
- 第13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16～39歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

2014.3.16(日） 

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32分30秒1 多田　朱里3006 ﾀﾀﾞ ｱｶﾘ

1時間34分15秒2 岩佐　尚代3009 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間39分13秒3 木邨　愛実3116 かめさんＲＣｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ

1時間41分17秒4 和田　佳那3079 徳島市陸協ﾜﾀﾞ ｶﾅ

1時間46分06秒5 中山　智香子3145 兵庫県立大学ﾅｶﾔﾏ ﾁｶｺ

1時間47分24秒6 山本　真悠3175 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ

1時間49分47秒7 宮本　早苗3072 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ

1時間51分35秒8 岡本　陽子3166 木頭中学校ｵｶﾓﾄ ﾖｳｺ

1時間51分52秒9 林　美佳3039 ﾊﾔｼ ﾐｶ

1時間53分52秒10 川崎　雅代3061 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾖ

1時間54分30秒11 坂本　まゆみ3047 ハッピーｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間54分31秒12 前田　あゆ美3083 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

1時間55分25秒13 中林　真紀3029 徳島文理大学ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ

1時間56分27秒14 伊藤　愛3026 ｲﾄｳ ｱｲ

1時間57分50秒15 小椋　佑香3119 ｵｸﾞﾗ ﾕｶ

1時間58分30秒16 濱田　容子3160 八万南ＲＣﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ

1時間58分37秒17 東　弓子3152 ﾋｶﾞｼ ﾕﾐｺ

1時間59分13秒18 池田　悟子3151 無垢倶楽部ｲｹﾀﾞ ｻﾄｺ

1時間59分25秒19 圓藤　志乃3117 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉ

2時間01分08秒20 野崎　奈未3053 ﾉｻﾞｷ ﾅﾐ

2時間01分20秒21 森川　恭子3158 ﾓﾘｶﾜ ｷｮｳｺ

2時間04分15秒22 山田　恵理3148 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘ

2時間06分24秒23 松島　美紀3098 チーム徳島人ﾏﾂｼﾏ ﾐｷ

2時間06分25秒24 廣井　たから3042 ﾋﾛｲ ﾀｶﾗ

2時間06分26秒25 犬伏　比呂子3070 ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾛｺ

2時間06分43秒26 阿部　公代3049 ７＆７ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ

2時間07分09秒27 的場　かおり3162 ﾏﾄﾊﾞ ｶｵﾘ

2時間09分21秒28 川口　由可里3076 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｶﾘ

2時間10分00秒29 森　亜希子3132 ﾓﾘ ｱｷｺ

2時間10分05秒30 円藤　愛子3081 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｺ

2時間11分31秒31 井出　裕季子3051 徳島大学ｲﾃﾞ ﾕｷｺ

2時間11分33秒32 福田　紀子3011 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間12分43秒33 田中　美穂3170 ﾀﾅｶ ﾐﾎ

2時間12分48秒34 吉田　貴子3135 共栄火災ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｺ

2時間13分03秒35 小松　加代子3017 ｺﾏﾂ ｶﾖｺ

2時間13分16秒36 金本　真美3050 徳島大学病院ｶﾅﾓﾄ ﾏﾐ

2時間13分46秒37 加藤　由衣3030 ｶﾄｳ ﾕｲ

2時間14分00秒38 椿　玲子3031 ﾂﾊﾞｷ ﾚｲｺ

2時間14分13秒39 上村　愛3084 ｳｴﾑﾗ ｱｲ

2時間14分15秒40 曽我　紗野佳3066 ｿｶﾞ ｻﾔｶ

2時間14分25秒41 西　路子10008 ﾆｼ ﾐﾁｺ

2時間14分35秒42 都築　佳代3078 ﾂﾂﾞｷ ｶﾖ

2時間15分08秒43 井川　樹里3104 ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾘ

2時間16分16秒44 近藤　里美3021 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾐ

2時間16分17秒45 佐竹　順子3027 ｻﾀｹ ｼﾞｭﾝｺ

2時間16分54秒46 丸山　ひろみ3071 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ

2時間18分07秒47 増田　美由紀3033 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕｷ

2時間18分10秒48 北橋　尚子3069 ｷﾀﾊｼ ﾅｵｺ

2時間18分34秒49 大村　玲子3139 ＮＲＣｵｵﾑﾗ ﾚｲｺ

2時間18分39秒50 下岡　真由美3111 あいずみＲＯｼﾓｵｶ ﾏﾕﾐ
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2時間19分32秒51 飛越　亜希子3065 ﾄﾋﾞｺｴ ｱｷｺ

