
- 第14回吉野川市リバーサイド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

2015.2.15(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34分15秒1 岩佐　尚代4053 石井ドームｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間40分07秒2 兼清　恵理4071 徳島大学ｶﾈｷﾖ ｴﾘ

1時間42分38秒3 谷本　里佳4097 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｶ

1時間49分12秒4 近藤　佳那子4113 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

1時間50分39秒5 猪井　祐子4070 ｲﾉｲ ﾕｳｺ

1時間54分06秒6 上田　志保美4137 ｳｴﾀﾞ ｼﾎﾐ

1時間55分41秒7 林　美佳4037 ﾊﾔｼ ﾐｶ

2時間02分01秒8 川田　さとみ4104 ｶﾜﾀ ｻﾄﾐ

2時間04分16秒9 澤田　知子4078 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間04分36秒10 尾崎　旬4011 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ

2時間05分03秒11 竹内　美和子4049 ﾀｹｳﾁ ﾐﾜｺ

2時間05分46秒12 西條　由佳4098 ｻｲｼﾞｮｳ ﾕｶ

2時間06分44秒13 犬伏　比呂子4051 ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾛｺ

2時間07分09秒14 高橋　奈穂美4042 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ

2時間08分10秒15 山崎　かおり4116 ﾔﾏｻｷ ｶｵﾘ

2時間09分04秒16 前田　亜希4059 ﾏｴﾀﾞ ｱｷ

2時間09分20秒17 名原　洋子4069 ２４ＦＳﾅﾊﾞﾗ ﾖｳｺ

2時間09分52秒18 中林　えみ4107 ＯＲＣﾅｶﾊﾞﾔｼ ｴﾐ

2時間10分12秒19 多田　智子4086 ﾀﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間11分10秒20 佐々木　育代4034 ｻｻｷ ｲｸﾖ

2時間12分03秒21 神子　典子4039 ｶﾐｺ ﾉﾘｺ

2時間12分09秒22 渡辺　ゆかり4036 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ

2時間13分18秒23 小松　加代子4075 ｺﾏﾂ ｶﾖｺ

2時間13分39秒24 多田　智美4129 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間14分17秒25 多田　小織4009 ﾀﾀﾞ ｻｵﾘ

2時間14分18秒26 山崎　あゆみ4080 ﾔﾏｻｷ ｱﾕﾐ

2時間14分33秒27 原岡　佐恵子4040 ﾊﾗｵｶ ｻｴｺ

2時間15分24秒28 森　悦子4084 ﾓﾘ ｴﾂｺ

2時間16分03秒29 渡辺　祥子4003 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ

2時間16分51秒30 中務　典子4101 コールマラソン倶楽部ﾅｶﾂｶｻ ﾉﾘｺ

2時間17分41秒31 森谷　真由美4047 ﾓﾘﾀﾆ ﾏﾕﾐ

2時間17分41秒32 上野　養士栄4046 ｳｴﾉ ﾖｼｴ

2時間17分53秒33 佐藤　早苗4035 ｻﾄｳ ｻﾅｴ

2時間17分57秒34 土岐　雅代4122 ﾄｷ ﾏｻﾖ

2時間18分05秒35 森田　和美4088 あいずみＲＯﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾐ

2時間18分16秒36 三木　小百合4048 ﾐｷ ｻﾕﾘ

2時間18分54秒37 横田　幸子4092 ﾖｺﾀ ｻﾁｺ

2時間19分04秒38 近藤　里美4012 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾐ

2時間19分37秒39 杉谷　雪4018 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

2時間19分47秒40 杉本　真知子4007 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾁｺ

2時間21分41秒41 畑　明日香4073 ﾊﾀ ｱｽｶ

2時間22分04秒42 小西　貴子4065 ｺﾆｼ ﾀｶｺ

2時間22分46秒43 佐野　博美4067 ｻﾉ ﾋﾛﾐ

2時間22分47秒44 佐伯　悠子4123 ｻｴｷ ﾕｳｺ

2時間23分05秒45 三輪　聡子4120 ﾐﾜ ｻﾄｺ

2時間23分09秒46 篠本　佳奈4109 ｼﾉﾓﾄ ｶﾅ

2時間23分14秒47 栗山　智子4138 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾓｺ

2時間23分19秒48 四宮　知佳4140 ｼﾉﾐﾔ ﾄﾓｶ

2時間24分47秒49 市瀬　綾香4052 ｲﾁｾ ｱﾔｶ

2時間25分38秒50 井坂　円香4135 徳島大学ｲｻｶ ﾏﾄﾞｶ
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2時間25分39秒51 大羽　美奈4134 徳島大学ｵｵﾊ ﾐﾅ

