
- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　女子16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2013.3.17(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川ハーフマラソン大会実行委員会

1時間29分41秒1 佐藤　祐子1509 ｻﾄｳ ｻﾁｺ

1時間31分54秒2 岩佐　尚代1517 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間34分52秒3 三好　真佐美1553 ＡＯＫランニングクラブﾐﾖｼ ﾏｻﾐ

1時間41分07秒4 和田　佳那1565 徳島市陸協ﾜﾀﾞ ｶﾅ

1時間46分35秒5 滝花　美咲1590 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾐｻｷ

1時間48分36秒6 百歩　彩1582 四国大学ﾋｬｸﾌﾞ ｱﾔ

1時間48分47秒7 木村　博美1510 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間49分43秒8 林　美佳1552 ﾊﾔｼ ﾐｶ

1時間51分21秒9 宮本　早苗1639 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ

1時間52分23秒10 高元　莉穂1545 ２４空バレー部ﾀｶﾓﾄ ﾘﾎ

1時間52分24秒11 横野　志帆1588 鴨島病院ﾖｺﾉ ｼﾎ

1時間52分28秒12 坂本　まゆみ1613 ランニングダックスｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間54分05秒13 長尾　和美1515 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾐ

1時間55分24秒14 高津　真由美1600 ｺｳｽﾞ ﾏﾕﾐ

1時間56分16秒15 西岡　由衣1595 四国大学ﾆｼｵｶ ﾕｲ

1時間57分23秒16 鎌元　真衣子1572 ＴＪＰｶﾏﾓﾄ ﾏｲｺ

1時間58分48秒17 吉本　有美子1554 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾐｺ

1時間58分51秒18 竹本　成美1665 徳島大学ﾀｹﾓﾄ ﾅﾙﾐ

1時間59分01秒19 中林　真紀1548 徳島文理大学ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ

2時間01分33秒20 湯浅　美智代1591 Ｔｅａｍ黒犬ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ

2時間01分53秒21 阿部　公代1594 ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ

2時間02分07秒22 谷　奈都美1611 ﾀﾆ ﾅﾂﾐ

2時間02分46秒23 楠　佑美1592 ｸｽﾉｷ ﾕﾐ

2時間03分35秒24 毛利　奈那江1610 ﾓｳﾘ ﾅﾅｴ

2時間03分36秒25 橘川　典子1508 ｷﾂｶﾜ ﾉﾘｺ

2時間03分53秒26 圓藤　志乃1581 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉ

2時間04分09秒27 小野　桜子1538 ｵﾉ ｻｸﾗｺ

2時間04分12秒28 ヘッド　アンナ1651 ﾍｯﾄﾞ ｱﾝﾅ

2時間08分05秒29 川端　美紀1534 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｷ

2時間08分26秒30 下岡　真由美1602 ｼﾓｵｶ ﾏﾕﾐ

2時間08分43秒31 安田　雅美1690 走ＲＵＮＤＡＹﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾐ

2時間09分17秒32 新野　絵美1514 ｼﾝﾉ ｴﾐ

2時間09分19秒33 川田　美江1518 ☆たいのはま☆ｶﾜﾀ ﾐｴ

2時間09分33秒34 多牧　麻由美1649 ﾀﾏｷ ﾏﾕﾐ

2時間10分09秒35 山科　ひろみ1631 ﾔﾏｼﾅ ﾋﾛﾐ

2時間10分30秒36 谷口　知絵子1614 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁｴｺ

2時間11分04秒37 東田　有希1589 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷ

2時間11分31秒38 曽我　紗野佳1664 ｿｶﾞ ｻﾔｶ

2時間11分37秒39 須藤　真知1520 ｽﾄｳ ﾏﾁ

2時間11分58秒40 犬伏　比呂子1612 ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾛｺ

2時間12分17秒41 太田　かおり1512 ｵｵﾀ ｶｵﾘ

2時間12分36秒42 長谷川　美樹1626 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ

2時間12分45秒43 安藤　佳世子1660 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ

2時間13分05秒44 田浦　佳奈1608 ﾀｳﾗ ｶﾅ

2時間13分36秒45 谷木　葉月1641 ﾀﾆｷ ﾊﾂﾞｷ

2時間13分43秒46 円藤　愛子1543 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ

2時間13分59秒47 中野渡　早苗1556 チーム徳島人ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｻﾅｴ

2時間14分09秒48 西村　朱美1685 走ＲＵＮＤＡＹﾆｼﾑﾗ ｱｹﾐ

2時間14分20秒49 前田　絢子1580 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ

2時間14分37秒50 東口　素子1661 徳島大学ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾓﾄｺ
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2時間14分52秒51 小松　加代子1618 ｺﾏﾂ ｶﾖｺ

2時間14分54秒52 佐々木　圭子1524 ｻｻｷ ｹｲｺ

2時間14分56秒53 福田　紀子1501 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間15分08秒54 川口　由可里1636 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｶﾘ

2時間15分35秒55 谷　幸代1607 ﾀﾆ ｻﾁﾖ

2時間15分39秒56 藤本　清美1511 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間16分57秒57 池淵　万利子1688 ｲｹﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ

2時間17分12秒58 大塚　綾子1605 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ

2時間17分55秒59 福田　七穂子1584 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｺ

2時間18分12秒60 加嶋　洋子1675 徳島大学ｶｼﾏ ﾖｳｺ

2時間18分14秒61 矢田　貴子1640 ﾔﾀ ﾀｶｺ

2時間18分47秒62 荒川　陽子1519 走RUNDAYｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ

2時間19分28秒63 下間　教子1619 香川ＲＣ遊ｼﾓﾏ ﾉﾘｺ

2時間19分29秒64 飛越　亜希子1597 ﾄﾋﾞｺｴ ｱｷｺ

2時間19分31秒65 キマ　ナサク1676 ｷﾏ ﾅｻｸ

2時間19分41秒66 美馬　恵子1634 ﾐﾏ ｹｲｺ

2時間19分44秒67 小倉　麻里1601 ｵｸﾞﾗ ﾏﾘ

2時間20分35秒68 森本　博美1583 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間21分06秒69 松井　直美1637 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ

2時間21分10秒70 山本　尚美1523 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ

2時間21分26秒71 今井　美晴1680 ｲﾏｲ ﾐﾊﾙ

2時間22分00秒72 撫養　理恵1650 ﾑﾔ ﾘｴ

2時間22分38秒73 中尾　遥奈1677 徳島文理大学ﾅｶｵ ﾊﾙﾅ

2時間23分04秒74 ボードマン　エマ1670 徳島県庁ﾎﾞｰﾄﾞﾏﾝ ｴﾏ

2時間23分05秒75 蔵本　聖子1526 ｸﾗﾓﾄ ｾｲｺ

2時間23分16秒76 伊吹　加奈子1654 ｲﾌﾞｷ ｶﾅｺ

2時間23分17秒77 西分　由子1529 ﾆｼﾌﾞﾝ ﾕｺ

2時間23分18秒78 近藤　里美1530 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾐ

2時間23分27秒79 藤原　春香1652 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

2時間23分53秒80 村上　典子1575 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｺ

2時間23分58秒81 杉谷　雪1527 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

2時間25分35秒82 岡本　奈々1648 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ

2時間26分30秒83 岩根　里衣1678 徳島文理大学ｲﾜﾈ ﾘｴ

2時間27分10秒84 小倉　美穂1507 ｵｸﾞﾗ ﾐﾎ

2時間27分15秒85 加川　絵美1533 ｶｶﾞﾜ ｴﾐ

2時間28分20秒86 井川　愛梨1625 チームながさわｲｶﾜ ｴﾘ

2時間28分41秒87 山口　美輪1599 徳島大学大学院ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜ

2時間28分46秒88 西岡　奈津子1617 ﾆｼｵｶ ﾅﾂｺ

2時間29分09秒89 岩谷　奈緒1521 ｲﾜﾀﾆ ﾅｵ

2時間29分52秒90 森脇　由香1620 徳島大学ﾓﾘﾜｷ ﾕｶ

2時間31分18秒91 新宮　恵1502 勝浦病院ﾆｲﾐﾔ ｹｲ

2時間31分55秒92 湊　紀代1653 ﾐﾅﾄ ﾐﾁﾖ

2時間32分09秒93 大木　美佳1537 ｵｵｷﾞ ﾐｶ

2時間32分31秒94 長瀬　留美1562 ﾅｶﾞｾ ﾙﾐ

2時間32分40秒95 鈴木　美希1682 ｽｽﾞｷ ﾐｷ

2時間33分13秒96 堀部　裕美1550 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾐ

2時間33分28秒97 四宮　理津子2207 TJPｼﾉﾐﾔ ﾘﾂｺ

2時間34分28秒98 多田　小織1540 鳴門病院ﾀﾀﾞ ｻｵﾘ

2時間35分21秒99 若田　亜希1686 走ＲＵＮＤＡＹﾜｶﾀ ｱｷ

2時間35分58秒100 坂東　忍1506 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ
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2時間36分00秒101 福田　和美1516 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