2時間19分34秒52 岡本　愛美3077 ｵｶﾓﾄ ｱｲﾐ

2時間20分20秒53 福山　真理3128 ﾌｸﾔﾏ ﾏﾘ

2時間20分26秒54 和田津　政美3140 ﾜﾀﾞﾂ ﾏｻﾐ

2時間21分56秒55 吉岡　幸3046 ﾖｼｵｶ ﾐﾕｷ

2時間22分05秒56 高橋　奈穂美3118 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ

2時間22分07秒57 佐々木　圭子3019 ｻｻｷ ｹｲｺ

2時間22分19秒58 藤本　清美3005 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間22分33秒59 吉岡　尚子3174 徳島大学ﾖｼｵｶ ｼｮｳｺ

2時間22分33秒60 船橋　茉莉3171 徳島大学ﾌﾅﾊｼ ﾏﾘ

2時間23分04秒61 多田　智子3138 ﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間23分39秒62 池田　智子3024 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間23分48秒63 多田　理恵3129 徳島大学ﾀﾀﾞ ﾘｴ

2時間23分54秒64 斉藤　紀代美3028 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾐ

2時間24分14秒65 太田　かおり3123 ｵｵﾀ ｶｵﾘ

2時間24分42秒66 西岡　奈津子3052 ﾆｼｵｶ ﾅﾂｺ

2時間24分51秒67 佐々木　育代3041 ｻｻｷ ｲｸﾖ

2時間24分59秒68 杉谷　雪3001 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

2時間25分18秒69 多田　小織3082 ◎徳島県鳴門病院◎ﾀﾀﾞ ｻｵﾘ

2時間25分23秒70 吉本　有美子3146 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間26分21秒71 杉本　久美3141 ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾐ

2時間26分41秒72 尾崎　旬3143 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ

2時間26分44秒73 三馬　優子3126 ｻﾝﾏ ﾕｳｺ

2時間26分46秒74 東口　素子3161 徳島大学ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾓﾄｺ

2時間26分59秒75 佐藤　真美3089 徳島大学ｻﾄｳ ﾏﾐ

2時間27分19秒76 湊　紀代3048 ﾐﾅﾄ ﾐﾁﾖ

2時間27分59秒77 大木　美佳3057 ｵｵｷﾞ ﾐｶ

2時間28分07秒78 森田　和美3114 あいずみＲＯﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾐ

2時間28分17秒79 宮本　あゆみ3034 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾕﾐ

2時間28分19秒80 振角　裕美3144 徳島大学ﾌﾘｶﾄﾞ ﾕﾐ

2時間28分22秒81 中村　裕子3054 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ

2時間28分28秒82 新矢　かおり3007 ｱﾗﾔ ｶｵﾘ

2時間29分17秒83 中畑　寛美3023 善通寺自衛隊ﾅｶﾊﾀ ﾋﾛﾐ

2時間29分49秒84 松井　直美3115 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ

2時間30分32秒85 美馬　渚3094 ﾐﾏ ﾅｷﾞｻ

2時間31分01秒86 一ノ宮　智宏3164 日亜ＲＣｲﾁﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ

