
- 第１９回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

ハーフマラソン　女子40歳～59歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/11/24

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間28分05秒1 長尾　和美5046 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾐ

1時間31分05秒2 松崎　由紀5090 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷ

1時間35分14秒3 岩佐　尚代5013 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間41分38秒4 宗次　由里奈5007 ﾑﾈﾂｸﾞ ﾕﾘﾅ

1時間43分18秒5 柏井　幸恵5103 ｶｼﾜｲ ﾕｷｴ

1時間45分55秒6 細井　秀代5054 ﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾖ

1時間46分02秒7 加藤　桃子5125 ｶﾄｳ ﾓﾓｺ

1時間46分20秒8 宮本　真理子5021 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｺ

1時間48分40秒9 大平　ゆかり5009 ｵｵﾋﾗ ﾕｶﾘ

1時間50分24秒10 余田　由紀5088 ﾖﾃﾞﾝ ﾕｷ

1時間51分23秒11 米本　博美5101 ﾖﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ

1時間52分29秒12 梅本　真弓5055 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間52分31秒13 井浦　美穂5019 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間53分22秒14 郡　奈美5014 ｺｵﾘ ﾅﾐ

1時間54分02秒15 本田　泰子5102 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｺ

1時間55分29秒16 福島　瑞世5034 ﾌｸｼﾏ ﾐｽﾞﾖ

1時間55分44秒17 藤本　圭子5104 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ

1時間56分05秒18 加藤　ひとみ5100 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ

1時間58分01秒19 北島　和美5071 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ

1時間59分12秒20 吉田　典子5041 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ

1時間59分34秒21 野村　和美5068 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間01分08秒22 新居　万里子5001 ﾆｲ ﾏﾘｺ

2時間01分09秒23 中林　真紀5031 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ

2時間02分58秒24 長井　佳子5024 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ

2時間03分25秒25 中嶋　広子5129 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｺ

2時間04分04秒26 米谷　宏美5078 ﾖﾈﾀﾆ ﾋﾛﾐ

2時間05分58秒27 岸　淳子5032 ｷｼ ｼﾞｭﾝｺ

2時間06分29秒28 越久村　まゆみ5105 ｵｸﾑﾗ ﾏﾕﾐ

2時間07分24秒29 三木　真弓5059 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間07分48秒30 鈴江　幸代5099 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ

2時間08分46秒31 矢野　由美5122 ﾔﾉ ﾕﾐ

2時間10分48秒32 田村　花代5082 ﾀﾑﾗ ﾊﾅﾖ

2時間11分11秒33 鹿庭　静香5132 ｶﾆﾜ ｼｽﾞｶ

2時間11分56秒34 高原　しのぶ5123 ﾀｶﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ

2時間12分10秒35 坂東　桂子5028 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間12分36秒36 鷹木　千恵5004 ﾀｶｷﾞ ﾁｴ

2時間13分24秒37 多田　智美5037 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間13分49秒38 邊見　あずさ5010 ﾍﾝﾐ ｱｽﾞｻ

2時間14分43秒39 森岡　仁美5064 ﾓﾘｵｶ ﾋﾄﾐ

2時間14分49秒40 松村　美恵5060 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｴ

2時間14分51秒41 加藤　佐和5121 ｶﾄｳ ｻﾜ

2時間15分00秒42 岩雲　美枝子5026 ｲﾜｸﾏ ﾐｴｺ

2時間15分12秒43 川岡　奈々5080 ｶﾜｵｶ ﾅﾅ

2時間15分21秒44 山本　礼子5050 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｺ

2時間15分39秒45 小西　由美子5130 ｺﾆｼ ﾕﾐｺ

2時間15分43秒46 山内　真理子5110 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間15分44秒47 徳永　なおみ5023 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ

2時間17分53秒48 青野　陽子5011 ｱｵﾉ ﾖｳｺ

2時間18分04秒49 森田　亜紀5120 ﾓﾘﾀ ｱｷ

2時間19分22秒50 川端　美紀5087 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｷ
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2時間20分35秒51 渡部　佳子5066 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ

2時間20分41秒52 鵜飼　理恵5070 ｳｶｲ ﾘｴ

2時間21分38秒53 大塚　綾子5093 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ

2時間21分48秒54 槙　理華5114 ﾏｷ ﾘｶ

2時間21分53秒55 松本　里佳5069 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ

2時間22分35秒56 濱口　ひろみ5128 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

2時間24分32秒57 柏谷　佳子5016 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間24分33秒58 吉田　早苗5133 ﾖｼﾀﾞ ｻﾅｴ

2時間24分54秒59 武田　美恵5108 ﾀｹﾀﾞ ﾐｴ

2時間26分15秒60 尾方　信子5063 ｵｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｺ

2時間26分30秒61 八木　恵美子5097 ﾔｷﾞ ｴﾐｺ

2時間27分39秒62 上原　和江5018 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｴ

2時間27分39秒63 菊川　貴美5012 ｷｸｶﾜ ﾀｶﾐ

2時間27分45秒64 矢部　智子5084 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｺ

2時間28分43秒65 高島　陵子5096 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳｺ

2時間28分43秒66 四宮　弘美5043 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ

2時間29分08秒67 亀井　幸子5033 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間30分16秒68 湯浅　富貴代5073 ﾕｱｻ ﾄｷﾖ

2時間30分43秒69 河内　靖子5030 ｶﾜｳﾁ ﾔｽｺ

2時間30分46秒70 大石　房子5074 ｵｵｲｼ ﾌｻｺ

2時間30分59秒71 盛　恵美子5072 ﾓﾘ ｴﾐｺ

2時間31分10秒72 山下　久紀5027 ﾔﾏｼﾀ ｸｷ

2時間31分16秒73 柴田　みのり5077 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ

2時間31分36秒74 岸本　恵美子5022 ｷｼﾓﾄ ｴﾐｺ

2時間31分44秒75 米倉　史恵5092 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｴ

2時間32分21秒76 東根　由里子5065 ﾋｶﾞｼﾈ ﾕﾘｺ

2時間32分48秒77 飛梅　文5106 ﾄﾋﾞｳﾒ ｱﾔ

2時間32分58秒78 櫻間　雅子5035 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間33分54秒79 和田　聖奈5115 ﾜﾀﾞ ﾐﾅ

2時間35分57秒80 安倍　さゆり5053 ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ

2時間37分09秒81 峠　浩美5079 ﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾐ

2時間37分18秒82 鎌谷　由香5017 ｶﾏﾀﾆ ﾕｶ

2時間37分31秒83 石川　知佐5127 ｲｼｶﾜ ﾁｻ

2時間38分49秒84 佐原　久代5098 ｻﾊﾗ ﾋｻﾖ

2時間39分33秒85 佐藤　一朱5119 ｻﾄｳ ｶｽﾞ

2時間40分10秒86 野口　環5042 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾏｷ

2時間40分31秒87 近藤　恵子5038 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間40分42秒88 西條　伊素子5048 ｻｲｼﾞｮｳ ｲｿｺ

2時間41分19秒89 井口　春名5134 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ

2時間42分53秒90 西岡　寛子5040 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｺ

2時間43分08秒91 寒川　抄麻理5094 ｶﾝｶﾞﾜ ｻｵﾘ

2時間43分08秒92 金子　万喜子5058 ｶﾈｺ ﾏｷｺ

2時間44分07秒93 小田　沙緒5045 ｵﾀﾞ ｻｵ

2時間44分25秒94 乾　めぐみ5015 ｲﾇｲ ﾒｸﾞﾐ

2時間44分36秒95 藤川　裕美5111 ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾛﾐ

2時間44分37秒96 上田　純子5112 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

2時間44分54秒97 黒川　美貴子5086 ｸﾛｶﾜ ﾐｷｺ

2時間46分05秒98 神野　律子5051 ｼﾞﾝﾉ ﾘﾂｺ

2時間48分27秒99 飯坂　淳子5049 ｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間48分39秒100 矢野　佳容子5020 ﾔﾉ ｶﾖｺ
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2時間49分28秒101 上西　恵美5081 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間50分07秒102 上田　尋代5117 ｳｴﾀ ﾋﾛﾖ

2時間56分51秒103 福田　ゆかり5124 ﾌｸﾀﾞ ﾕｶﾘ

2時間57分22秒104 春本　純子5008 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間59分20秒105 山本　直美5085 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ
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