
- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　女子40歳以上

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30分03秒1 山口　由紀1725 徳島かめRCﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ

1時間34分45秒2 門田　弥生1721 ﾁｰﾑ♪虎美ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ

1時間36分49秒3 仁木　千賀1898 ＤＯＯＲＳＲＣﾆｷ ﾁｶ

1時間38分25秒4 藤中　典代1858 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ

1時間39分54秒5 内藤　佳子1862 クリソスＲＣﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ

1時間42分46秒6 佐藤　裕子1739 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

1時間43分14秒7 後藤田　智美1923 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾐ

1時間44分39秒8 坂上　智恵美1943 ｻｶｶﾞﾐ ﾁｴﾐ

1時間45分10秒9 原田　真紀1832 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ

1時間47分28秒10 栗林　美津枝1888 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間48分23秒11 今津　毬子1729 徳島健走会ｲﾏﾂﾞ ﾏﾘｺ

1時間49分33秒12 永田　知栄子1841 高松信金ＡＣﾅｶﾞﾀ ﾁｴｺ

1時間49分56秒13 峯野　由美子1839 八万南ＲＣﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ

1時間50分06秒14 渡辺　智穂1808 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾎ

1時間50分14秒15 中本　由紀1735 T・走るんじょﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

1時間51分11秒16 梅本　真弓1863 ＴＪＰｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間51分37秒17 吉田　典子1726 TJPﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ

1時間52分24秒18 村賀　洋子1860 ﾑﾗｶﾞ ﾖｳｺ

1時間52分59秒19 天野　弘美1746 チーム黒犬ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

1時間54分02秒20 井浦　美穂1869 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間54分06秒21 小泉　記代美1881 ｏｍｈｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ

1時間56分28秒22 松尾　和美1887 大久保病院ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ

1時間56分46秒23 田中　真由美1962 徳島県中小企業青年中央会ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ

1時間57分00秒24 尾方　香織1932 ｵｶﾞﾀ ｶｵﾘ

1時間57分07秒25 網干　佳代子1906 ｱﾎﾞｼ ｶﾖｺ

1時間57分16秒26 平島　ゆかり10005

1時間57分30秒27 坂東　きみ子1907 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ

1時間57分54秒28 歯朶尾　優子1899 ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ

1時間58分26秒29 阿部　淑江1926 ｱﾍﾞ ﾄｼｴ

1時間58分57秒30 長井　佳子1732 徳島健走会ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ

1時間58分59秒31 鈴江　幸代1715 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ

1時間59分14秒32 近藤　あけみ1861 ＴＪＰｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ

1時間59分53秒33 島川　紀子1909 ｼﾏｶﾜ ﾉﾘｺ

2時間00分08秒34 梅本　美也1947 ｳﾒﾓﾄ ﾐﾔ

2時間00分38秒35 小川　みどり1929 チーム栄光ｵｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ

2時間00分41秒36 武藤　千明1838 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ

2時間01分07秒37 木村　栄子1776 ｷﾑﾗ ｴｲｺ

2時間01分50秒38 寺田　良江1949 走ＲＡＮＤＡＹﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｴ

2時間02分02秒39 島出　恵美子1905 ｼﾏﾃﾞ ｴﾐｺ

2時間02分05秒40 三木　祐子1799 ＴＥＡＭ★大虎ﾐｷ ﾕｳｺ

2時間02分53秒41 大西　久美1902 黒犬チームｵｵﾆｼ ｸﾐ

2時間03分01秒42 松永　恵美子1718 札幌金寿司ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ

2時間04分04秒43 尾崎　則子1884 ◆ＨＭＲＣ◆ｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ

2時間04分46秒44 松田　紀美代1711 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾐﾖ

2時間05分46秒45 依光　桃子1955 ﾖﾘﾐﾂ ﾓﾓｺ

2時間05分50秒46 木下　智美1889 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾐ

2時間06分26秒47 住田　瑞子1825 あいずみＳＣｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ

2時間06分43秒48 杉浦　茉莉子1702 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾘｺ

2時間06分51秒49 楠　博子1752 TJPｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ

2時間07分03秒50 金山　美穂1934 ｶﾅﾔﾏ ﾐﾎ
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2時間07分09秒51 大津　みどり1903 クリソスｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ

