
- 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40歳以上

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26分46秒1 仁木　千賀4158 ドアーズＲＣﾆｷ ﾁｶ

1時間31分31秒2 門田　弥生4002 ﾁｰﾑ♪虎美ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ

1時間32分42秒3 佐藤　祐子4115 ｻﾄｳ ｻﾁｺ

1時間41分32秒4 泊　亜弓4291 マルナカ成長店ﾄﾏﾘ ｱﾕﾐ

1時間42分24秒5 長尾　和美4013 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾐ

1時間42分37秒6 後藤田　智美4206 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾐ

1時間45分57秒7 栗林　美津枝4249 ＯＢＧ５３ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間48分29秒8 峯野　由美子4130 八万南ＲＣﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ

1時間49分11秒9 木村　博美4011 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間49分30秒10 村賀　洋子4228 ﾑﾗｶ ﾖｳｺ

1時間50分10秒11 永田　知栄子4159 ＦＡＣＥﾅｶﾞﾀ ﾁｴｺ

1時間50分53秒12 井浦　美穂4210 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間51分02秒13 河野　友美子4183 ４３クラブｶﾜﾉ ﾕﾐｺ

1時間51分18秒14 中本　由紀4017 ﾁｰﾑ走るんじょﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

1時間52分20秒15 細井　秀代4006 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾖ

1時間52分24秒16 西野　美紀4193 ＴＥＡＭ★大虎ﾆｼﾉ ﾐｷ

1時間52分55秒17 前坂　美由紀4102 大虎ﾏｴｻｶ ﾐﾕｷ

1時間53分51秒18 高橋　稲子4275 ＴＪＰﾀｶﾊｼ ｲﾈｺ

1時間54分01秒19 渡辺　智穂4201 徳島ドＭ会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾎ

1時間54分22秒20 泉　節子4174 ｲｽﾞﾐ ｾﾂｺ

1時間55分00秒21 樋上　美千子8004 ﾋｶﾐ ﾐﾁｺ

1時間55分21秒22 尾方　香織4288 チーム飛脚ｵｶﾞﾀ ｶｵﾘ

1時間55分22秒23 中野　佳子4063 AOKRCﾅｶﾉ ﾖｼｺ

1時間55分46秒24 金山　美穂4229 ｶﾅﾔﾏ ﾐﾎ

1時間55分51秒25 杉山　美千代4173 ＴＪＰｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾖ

1時間56分02秒26 山元　みどり4298 八万南ＲＣゆかいな仲間達ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ

1時間56分22秒27 阿部　淑江4214 ｱﾍﾞ ﾄｼｴ

1時間56分57秒28 佐藤　まき4153 ｻﾄｳ ﾏｷ

1時間57分38秒29 松浦　智香4282 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ

1時間57分53秒30 鈴江　幸代4054 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ

1時間57分58秒31 宮本　悦子4104 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾂｺ

1時間58分19秒32 赤澤　多惠子4218 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ

1時間58分23秒33 岸本　千明4031 ｷｼﾓﾄ ﾁｱｷ

1時間58分27秒34 佐川　富美4277 風流海部ＲＣｻｶﾞﾜ ﾌﾐ

1時間59分18秒35 木村　栄子4151 ｷﾑﾗ ｴｲｺ

1時間59分39秒36 大西　久美4143 ＴＪＰｵｵﾆｼ ｸﾐ

2時間00分15秒37 三浦　恵津子4086 ﾐｳﾗ ｴﾂｺ

2時間00分17秒38 天野　弘美4062 ﾁｰﾑ黒犬ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

2時間00分26秒39 井原　路子4219 クリソスＲＣｲﾊﾗ ﾐﾁｺ

2時間00分48秒40 平島　ゆかり4325 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕｶﾘ

2時間01分21秒41 下木　旬子4053 石井ﾄﾞｰﾑACｼﾓｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間02分18秒42 福田　弥生4209 ◆◇◆八万南◆◇◆ﾌｸﾀ ﾔﾖｲ

2時間02分55秒43 鶴田　美枝4302 ﾂﾙﾀ ﾐｴ

2時間03分33秒44 澤近　知代4116 ｻﾜﾁｶ ﾄﾓﾖ

2時間03分38秒45 小西　哲子4077 ｺﾆｼ ﾃﾂｺ

2時間03分46秒46 長井　佳子4033 徳島健走会ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ

2時間04分03秒47 三木　祐子4300 ＴＥＡＭ★大虎ﾐｷ ﾕｳｺ

2時間04分07秒48 前橋　初美4245 チーム♪虎美ﾏｴﾊﾞｼ ﾊﾂﾐ

2時間04分49秒49 伊豆田　節子4039 ｲｽﾞﾀ ｾﾂｺ

2時間04分49秒50 楠　博子4040 TJPｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ
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2時間06分35秒51 浜　博子4289 ﾊﾏ ﾋﾛｺ