2時間26分37秒52 篠原　牧4004 ｼﾉﾊﾗ ﾏｷ

2時間26分40秒53 布袋　和美4064 ﾎﾃｲ ｶｽﾞﾐ

2時間27分33秒54 岡村　久留美4131 ｵｶﾑﾗ ｸﾙﾐ

2時間27分37秒55 近藤　裕見子4056 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐｺ

2時間28分16秒56 松島　理恵4043 ﾏﾂｼﾏ ﾘｴ

2時間28分30秒57 古金　恵子4013 ｺｶﾞﾈ ｹｲｺ

2時間28分41秒58 河野　玲子4124 きらら保育園ｺｳﾉ ﾚｲｺ

2時間28分43秒59 藤本　清美4019 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間28分47秒60 濵　弥生4017 ﾊﾏ ﾔﾖｲ

2時間28分54秒61 天岡　佑衣4072 ｱﾏｵｶ ﾕｲ

2時間28分59秒62 吉川　美咲4022 KRCﾖｼｶﾜ ﾐｻｷ

2時間29分01秒63 村上　由佳4068 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶ

2時間29分09秒64 佐武　瑞希4045 ｻﾀｹ ﾐｽﾞｷ

2時間29分19秒65 日向　由江4118 ﾋｭｳｶﾞ ﾖｼｴ

2時間29分42秒66 東田　有希4063 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷ

2時間29分48秒67 足立　知咲4108 ＯＲＣｱﾀﾞﾁ ﾁｻｷ

2時間30分28秒68 土井　好充4033 ﾄﾞｲ ﾖｼﾐ

2時間30分29秒69 田中　美和4057 ＭＩＺＵＹＡﾀﾅｶ ﾐﾜ

2時間30分52秒70 井上　綾加4014 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ

2時間31分56秒71 森本　佳奈4087 徳島大学ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅ

2時間32分12秒72 山本　尚美4117 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ

2時間32分49秒73 泊　陽子4144 ﾄﾏﾘ ﾖｳｺ

2時間33分20秒74 横田　知加4126 ﾖｺﾀ ﾁｶ

2時間33分35秒75 安井　苑子4106 ＯＲＣﾔｽｲ ｿﾉｺ

2時間33分58秒76 井上　有希子4110 ｲﾉｳｴ ﾕｷｺ

2時間34分20秒77 中川　真由子4044 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕｺ

2時間34分23秒78 安芸　千晶4076 鳴門病院ｱｷ ﾁｱｷ

2時間34分27秒79 笠井　知永佳4010 ｶｻｲ ﾁｴｶ

2時間34分38秒80 松浦　美和4091 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾜ

2時間35分12秒81 尾野　真祐子4025 ｵﾉ ﾏﾕｺ

2時間35分13秒82 田中　真由子4026 ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ

2時間35分25秒83 牧野　香織4127 ﾏｷﾉ ｶｵﾘ

2時間35分39秒84 栗林　真奈4145 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ

2時間35分58秒85 井上　晶絵4100 井上家ｲﾉｳｴ ｱｷｴ

2時間36分49秒86 藤村　亜紀子4089 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷｺ

2時間37分42秒87 上川　明日香4041 ｶﾐｶﾜ ｱｽｶ

2時間38分18秒88 籔内　亜希4085 ﾔﾌﾞｳﾁ ｱｷ

2時間38分37秒89 小森　麻絵4143 ｺﾓﾘ ﾏｴ

2時間39分14秒90 河野　智恵子4074 ＡＮＥＳＩＳｶﾜﾉ ﾁｴｺ

2時間39分16秒91 寒川　由美子4027 ｶﾝｶﾞﾜ ﾕﾐｺ

2時間39分16秒92 田中　初苗4054 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾅ

2時間39分20秒93 藤浦　有香4015 ﾌｼﾞｳﾗ ﾕｶ

2時間40分23秒94 藤田　亜耶4050 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔ

2時間40分42秒95 武内　麻衣4119 ﾀｹｳﾁ ﾏｲ

2時間41分39秒96 豊田　芽美4079 ﾄﾖﾀ ﾒｸﾞﾐ

2時間42分11秒97 宮本　昌希4029 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ

2時間42分22秒98 大道　晶4058 ｵｵﾐﾁ ｱｷ

2時間43分28秒99 廣石　真寿美4077 鳴門病院ﾋﾛｲｼ ﾏｽﾐ

2時間44分41秒100 赤池　恵利佳4096 チームはんごろしｱｶｲｹ ｴﾘｶ
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2時間45分01秒101 中川　智香子4032 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｶｺ

2時間46分18秒102 清澄　浩子4103 ｷﾖｽﾞﾐ ﾋﾛｺ

2時間46分47秒103 井原　由衣4139 ｲﾊﾗ ﾕｲ

2時間46分57秒104 八束　麻里4141 ﾔﾂｶ ﾏﾘ

2時間46分59秒105 中川　優美4021 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾐ

2時間47分20秒106 郡　芙見4082 ｺｵﾘ ﾌﾐ

2時間47分23秒107 田中　好美4038 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ

2時間50分37秒108 春本　純子4030 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間51分01秒109 中野　歩美4016 ﾅｶﾉ ｱﾕﾐ

2時間54分10秒110 竪山　美咲4132 ﾀﾃﾔﾏ ﾐｻｷ

2時間57分29秒111 池淵　万利子4094 ｲｹﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ

2時間57分37秒112 武久　真夕4136 ﾀｹﾋｻ ﾏﾕ
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