連ｱﾍﾞ ﾐｴ

1時間42分08秒34 山口 佳子1047 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｺ

1時間42分23秒35 松永 郁子1016 ユニバーＳＣﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸｺ

1時間42分29秒36 石川　真季子1002 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ

1時間43分54秒37 高田 佳子1046 愛知陸協ﾀｶﾀ ｹｲｺ

1時間45分14秒38 山田　康代1063 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ

1時間45分22秒39 松原 葉子1025 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｺ

1時間45分51秒40 内藤 佐智1073 ﾅｲﾄｳ ｻﾁ

1時間46分50秒41 大西 愛1066 ｵｵﾆｼ ｱｲ

1時間47分41秒42 田渕　百合1075 ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ

1時間48分38秒43 片山 智草1036 ｶﾀﾔﾏ ﾁｸﾞｻ

1時間49分55秒44 長谷川 あゆみ1039 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ

1時間50分12秒45 三田村 智子1027 ﾐﾀﾑﾗ ﾄﾓｺ

1時間51分11秒46 水戸 千佳子1014 ﾐﾄ ﾁｶｺ

1時間51分35秒47 柴田 由佳利1026 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶﾘ

1時間51分58秒48 佐光 みお1060 ｻｺｳ ﾐｵ

1時間52分03秒49 栗須 幸1085 ｸﾘｽ ﾕｷ

1時間52分29秒50 今井　優子1089 ｲﾏｲ ﾕｳｺ
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1時間53分05秒51 牧田 芽久美1051 ﾏｷﾀ ﾒｸﾞﾐ

1時間55分50秒52 武山 佐和美1052 ﾀｹﾔﾏ ｻﾜﾐ

1時間55分51秒53 嶺山 万紀子1031 チームサンタﾐﾈﾔﾏ ﾏｷｺ

1時間57分11秒54 二本柳 芙美1072 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾌﾐ

1時間57分49秒55 山腰 真喜1054 一期一会ﾔﾏｺｼ ﾏｷ

1時間57分54秒56 瀬野 瑞穂1078 ｾﾉ ﾐｽﾞﾎ

1時間58分14秒57 坂口 正美1022 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾐ

1時間58分35秒58 吉積　静1079 ﾖｼｽﾞﾐ ｼｽﾞｶ

1時間59分10秒59 新藏　由美1001 ｼﾝｸﾗ ﾕﾐ

1時間59分31秒60 村松 久美子1006 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐｺ

2時間00分00秒61 武村 雅子1064 住友生命ﾀｹﾑﾗ ﾏｻｺ

2時間00分23秒62 渡邉 桃子1084 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ

2時間02分45秒63 岡田 公美1055 ｵｶﾀﾞ ｸﾐ

2時間04分50秒64 曽我部 敬子1023 ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲｺ

2時間05分01秒65 伊藤 みゆき1032 ｲﾄｳ ﾐﾕｷ

2時間05分57秒66 原田 誠子1030 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄｺ

2時間08分44秒67 北川 智香1065 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｶ

2時間09分00秒68 飯尾 満奈美1081 播州走遊会ｲｲｵ ﾐﾅﾐ

2時間09分45秒69 鷲見 ひとみ1071 ぎふ長良川走ろう会ｽﾐ ﾋﾄﾐ

2時間15分36秒70 松岡 朋枝1056 ブルーミングﾏﾂｵｶ ﾄﾓｴ

2時間16分33秒71 小椋　郁子1074 ｵｸﾞﾗ ｲｸｺ

2時間18分38秒72 山本 訓子1019 チームかんやﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｺ

2時間26分03秒73 浦上 里香1024 ｳﾗｶﾐ ﾘｶ

2時間29分52秒74 曽我部 乃里子1017 ガベちゃん夫婦の人生花咲くｿｶﾞﾍﾞ ﾉﾘｺ
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