2時間06分36秒52 加納　由美子4283 ｶﾉｳ ﾕﾐｺ

2時間07分41秒53 夏凪　正枝4304 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ

2時間08分10秒54 中西　めぐみ4232 ＴＳ－ＡＴＧﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ

2時間08分18秒55 上崎　たけ子4242 ｳｴｻｷ ﾀｹｺ

2時間08分18秒56 角山　里美4182 ｶｸﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間09分07秒57 野村　和美4047 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間09分09秒58 大西　真子4123 ＴＪＰｵｵﾆｼ ﾏｻｺ

2時間09分51秒59 秦　さゆり4171 ﾊﾀ ｻﾕﾘ

2時間10分01秒60 和泉　玲4234 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ

2時間10分12秒61 河原　啓子4121 ＴＪＰｶﾜﾊﾗ ｹｲｺ

2時間10分37秒62 近藤　あけみ4204 ＴＪＰｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ

2時間10分44秒63 松永　恵美子10007 札幌金寿司ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ

2時間10分46秒64 小川　みどり4212 チーム栄光ｵｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ

2時間10分49秒65 黒河　千栄子4290 μ松山ｸﾛｶﾜ ﾁｴｺ

2時間11分15秒66 三木　真弓4057 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間11分20秒67 滝川　恵津子4269 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ

2時間12分22秒68 坂東　きみ子4136 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ

2時間12分26秒69 松木　真奈美4284 コールマラソン倶楽部ﾏﾂｷ ﾏﾅﾐ

2時間12分41秒70 有井　久美4265 ｱﾘｲ ﾋｻﾐ

2時間12分55秒71 蛇目　清江4239 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ

2時間12分56秒72 森本　光枝4082 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｴ

2時間13分03秒73 岸　裕美4312 ｷｼ ﾋﾛﾐ

2時間13分03秒74 篠原　奈三代4230 チーム三愛ｼﾉﾊﾗ ﾅﾐﾖ

2時間13分08秒75 細川　フジ子4315 ＪＡバンクﾎｿｶﾜ ﾌｼﾞｺ

2時間13分08秒76 杉浦　茉莉子4027 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾘｺ

2時間13分09秒77 妹尾　房子4323 ｾﾉｵ ﾌｻｺ

2時間13分13秒78 渡部　佳子4080 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ

2時間13分13秒79 篠原　弘子4088 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｺ

2時間13分20秒80 杉内　めぐる4138 ｽｷﾞｳﾁ ﾒｸﾞﾙ

2時間13分42秒81 濱口　和子4169 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ

2時間13分49秒82 榎本　千佳4129 阿波山川ＲＣｴﾉﾓﾄ ﾁｶ

2時間14分07秒83 河野　雅代4019 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間14分20秒84 亀井　幸子4021 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間14分58秒85 山内　真理子4175 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間16分02秒86 平尾　真麻4272 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ

2時間16分30秒87 島川　紀子4247 あいずみＲＯｼﾏｶﾜ ﾉﾘｺ

2時間16分40秒88 柳川　公代4139 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ

2時間16分48秒89 久保　やゆみ4240 ｸﾎﾞ ﾔﾕﾐ

2時間17分22秒90 阿部　和代4004 ＴＪＰｱﾍﾞ ｶｽﾞﾖ

2時間17分36秒91 佐藤　一美4295 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ

2時間17分41秒92 井形　淳子4285 ｲｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ

2時間17分43秒93 田中　香織4253 ＴＪＰﾀﾅｶ ｶｵﾘ

2時間17分46秒94 戸川　浩美4061 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間18分09秒95 高橋　啓子4041 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ

2時間18分10秒96 高原　しのぶ4157 ﾀｶﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ

2時間18分15秒97 竹田　恵津子4060 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｺ

2時間18分15秒98 関口　啓子4025 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ

2時間18分16秒99 土橋　満子4029 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂｺ

2時間18分18秒100 鎌田　喜久代4148 ＴＪＰｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ
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2時間19分04秒101 松村　美恵4035 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｴ

2時間19分33秒102 佐藤　直子4147 板野支援学校ｻﾄｳ ﾅｵｺ

2時間19分44秒103 二宮　名苗4316 お遍路会ﾆﾉﾐﾔ ﾅﾅｴ

2時間19分50秒104 久米　富代4321 あいっこ連ｸﾒ ﾄﾐﾖ

2時間19分53秒105 福島　美智子4160 ﾌｸｼﾏ ﾐﾁｺ

2時間20分12秒106 福居　晶江4114 ＮＩＳＰ徳島ﾌｸｲ ﾏｻｴ

2時間20分46秒107 佐尾山　敦子4028 TJPｻｵﾔﾏ ｱﾂｺ

2時間20分55秒108 大石　房子4134 あいずみＲＯｵｵｲｼ ﾌｻｺ

2時間21分08秒109 岩本　香4098 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾙ

2時間21分19秒110 石本　悦子4192 ｲｼﾓﾄ ｴﾂｺ

2時間21分45秒111 谷川　幸代4046 ﾀﾆｶﾞﾜ ｻﾁﾖ

2時間21分48秒112 三木　美奈子4208 三木米ﾐｷ ﾐﾅｺ

2時間22分00秒113 堀川　久代4320 川崎しわしわﾎﾘｶﾜ ﾋｻﾖ

2時間22分22秒114 三久　美弥子4279 ﾐｷｭｳ ﾐﾔｺ

2時間22分37秒115 片岡　由紀子4124 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ

2時間23分13秒116 武田　美華子4081 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶｺ

2時間23分16秒117 坂本　幸4199 チームいかりやｻｶﾓﾄ ﾕｷ

2時間23分44秒118 濱田　雅子4294 チーム岩倉ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｺ

2時間23分47秒119 東條　多恵4095 ﾄｳｼﾞｮｳ

2時間23分48秒120 山口　秀子4142 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間23分57秒121 福永　眞弓4084 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ

2時間23分59秒122 中野　照美4146 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ

2時間24分02秒123 松本　真寿美4224 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ

2時間24分05秒124 鎌倉　満代4103 ｶﾏｸﾗ ﾐﾁﾖ

2時間24分07秒125 坂東　里香4152 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｶ

2時間24分08秒126 東條　喜代美4184 まいどﾄｳｼﾞｮｳ ｷﾖﾐ

2時間24分17秒127 山口　美和子4135 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜｺ

2時間24分36秒128 津地　いづみ4038 ｸﾘｿｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾂｼﾞ ｲﾂﾞﾐ

2時間24分41秒129 大北　美重子4259 ｔｊｐｵｵｷﾀ ﾐｴｺ

2時間24分59秒130 和田　朱実4235 ﾜﾀﾞ ｱｹﾐ

2時間25分03秒131 西岡　麻里子4126 ﾆｼｵｶ ﾏﾘｺ

2時間26分26秒132 北岡　綾美4127 いごっ走ｷﾀｵｶ ｱﾔﾐ

2時間26分50秒133 田渕　洋子4246 ﾀﾌﾞﾁ ﾖｳｺ

2時間26分52秒134 桒村　清美4072 TIP徳大講座ｸﾜﾑﾗ ｷﾖﾐ

2時間26分54秒135 杉村　せつ子4064 勝ちゃんｸﾗﾌﾞｽｷﾞﾑﾗ ｾﾂｺ

2時間26分59秒136 浜田　亜弓4271 産業カウンセラー徳島ﾊﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ

2時間27分11秒137 藤本　克子4280 オンザロードﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｺ

2時間27分32秒138 石川　洋子4122 ｲｼｶﾜ ﾖｳｺ

2時間27分44秒139 安原　喜子4227 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼｺ

2時間27分53秒140 佐藤　和子4070 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ

2時間28分27秒141 上田　?子4093 ｳｴﾀ ｹｲｺ

2時間28分29秒142 櫻間　雅子4010 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間28分40秒143 枝澤　陽子4317 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾖｳｺ

2時間28分43秒144 矢野　直美4120 ﾔﾉ ﾅｵﾐ

2時間28分43秒145 一丸　美和4119 ｲﾁﾏﾙ ﾐﾜ

2時間28分44秒146 名賀石　比斗美4140 鳴門病院ﾅｶｲｼ ﾋﾄﾐ

2時間28分47秒147 藤原　春香4276 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

2時間28分54秒148 平畠　良美4005 ﾋﾗﾊﾀ ﾖｼﾐ

2時間28分55秒149 吉田　衣江4100 ﾖｼﾀﾞ ｷﾇｴ

2時間28分56秒150 西野　直美4101 ﾆｼﾉ ﾅｵﾐ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 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40歳以上