2時間36分05秒102 登家　梢1569 ＴＪＰﾉﾎﾞﾘﾔ ｺｽﾞｴ

2時間36分30秒103 田中　美和1638 ＭＩＺＵＹＡﾀﾅｶ ﾐﾜ

2時間36分38秒104 庄野　鹿預1549 ｼｮｳﾉ ｶﾖ

2時間37分32秒105 小中　瑠実1644 ｺﾅｶ ﾙﾐ

2時間37分36秒106 佐藤　綾子1578 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ

2時間37分46秒107 林　美穂1559 ﾊﾔｼ ﾐﾎ

2時間38分03秒108 坂東　さやか1691 京都学園大学ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ

2時間38分03秒109 江本　祐子1671 ｴﾓﾄ ﾕｳｺ

2時間38分04秒110 松原　真由美1563 バボちゃんず☆ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ

2時間38分18秒111 笠井　緑1668 ｶｻｲ ﾐﾄﾞﾘ

2時間38分19秒112 余保　未奈美1669 ﾖﾎ ﾐﾅﾐ

2時間39分55秒113 春本　純子1574 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間41分35秒114 今岡　佳奈1646 ｲﾏｵｶ ｶﾅ

2時間42分09秒115 阿波　三奈加1567 ｱﾜ ﾐﾅｶ

2時間42分24秒116 八木　理恵1642 ﾔｷﾞ ﾘｴ

2時間43分01秒117 坂本　幸1544 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ

2時間43分02秒118 伊達　恵美1666 徳島大学ﾀﾞﾃ ｴﾐ

2時間43分10秒119 川野　範子1593 ｶﾜﾉ ﾉﾘｺ

2時間43分30秒120 山尾　美佳1628 ﾔﾏｵ ﾐｶ

2時間43分58秒121 田河　町英1535 ﾀｶﾞﾜ ﾏﾁｴ

2時間44分22秒122 生田　葉月1585 ｲｸﾀ ﾊﾂﾞｷ

2時間44分38秒123 岡　真寿美1603 チーム源ｵｶ ﾏｽﾐ

2時間44分38秒124 梅田　優子1604 チーム源ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間45分08秒125 岸本　ルミ1663 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ

2時間45分24秒126 福良　衣雪1513 ﾌｸﾗ ｲﾕｷ

2時間45分57秒127 眞鍋　怜子1577 ﾏﾅﾍﾞ ﾚｲｺ

2時間46分17秒128 上田　裕子1531 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間46分17秒129 原　万美子1662 ﾊﾗ ﾏﾐｺ

2時間46分33秒130 宮竹　郁代1536 走Rundayﾐﾔﾀｹ ﾌﾐﾖ

2時間46分43秒131 小山　芳子1632 ｺﾔﾏ ﾖｼｺ

2時間46分46秒132 川村　恵1566 ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間47分42秒133 正木　未菜1587 チーム知代未ﾏｻｷ ﾐﾅ

2時間49分56秒134 岸野　美穂1522 ｷｼﾉ ﾐﾎ

2時間50分45秒135 宮本　昌希1561 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ

2時間51分15秒136 田中　絵美子1558 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ

2時間53分22秒137 清　みゆき1560 ひのみね総合療育センターｾｲ ﾐﾕｷ

2時間54分16秒138 暮石　陽子1606 ｸﾚｲｼ ﾖｳｺ

2時間54分26秒139 岡久　裕子1528 ｵｶﾋｻ ﾋﾛｺ

2時間54分30秒140 藤井　有希1681 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ

3時間01分17秒141 岡　由紀1684 ｵｶ ﾕｷ

3時間01分29秒142 上町　まどか1683 ｳｴﾏﾁ ﾏﾄﾞｶ

3時間04分59秒143 川崎　真弥1627 サイワイマンｶﾜｻｷ ﾏﾔ
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