
- 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40～59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24分35秒1 仁木　千賀5002 ドアーズＲＣﾆｷ ﾁｶ

1時間43分27秒2 永田　知栄子5065 ＦＡＣＥﾅｶﾞﾀ ﾁｴｺ

1時間47分19秒3 栗林　美津枝5148 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間47分51秒4 宮城　由香利5149 ラン友ﾐﾔｷﾞ ﾕｶﾘ

1時間48分48秒5 坂本　まゆみ5063 ダックスｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間49分20秒6 糸谷　実佳5106 ｲﾄﾀﾆ ﾐｶ

1時間52分39秒7 前坂　美由紀5017 チーム大虎ﾏｴｻｶ ﾐﾕｷ

1時間52分50秒8 中本　由紀5007 Ｔ．走るんじょﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

1時間55分45秒9 三田村　留美5114 ﾐﾀﾑﾗ ﾙﾐ

1時間56分16秒10 吉本　有美子5067 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾐｺ

1時間57分26秒11 小山　由美5084 ｺﾔﾏ ﾕﾐ

1時間58分23秒12 鈴江　幸代5003 ｽｽﾞｴ ﾕｷﾖ

1時間58分25秒13 山西　貴美与5147 ﾔﾏﾆｼ ｷﾐﾖ

2時間00分30秒14 小西　哲子5141 ｺﾆｼ ﾃﾂｺ

2時間01分31秒15 藤山　和代5123 ふぁみり～ずﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖ

2時間01分44秒16 金本　真由美5156 ｶﾈﾓﾄ ﾏﾕﾐ

2時間02分44秒17 小西　由美子5016 ｺﾆｼ ﾕﾐｺ

2時間02分51秒18 米谷　宏美5143 藍住町社協ﾖﾈﾀﾆ ﾋﾛﾐ

2時間04分04秒19 北野　佳代5083 ｷﾀﾉ ｶﾖ

2時間04分09秒20 岸　裕美5146 ｷｼ ﾋﾛﾐ

2時間04分53秒21 亀井　幸子5004 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間06分01秒22 浜　博子5135 ﾊﾏ ﾋﾛｺ

2時間06分20秒23 岩本　香5009 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾙ

2時間06分42秒24 下木　旬子5197 石井ドームＡＣｼﾓｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間07分20秒25 西　路子5024 ﾆｼ ﾐﾁｺ

2時間07分22秒26 河野　多絵5130 ｶﾜﾉ ﾀｴ

2時間07分51秒27 浦山　祥代5188 ｳﾗﾔﾏ ｻﾁﾖ

2時間08分20秒28 松﨑　恵5191 四国ＦＲＣﾏﾂｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

2時間08分23秒29 濱口　和子5201 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ

2時間08分35秒30 鷹取　恵美子5103 ﾀｶﾄﾘ ｴﾐｺ

2時間08分44秒31 井形　淳子5014 ｲｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ

2時間08分49秒32 脇田　沙千世5032 まちけん飛脚ﾜｷﾀ ｻﾁﾖ

2時間09分02秒33 今川　和代5039 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖ

2時間09分03秒34 三木　美奈子5193 三木米ﾐｷ ﾐﾅｺ

2時間09分10秒35 中嶋　広子5126 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｺ

2時間09分13秒36 村上　文5044 ﾑﾗｶﾐ ｱﾔ

2時間09分31秒37 河野　雅代5059 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間10分26秒38 黒嶋　なおみ5095 ｸﾛｼﾏ ﾅｵﾐ

2時間10分27秒39 福田　紀子5070 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間10分37秒40 梶浦　恵子5036 ｶｼﾞｳﾗ ｹｲｺ

2時間10分39秒41 柳川　公代5058 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ

2時間11分14秒42 島川　紀子5140 ｼﾏｶﾜ ﾉﾘｺ

2時間11分31秒43 山内　真理子5150 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間11分44秒44 志磨　朋子5086 ｼﾏ ﾄﾓｺ

2時間12分30秒45 中野　素子5068 ﾅｶﾉ ﾓﾄｺ

2時間12分35秒46 平尾　真麻5087 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ

2時間12分47秒47 久保　やゆみ5113 ｸﾎﾞ ﾔﾕﾐ

2時間13分09秒48 蛇目　清江5096 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ

2時間14分23秒49 石本　悦子5089 ｲｼﾓﾄ ｴﾂｺ

2時間14分28秒50 吉塚　文子5045 ﾖｼﾂﾞｶ ﾌﾐｺ
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2時間15分02秒51 渡部　佳子5037 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ

2時間15分24秒52 濱口　ひろみ5139 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

2時間15分39秒53 竹田　美香5192 ﾀｹﾀﾞ ﾐｶ

2時間15分42秒54 秋山　喜美代5082 ｱｷﾔﾏ ｷﾐﾖ

2時間16分00秒55 松永　恵美子5029 札幌金寿司ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ

2時間16分22秒56 名賀石　比斗美5131 鳴門病院ﾅｶｲｼ ﾋﾄﾐ

2時間16分48秒57 小川　みどり5127 チーム栄光ｵｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ

2時間18分18秒58 坂東　里香5049 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｶ

2時間19分39秒59 鹿庭　静香5166 ｶﾆﾜ ｼｽﾞｶ

2時間20分01秒60 下谷　奈津子5177 きらら保育園ｼﾓﾀﾆ ﾅﾂｺ

2時間20分20秒61 吉田　衣江5023 ﾖｼﾀﾞ ｷﾇｴ

2時間20分30秒62 東端　充代5046 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾐﾁﾖ

2時間23分15秒63 東條　多恵5168 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｴ

2時間23分33秒64 國見　泰子5079 ｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間23分49秒65 櫻間　雅子5005 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間23分58秒66 木内　千恵美5165 ｷﾉｳﾁ ﾁｴﾐ

2時間24分05秒67 槙　理華5142 ﾏｷ ﾘｶ

2時間24分05秒68 橋本　秀子5098 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ

2時間24分05秒69 秦　和美5176 徳島大学ﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

2時間24分10秒70 尾崎　公恵5195 ｵｻﾞｷ ｷﾐｴ

2時間24分18秒71 米原　佳子5187 ちーむカワキ屋ﾖﾈﾊﾗ ｹｲｺ

2時間24分25秒72 藤川　富栄5021 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾐｴ

2時間24分25秒73 中津　百恵5104 ﾅｶﾂ ﾓﾓｴ

2時間24分30秒74 田村　益子5134 四国中検ﾀﾑﾗ ﾖｼｺ

2時間24分35秒75 森田　里香子5064 ＴＪＰﾓﾘﾀ ﾘｶｺ

2時間24分35秒76 岸本　ルミ5101 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ

2時間24分49秒77 毛利　哲子5081 順風ﾓｳﾘ ｻﾄｺ

2時間26分00秒78 岡田　ひとみ5194 ｵｶﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2時間26分08秒79 大石　直子5183 ｵｵｲｼ ﾅｵｺ

2時間26分11秒80 阿部　美紀5102 ｱﾍﾞ ﾐｷ

2時間26分26秒81 相原　由香里5088 ｱｲﾊﾗ ﾕｶﾘ

2時間26分50秒82 井上　千佳恵5164 兼松病院ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ

2時間26分51秒83 加藤　通代5108 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ

2時間26分58秒84 神余　陽子5019 ｼﾝﾖ ﾖｳｺ

2時間27分03秒85 住田　瑞子5069 あいずみＲＯｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ

2時間27分03秒86 柏谷　佳子5124 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間27分04秒87 谷尻　規子5184 ﾀﾆｼﾞﾘ ﾉﾘｺ

2時間27分49秒88 山口　秀子5137 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間28分02秒89 原田　由美5119 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ

2時間28分04秒90 中西　美枝5125 ﾅｶﾆｼ ﾐｴ

2時間28分06秒91 山口　美和子5085 ＨＴＹ２９ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜｺ

2時間28分28秒92 三谷　博美5057 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾐ

2時間28分31秒93 坂東　きみ子5012 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ

2時間28分35秒94 青木　恵津子5033 ｱｵｷ ｴﾂｺ

2時間29分03秒95 井内　千津子5172 ｲｳﾁ ﾁﾂﾞｺ

2時間29分10秒96 藤井　洋子5051 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

2時間29分22秒97 鎌田　朋子5171 ｶﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間29分29秒98 槙山　雅子5118 ＴＪＰﾏｷﾔﾏ ﾏｻｺ

2時間29分40秒99 上西　恵美5047 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間30分28秒100 松浦　江美子5080 ﾏﾂｳﾗ ｴﾐｺ
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2時間30分44秒101 武田　美穂5001 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ