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

2時間28分57秒151 梅田　光代4278 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾂﾖ

2時間29分17秒152 安田　明美4066 善通寺自衛隊ﾔｽﾀﾞ ｱｹﾐ

2時間29分20秒153 三谷　美晴4110 ﾐﾀﾆ ﾐﾊﾙ

2時間29分25秒154 瀬川　昌子4260 ｾｶﾞﾜ ﾏｻｺ

2時間29分57秒155 岸本　ルミ4211 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ

2時間29分59秒156 上田　正美4166 あいずみＲＯｳｴﾀ ﾏｻﾐ

2時間30分38秒157 井上　千佳恵4237 兼松病院ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ

2時間31分14秒158 西岡　敦代4274 ＴＪＰﾆｼｵｶ ｱﾂﾖ

2時間31分21秒159 細川　智恵4009 ﾎｿｶﾜ ﾁｴ

2時間31分50秒160 藤本　由美子4108 K.H.K.ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間31分50秒161 岩田　まゆみ4105 K.H.K.ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ

2時間31分54秒162 福家　徳4107 K.H.K.ﾌｹ ﾐｻｵ

2時間31分55秒163 吉見　緑4172 ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ

2時間32分00秒164 藤澤　広子4106 K.H.K.ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｺ

2時間32分14秒165 尾崎　公恵4297 ｵｻﾞｷ ｷﾐｴ

2時間32分25秒166 奥野　貴子4076 ｵｸﾉ ﾀｶｺ

2時間32分42秒167 柏谷　佳子4238 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間32分51秒168 新居　君子4023 TJPﾆｲ

2時間33分11秒169 土川　弘子4016 ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｺ

2時間33分35秒170 楠　景子4252 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間33分44秒171 森口　葉子4311 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｳｺ

2時間34分18秒172 堺　典子4022 TRC＆ｻﾗﾝｻｶｲ ﾉﾘｺ

2時間34分19秒173 小川　弘美4203 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間34分34秒174 柳川　仁美4113 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ

2時間34分38秒175 日出　純江4094 ﾋﾉﾃﾞ ｽﾐｴ

2時間34分58秒176 勝浦　米子4221 ｶﾂｳﾗ ﾖﾈｺ

2時間35分29秒177 小泉　かよ4202 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾖ

2時間35分38秒178 森川　三保4181 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾎ

2時間36分01秒179 早雲　眞弓4292 チーム・走るんじょﾊﾔｸﾓ ﾏﾕﾐ

2時間36分16秒180 三宅　幸代4087 公証走友会ﾐﾔｹ ｻﾁﾖ

2時間36分17秒181 小林　京4068 公証走友会ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾔｺ

2時間36分27秒182 津田　寿子4071 ﾂﾀﾞ ﾋｻｺ

2時間36分59秒183 槇本　真琴4296 ﾏｷﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間37分19秒184 矢部　えみ子4287 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ

2時間37分23秒185 藤村　美津子4293 ｔｊｐﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂｺ

2時間37分34秒186 東條　延子4258 らんらんﾄｳｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｺ

2時間37分39秒187 中村　和子4178 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ

2時間37分54秒188 國見　泰子4150 ｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間37分55秒189 笠松　由華4118 走るんじょ！初心者講座ｶｻﾏﾂ ﾕｶ

2時間37分59秒190 田中　淳子4179 ＴＪＰﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間38分06秒191 藤本　洋子4056 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間38分06秒192 井原　由美子4137 ｲﾊﾗ ﾕﾐｺ

2時間38分54秒193 犬伏　多栄子4266 ｲﾇﾌﾞｼ ﾀｴｺ

2時間39分03秒194 福永　恒子4091 藍住ﾗﾝﾅｰｽﾞｵｱｼｽﾌｸﾅｶﾞ ﾂﾈｺ

2時間39分52秒195 川野　和代4052 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾖ

2時間39分55秒196 長尾　博子4051 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｺ

2時間40分12秒197 上西　恵美4109 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間40分28秒198 高島　陵子4112 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳｺ

2時間41分18秒199 三原　美緒4243 ﾐﾊﾗ ﾐｵ

2時間41分34秒200 須崎　美和4073 ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞｽ
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- 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40歳以上

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

2時間41分45秒201 濱西　由佳理4241 ﾊﾏﾆｼ ﾕｶﾘ

2時間41分45秒202 杉野　孝枝4305 ｽｷﾞﾉ ﾀｶｴ

2時間41分57秒203 林　真紀4170 ﾊﾔｼ ﾏｷ

2時間42分07秒204 藤本　睦美4236 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂﾐ

2時間42分41秒205 藤田　明美4043 ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

2時間42分47秒206 並木　加保留4042 ﾅﾐｷ ｶﾎﾙ

2時間43分25秒207 新居　きよみ4220 ﾆｲ ｷﾖﾐ

2時間43分45秒208 平野　和美4163 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ

2時間43分46秒209 米津　裕美4048 ﾖﾈﾂﾞ ﾋﾛﾐ

2時間43分48秒210 山口　真由美4034 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2時間44分30秒211 福田　ミカ4303 ﾌｸﾀ ﾐｶ