2時間31分05秒87 笹賀　美紀3137 ｻｻｶ ﾐｷ

2時間31分17秒88 津守　亜由美3004 ﾂﾓﾘ ｱﾕﾐ

2時間31分17秒89 青木　友紀3130 ｱｵｷ ﾕｷ

2時間31分40秒90 幸田　貴美子3025 ｺ

2時間31分46秒91 河内　香奈3008 ｶﾜﾁ ｶﾅ

2時間31分57秒92 神子　典子3064 ｶﾐｺ ﾉﾘｺ

2時間32分27秒93 池淵　万利子3095 ｲｹﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ

2時間32分44秒94 黒川　美貴子3105 ｸﾛｶﾜ ﾐｷｺ

2時間32分58秒95 寒川　由美子3014 ｶﾝｶﾞﾜ ﾕﾐｺ

2時間33分49秒96 新宮　恵3010 勝浦病院ﾆｲﾐﾔ ｹｲ

2時間34分10秒97 吉本　麻衣子3036 ﾖｼﾓﾄ ﾏｲｺ

2時間34分11秒98 木下　典子3035 ｷﾉｼﾀ ﾉﾘｺ

2時間34分12秒99 水本　多恵10010 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｴ

2時間35分17秒100 大塚　愛弓3165 ｵｵﾂｶ ｱﾕﾐ
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2時間35分19秒101 松原　真由美3169 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ

2時間35分26秒102 安芸　千晶3056 鳴門病院ｱｷ ﾁｱｷ

2時間35分43秒103 藤井　洋子3044 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

2時間35分57秒104 吉田　彩乃3127 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ

2時間36分05秒105 山本　尚美3125 兼松病院ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ

2時間36分56秒106 小倉　美穂3003 ｵｸﾞﾗ ﾐﾎ

2時間38分44秒107 上町　まどか3018 ｳｴﾏﾁ ﾏﾄﾞｶ

2時間38分49秒108 中矢　喬子3172 ﾅｶﾔ ﾀｶｺ

2時間39分26秒109 貝出　美映3087 ｶｲﾃﾞ ﾐｴ

2時間40分35秒110 藤澤　絵美3155 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾐ

2時間41分16秒111 田中　美和3063 ＭＩＺＵＹＡﾀﾅｶ ﾐﾜ

2時間41分44秒112 藤井　佑実3091 ﾌｼﾞｲ ﾕﾐ

2時間41分44秒113 本田　成美3090 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾙﾐ

2時間42分18秒114 菅野　あゆみ3112 ｽｶﾞﾉ ｱﾕﾐ

2時間42分47秒115 宮本　幸子10001 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾁｺ

2時間42分51秒116 河野　小鈴3147 ｺｳﾉ ｺｽｽﾞ

2時間43分02秒117 福永　孝子3086 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶｺ

2時間43分44秒118 川野　範子3122 ｶﾜﾉ ﾉﾘｺ

2時間43分47秒119 竹本　成美3060 徳島大学ﾀｹﾓﾄ ﾅﾙﾐ

2時間44分53秒120 畑　明日香3102 ﾊﾀ ｱｽｶ

2時間45分06秒121 浜　弥生3176 ﾊﾏ ﾔﾖｲ

2時間45分26秒122 渡邉　智子3153 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ

2時間45分35秒123 鎌田　晃世3097 ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾖ

2時間45分36秒124 佐近　奈津実3149 ｻｺﾝ ﾅﾂﾐ

2時間45分56秒125 宮川　琴未3080 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺﾄﾐ

2時間46分23秒126 春本　純子3043 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間46分26秒127 田村　麻里菜3073 ジョイメイトﾀﾑﾗ ﾏﾘﾅ

2時間46分49秒128 萩原　千奈巳3133 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾁﾅﾐ

2時間47分22秒129 廣石　真寿美3055 鳴門病院ﾋﾛｲｼ ﾏｽﾐ

2時間47分39秒130 堀部　裕美3067 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾐ

2時間48分00秒131 山田　真由美3157 チーム　あいあいﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ

2時間50分43秒132 伊藤　優花3040 ｲﾄｳ ﾕｶ

2時間51分20秒133 田村　優子3131 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ

2時間53分15秒134 松場　由夏3134 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｶ

2時間54分59秒135 柿内　美千子3167 ｶｷｳﾁ ﾐﾁｺ

2時間55分19秒136 佐藤　菜都子3062 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ

2時間55分19秒137 鈴木　のぞみ3121 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ

2時間56分35秒138 堀田　夏紀3163 ﾎｯﾀ ﾅﾂｷ

2時間56分45秒139 南條　早苗3124 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻﾅｴ

2時間57分28秒140 川村　恵3154 ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間58分51秒141 都築　和栄3002 ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞｴ

Athlete-Tag by CHOPPER