2時間07分16秒52 中島　緑1816 ㈱オーエムスポーツﾅｶｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ

2時間07分42秒53 平尾　真麻1712 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ

2時間07分50秒54 東岡　喜作子1842 ﾄｳｺｳ ｷｻｺ

2時間08分01秒55 太居　初美1941 ﾀｲ ﾊﾂﾐ

2時間08分51秒56 髙木　博代1757 走らんDAYﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾖ

2時間08分52秒57 馬場　智恵美1922 ﾊﾞﾊﾞ ﾁｴﾐ

2時間09分12秒58 土橋　満子1844 クリソスランニングクラブﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂｺ

2時間09分17秒59 榎本　千佳1814 榎本ＦＲＣｴﾉﾓﾄ ﾁｶ

2時間09分21秒60 松浦　智香1970 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ

2時間09分41秒61 徳永　なおみ1886 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ

2時間09分57秒62 三木　真弓1897 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間10分32秒63 戸川　浩美1710 Team黒犬ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間10分37秒64 前橋　初美1848 チーム虎美♪ﾏｴﾊﾞｼ ﾊﾂﾐ

2時間11分05秒65 坂東　桂子1756 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間11分39秒66 平山　美香子1911 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｶｺ

2時間11分52秒67 北島　布美子1722 ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐｺ

2時間12分15秒68 高橋　佐智子1882 チームゆりなﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ

2時間12分19秒69 杉山　美千代1815 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾖ

2時間12分24秒70 東　真須美1865 ｱｽﾞﾏ ﾏｽﾐ

2時間12分38秒71 樋上　美千子1819 ﾋｶﾐ ﾐﾁｺ

2時間12分58秒72 岸　裕美1948 ｷｼ ﾋﾛﾐ

2時間13分05秒73 荒石　たづ子1920 ｱﾗｲｼ ﾀﾂﾞｺ

2時間13分06秒74 山内　真理子1795 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間13分23秒75 浦野　るり子1731 ｳﾗﾉ ﾙﾘｺ

2時間13分50秒76 山野　亜紀子1737 ﾔﾏﾉ ｱｷｺ

2時間13分59秒77 浅川　真理子1835 ｱｻｶﾜ ﾏﾘｺ

2時間14分07秒78 福島　美智子1952 ﾌｸｼﾏ ﾐﾁｺ

2時間14分10秒79 篠永　ひとみ1806 ｼﾉﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ

2時間14分15秒80 柳川　公代1936 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ

2時間14分32秒81 佐藤　聡子1813 ｻﾄｳ ｻﾄｺ

2時間14分34秒82 原田　由美1767 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ

2時間14分44秒83 亀井　幸子1714 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間14分45秒84 森田　美紀子1892 クリソスＲＣﾓﾘﾀ ﾐｷｺ

2時間14分48秒85 片岡　由紀子1925 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ

2時間14分49秒86 和田　悦代1805 徳大ＴＪＰﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ

2時間15分04秒87 夏凪　正枝1851 なっちゃん一族ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ

2時間15分04秒88 森　千代美1883 チーム知代未ﾓﾘ ﾁﾖﾐ

2時間15分22秒89 森本　光枝1802 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｴ

2時間15分40秒90 工藤　由美子1913 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ

2時間15分43秒91 久保　やゆみ1867 ｸﾎﾞ ﾔﾕﾐ

2時間16分03秒92 向井　佳子1855 ﾑｶｲ ﾖｼｺ

2時間16分22秒93 吉井　真里1951 ﾖｼｲ ﾏﾘ

2時間16分44秒94 長船　晶子1904 ＴＥＡＭ　黒犬ｵｻﾌﾈ ｼｮｳｺ

2時間16分57秒95 木村　善子1771 Team　condorｷﾑﾗ ﾖｼｺ

2時間17分11秒96 笠井　ミネ子1758 ｶｻｲ ﾐﾈｺ

2時間17分16秒97 鎌田　喜久代1820 ＴＪＰｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ

2時間17分28秒98 宮田　真弓1828 ﾐﾔﾀ ﾏﾕﾐ

2時間17分50秒99 上田　正美1826 ＴＪＰｳｴﾀ ﾏｻﾐ

2時間17分52秒100 大石　房子1876 あいずみジョギングクラブｵｵｲｼ ﾌｻｺ
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2時間18分01秒101 山元　みどり1885 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ

2時間18分01秒102 和田　朱実1831 ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ

2時間18分25秒103 入倉　真佐子1845 小野農園ｲﾘｸﾗ ﾏｻｺ

2時間18分39秒104 土川　弘子1706 ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｺ

2時間18分44秒105 高橋　啓子1823 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ

2時間19分15秒106 中林　正枝1817 風流海部ＲＣﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｴ

2時間19分30秒107 滝川　恵津子1762 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ

2時間19分42秒108 濱西　由佳理1931 ﾊﾏﾆｼ ﾕｶﾘ

2時間19分57秒109 洲崎　由美子1754 ｽｻｷ ﾕﾐｺ

2時間20分04秒110 角山　里美1972 ｶｸﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間20分19秒111 多田　桂子1933 ﾀﾀﾞ ｹｲｺ

2時間20分21秒112 谷藤　正子1750 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾏｻｺ

2時間20分32秒113 楠　景子1937 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間20分41秒114 石川　洋子1830 ｲｼｶﾜ ﾖｳｺ

2時間20分44秒115 三浦　智恵1701 ﾐｳﾗ ﾁｴ

2時間20分47秒116 山口　美香1877 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｶ

2時間21分13秒117 新居　君子1853 ＴＪＰﾆｲ ｷﾐｺ

2時間21分17秒118 西岡　敦代1849 ＴＪＰﾆｼｵｶ ｱﾂﾖ

2時間21分54秒119 石本　悦子1974 ｲｼﾓﾄ ｴﾂｺ

2時間22分27秒120 河井　聖子1818 ＴＪＰｶﾜｲ ｷﾖｺ

2時間22分55秒121 浅田　一代1953 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾖ

2時間23分15秒122 槙　理華1966 ﾏｷ ﾘｶ

2時間23分15秒123 竹田　恵津子1740 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｺ

2時間24分18秒124 宮武　知津子1879 チーム黒犬ﾐﾔﾀｹ ﾁｽﾞｺ

2時間24分18秒125 田中　香織1864 ＴＪＰﾀﾅｶ ｶｵﾘ

2時間24分24秒126 河野　雅代1716 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間24分29秒127 白山　美枝子1918 ｼﾛﾔﾏ ﾐｴｺ

2時間24分39秒128 武田　美穂1724 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ

2時間25分04秒129 森川　三保1779 はじめてのﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ

2時間25分20秒130 金子　万喜子1900 ｶﾈｺ ﾏｷｺ

2時間25分50秒131 北野　照美1847 チームひなｷﾀﾉ ﾃﾙﾐ

2時間26分11秒132 西條　満江1723 Team黒犬ｻｲｼﾞｮｳ ﾐﾂｴ

2時間26分37秒133 太田　悦子1971 三井ランニングクラブｵｵﾀ ｴﾂｺ

2時間26分49秒134 遠藤　智津子1787 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾂﾞｺ

2時間26分53秒135 星場　はるか1956 ﾎｼﾊﾞ ﾊﾙｶ

2時間27分01秒136 中西　美枝1871 ﾅｶﾆｼ ﾐｴ

2時間27分14秒137 谷　文代1912 ﾀﾆ ﾌﾐﾖ

2時間27分17秒138 藤本　洋子1772 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間27分28秒139 松本　真寿美1777 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ

2時間27分31秒140 須崎　美和1978 ハッピーランナーズｽｻﾞｷ ﾐﾜ

2時間27分44秒141 数胴　かずみ1720 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ

2時間27分47秒142 脇川　慶子1705 ｸﾘｿｽﾜｷｶﾜ ｹｲｺ

2時間28分19秒143 矢部　知子1727 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｺ

2時間28分32秒144 平島　裕美子1873 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕﾐｺ

2時間28分38秒145 西岡　麻里子1924 ﾆｼｵｶ ﾏﾘｺ

2時間28分56秒146 紙　由美子1793 ｶﾐ ﾕﾐｺ

2時間29分03秒147 津地　いづみ1976 ﾂｼﾞ ｲﾂﾞﾐ

2時間29分07秒148 森　慶子1938 ﾓﾘ ｹｲｺ

2時間29分46秒149 井上　千佳恵1837 兼松病院ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ

2時間29分49秒150 佐藤　一美1821 ＴＪＰｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ
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2時間29分49秒151 井川　輝実1872 ｲｶﾜ ﾃﾙﾐ

2時間30分14秒152 森本　裕美1964 徳島県中小企業青年中央会ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐ

2時間30分23秒153 櫻間　雅子1810 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間30分24秒154 川端　恵理子1797 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾘｺ

2時間30分27秒155 細川　智恵1708 ﾎｿｶﾜ ﾁｴ

2時間30分48秒156 武田　美華子1738 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｺ

2時間30分51秒157 遠藤　恵美1765 チーム屋島ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾐ

2時間30分53秒158 山口　秀子1968 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間31分26秒159 早雲　眞弓1803 チーム・走るんじょﾊﾔｸﾓ ﾏﾕﾐ

2時間31分36秒160 空田　登美恵1965 徳島県中小企業青年中央会ｿﾗﾀ ﾄﾐｴ

2時間31分46秒161 藤本　克子1850 オンザロードﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｺ

2時間32分23秒162 成川　律子1927 ﾅﾘｶﾜ ﾘﾂｺ

2時間32分36秒163 米津　伸枝1827 ﾖﾈﾂﾞ ﾉﾌﾞｴ

2時間32分36秒164 大塚　由香1833 ｵｵﾂｶ ﾕｶ

2時間32分36秒165 泉　有美1875 ｲｽﾞﾐ ﾕﾐ

2時間32分38秒166 谷　由希子1975 ﾀﾆ ﾕｷｺ

2時間32分47秒167 倉本　裕美1928 ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間33分28秒168 山下　和代1760 TJPﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾖ

2時間34分18秒169 上田　?子1783 ｳｴﾀ ｹｲｺ

2時間34分41秒170 井内　明美1804 ＴＪＰｲｳﾁ ｱｹﾐ

2時間34分45秒171 勝浦　祐子1891 ｶﾂｳﾗ ﾕｳｺ

2時間34分50秒172 槇本　真琴1915 ポンポコﾏｷﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間35分15秒173 中野　照美1866 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ

2時間35分34秒174 郡　真紀1977 ｺｵﾘ ﾏｷ

2時間35分37秒175 谷川　幸代1778 徳島大学ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾁﾖ

2時間35分53秒176 藤田　明美1788 ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

2時間36分00秒177 市原　美貴1717 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ

2時間36分39秒178 川内　訟子1794 ｶﾜｳﾁ ｼｮｳｺ

2時間36分41秒179 橘　美代1896 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾖ

2時間37分07秒180 三谷　美晴1843 ﾐﾀﾆ ﾐﾊﾙ

2時間37分18秒181 阿部　和代1744 TJPｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖ

2時間38分27秒182 田端　陽子1834 幸屋ＲＣﾀﾊﾞﾀ ﾖｳｺ

2時間39分14秒183 山口　美千代1963 徳島県中小企業青年中央会ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ

2時間39分32秒184 大島　知真子1785 ｵｵｼﾏ ﾁﾏｺ

2時間39分49秒185 朝長　朱美1954 ＴＪＰﾄﾓﾅｶﾞ ｱｹﾐ

2時間39分53秒186 岩木　由子1890 大久保病院ｲﾜｷ ﾖｼｺ

2時間40分20秒187 三田村　久美子1800 鳴門病院ﾐﾀﾑﾗ ｸﾐｺ

2時間41分11秒188 堺　典子1880 サランＶＣｻｶｲ ﾉﾘｺ

2時間41分17秒189 福田　攝子1775 ﾌｸﾀﾞ ｾﾂｺ

2時間41分17秒190 柳川　仁美1908 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ

2時間41分56秒191 山口　美和子1958 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜｺ

2時間42分18秒192 岩崎　清美1761 ｲﾜｻｷ ｷﾖﾐ

2時間42分21秒193 矢部　えみ子1745 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ

2時間42分27秒194 中村　貴美枝1961 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｴ

2時間42分45秒195 神余　陽子1719 ｼﾝﾖ ﾖｳｺ

2時間43分03秒196 長尾　久美子1812 あゆみクラブﾅｶﾞｵ ｸﾐｺ

2時間43分13秒197 福永　恒子1784 ﾌｸﾅｶﾞ ﾂﾈｺ

2時間43分24秒198 白木　由紀枝1736 ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞｼﾗｷ ﾕｷｴ

2時間43分42秒199 長江　裕子1781 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛｺ

2時間44分01秒200 東條　喜代美1856 まいどﾄｳｼﾞｮｳ ｷﾖﾐ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第12回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　女子40歳以上

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

2時間44分31秒201 岡　育代1874 ｵｶ ｲｸﾖ

2時間44分57秒202 久保　雅子1796 ｸﾎﾞ ﾏｻｺ

2時間45分42秒203 衣笠　明子1759 ｷﾇｶﾞｻ ｱｷｺ

2時間45分56秒204 吉田　衣江1792 ﾖｼﾀﾞ ｷﾇｴ

2時間45分56秒205 西野　直美1791 ﾆｼﾉ ﾅｵﾐ

2時間46分49秒206 斎藤　耀子1741 ｻｲﾄｳ ﾖｳｺ

2時間46分57秒207 市橋　和子1734 ｲﾁﾊｼ ｶｽﾞｺ

2時間49分12秒208 馬場　明美1921 ﾊﾞﾊﾞ ｱｹﾐ

2時間49分41秒209 鵜飼　純代1709 藍住ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｳｶｲ ｽﾐﾖ

2時間49分41秒210 四宮　聖子2320 ｼﾉﾐﾔ ｷﾖｺ

2時間49分41秒211 田中　みどり1910 ﾀﾅｶ ﾐﾄﾞﾘ

2時間50分00秒212 近藤　紀子1942 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ

2時間50分47秒213 川野　和代1770 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾖ

2時間51分08秒214 金山　雅世1878 ｶﾅﾔﾏ ﾏｻﾖ

2時間51分27秒215 田渕　洋子1870 ﾀﾌﾞﾁ ﾖｳｺ

2時間52分32秒216 八木　淳子1824 ﾔｷﾞ ｱﾂｺ

2時間52分43秒217 川野　志津枝1713 ｶﾜﾉ ｼﾂﾞｴ

2時間55分40秒218 大原　純子1774 ｵｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ

2時間55分42秒219 二條　順子1751 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｺ

2時間55分52秒220 安東　祐子1782 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ

2時間56分15秒221 岡下　京子1859 ＴＪＰｵｶｼﾀ ｷｮｳｺ

2時間56分21秒222 坂田　千代子1780 ﾏﾗｿﾝｻ-ｸﾙ走RUNDAYｻｶﾀ ﾁﾖｺ

2時間56分47秒223 富原　信江1755 TJPﾄﾐﾊﾗ ﾉﾌﾞｴ

2時間57分14秒224 中原　みゆき1969 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾕｷ

2時間57分49秒225 堀江　孝子1763 ﾎﾘｴ ﾀｶｺ

2時間59分17秒226 國見　泰子1798 ｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間59分48秒227 圓藤　治子1811 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｺ

3時間01分20秒228 奈賀　雅子1939 ﾅｶ ﾏｻｺ

3時間01分36秒229 山口　千恵美1895 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｴﾐ

3時間02分41秒230 小岸　真由美1829 ｺｷﾞｼ ﾏﾕﾐ

3時間03分22秒231 藤井　広美1768 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐ

3時間03分37秒232 小林　日登美1959 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ
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