2時間44分49秒212 山中　久美子4256 らんらんﾔﾏﾅｶ ｸﾐｺ

2時間44分55秒213 中村　貴美枝4156 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｴ

2時間45分23秒214 武田　美穂4007 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ

2時間45分37秒215 大島　知真子4020 ｵｵｼﾏ ﾁﾏｺ

2時間45分52秒216 笠井　ミネ子4044 ｶｻｲ ﾐﾈｺ

2時間46分16秒217 正木　典子4141 鳴門病院ﾏｻｷ ﾉﾘｺ

2時間46分29秒218 馬場　明美4196 チームいかりやﾊﾞﾊﾞ ｱｹﾐ

2時間46分40秒219 和田　悦代4215 ＴＪＰﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ

2時間46分45秒220 村田　美奈子4185 ﾑﾗﾀ ﾐﾅｺ

2時間46分50秒221 有井　秀代4154 ＴＪＰｱﾘｲ ﾋﾃﾞﾖ

2時間46分50秒222 森川　シマエ4257 らんらんﾓﾘｶﾜ ｼﾏｴ

2時間46分51秒223 藤井　広美4024 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐ

2時間47分12秒224 三田村　久美子4200 ◎徳島県鳴門病院◎ﾐﾀﾑﾗ ｸﾐｺ

2時間48分18秒225 安喜　温美4096 ﾔｽｷ

2時間48分24秒226 岡　育代4189 ｵｶ ｲｸﾖ

2時間48分59秒227 井内　明美4254 ＴＪＰｲｳﾁ ｱｹﾐ

2時間49分04秒228 有本　喜美4030 ｱﾘﾓﾄ ｷﾐ

2時間49分23秒229 多智花　郁子4149 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｸｺ

2時間49分39秒230 西田　朝子4125 ﾆｼﾀﾞ ｱｻｺ

2時間49分54秒231 市原　美貴4268 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ

2時間49分55秒232 坂東　忍4267 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ

2時間50分02秒233 辰巳　啓子4263 ﾀﾂﾐ ｹｲｺ

2時間50分05秒234 南野　哲子4307 なしﾐﾅﾐﾉ ﾃﾂｺ

2時間50分15秒235 水谷　明美4132 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｹﾐ

2時間50分39秒236 今川　玲代4085 ｲﾏｶﾞﾜ ｻﾁﾖ

2時間50分49秒237 新見　久美4327 ﾆｲﾐ ｸﾐ

2時間51分14秒238 藤浦　和美4155 ＴＪＰﾌｼﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間51分32秒239 三谷　和子4319 ﾐﾀﾆ ｶｽﾞｺ

2時間51分47秒240 長尾　和代4097 ﾅｶﾞｵ

2時間53分10秒241 柏岡　静4045 ｶｼｵｶ ｼｽﾞ

2時間53分10秒242 山川　幸子4309 ﾔﾏｶﾜ ｻﾁｺ

2時間53分41秒243 上原　治美4216 ＴＪＰｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾐ

2時間53分52秒244 和田　典子4328 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間54分04秒245 堀江　孝子4065 ﾎﾘｴ ﾀｶｺ

2時間54分16秒246 古谷　ますみ4083 ﾌﾙﾀﾆ ﾏｽﾐ

2時間55分45秒247 玉井　昌美4205 ﾀﾏｲ ﾏｻﾐ

2時間56分02秒248 勝浦　由香4222 ｶﾂｳﾗ ﾕｶ

2時間56分10秒249 水口　京子4318 ﾐﾅｸﾁ ｷｮｳｺ

2時間56分16秒250 衣笠　明子4059 ｷﾇｶﾞｻ ｱｷｺ
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2時間56分20秒251 鵜飼　純代4058 あいずみﾗﾝﾅｰｽﾞｵｱｼｽｳｶｲ ｽﾐﾖ

2時間56分20秒252 仲谷　信江4055 藍住ｵｱｼｽﾗﾝﾅｰｽﾞﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞｴ

2時間57分15秒253 八木　淳子4164 あいずみＳＣﾔｷﾞ ｱﾂｺ

2時間57分39秒254 新居　寿子4313 ﾆｲ ﾋｻｺ

2時間58分03秒255 永井　和美4074 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾐ

2時間58分26秒256 佐藤　恭子4244 さとう歯科ｻﾄｳ ｷｮｳｺ
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