2時間30分46秒102 西川　綾子5115 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳｺ

2時間30分52秒103 笠松　由華5076 ｶｻﾏﾂ ﾕｶ

2時間31分05秒104 田渕　洋子5072 ﾀﾌﾞﾁ ﾖｳｺ

2時間31分40秒105 光山　恵美5185 ﾐﾂﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ

2時間32分04秒106 川端　恵理子5152 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾘｺ

2時間32分06秒107 荻野　和子5077 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞｺ

2時間32分09秒108 戎井　智春5090 ｴﾋﾞｽｲ ﾁﾊﾙ

2時間32分16秒109 九鬼　あゆり5153 ｸｷ ｱﾕﾘ

2時間32分39秒110 川野　和代5035 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾖ

2時間32分45秒111 三輪　珠美5175 ﾐﾜ ﾀﾏﾐ

2時間32分51秒112 奥野　貴子5109 ｵｸﾉ ﾀｶｺ

2時間32分55秒113 大石　房子5091 あいずみＲＯｵｵｲｼ ﾌｻｺ

2時間32分58秒114 山口　真由美5006 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2時間33分12秒115 高島　陵子5056 徳島大学ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳｺ

2時間33分56秒116 須崎　美和5022 ｽｻﾞｷ ﾐﾜ

2時間34分03秒117 楠　景子5062 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間34分44秒118 今川　玲代5025 ｲﾏｶﾞﾜ ｻﾁﾖ

2時間34分46秒119 幾原　千枝5189 ココモクラブｲｸﾊﾗ ﾁｴ

2時間35分18秒120 山口　ルリ子5178 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾘｺ

2時間35分23秒121 吉崎　和代5028 ﾖｼｻﾞｷ ｶｽﾞﾖ

2時間35分26秒122 坂本　百合子5180 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｺ

2時間35分50秒123 石川　路子5155 ｲｼｶﾜ ﾐﾁｺ

2時間36分29秒124 村田　美奈子5112 ﾑﾗﾀ ﾐﾅｺ

2時間37分44秒125 足立　朋子5093 株式会社フジみらいｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｺ

2時間37分56秒126 西本　とら子5167 たまき青空病院ﾆｼﾓﾄ ﾄﾗｺ

2時間38分00秒127 新見　尚子5042 ﾆｲﾐ ﾅｵｺ

2時間38分45秒128 出口　富子5154 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾐｺ

2時間38分54秒129 林　真紀5202 ﾊﾔｼ ﾏｷ

2時間39分06秒130 藤井　広美5027 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐ

2時間39分20秒131 津司　真理5116 ﾂｼ ﾏﾘ

2時間39分31秒132 久保　雅子5151 ｸﾎﾞ ﾏｻｺ

2時間39分35秒133 長尾　直美11007 てんとう虫パートナーズﾅｶﾞｵ ﾅｵﾐ

2時間40分02秒134 小賀　和代5020 ｺｶﾞ ｶｽﾞﾖ

2時間40分17秒135 森井　理恵子5169 ﾓﾘｲ ﾘｴｺ

2時間41分13秒136 浦　純子5073 ｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ

2時間41分28秒137 藤本　洋子5030 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間41分46秒138 山本　知子5129 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ

2時間42分05秒139 田中　淳子5078 ＴＪＰﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間42分07秒140 幸田　あき5034 ｺｳﾀﾞ ｱｷ

2時間42分07秒141 幸田　貴美子5179 ｺｳﾀﾞ ｷﾐｺ

2時間42分12秒142 岡　美香5026 ｔｅａｍ５８ｵｶ ﾐｶ

2時間43分01秒143 杉本　昭子5010 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷｺ

2時間43分28秒144 日下　さち5099 ｸｻｶ ｻﾁ

2時間43分49秒145 吉見　緑5048 ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ

2時間43分56秒146 濱西　由佳理5121 ﾊﾏﾆｼ ﾕｶﾘ

2時間44分21秒147 西原　美智代5138 チーム・デポーﾆｼﾊﾗ ﾐﾁﾖ

2時間44分42秒148 酒井　順子5199 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ

2時間45分09秒149 清水　吉美5105 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ

2時間46分43秒150 白木　由紀枝5133 ハッピーランナーズｼﾗｷ ﾕｷｴ
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2時間47分27秒151 徳長　道世5190 ココモクラブﾄｸﾅｶﾞ ﾐﾁﾖ

2時間47分30秒152 高橋　千恵美5162 広野体協ﾀｶﾊｼ ﾁｴﾐ

2時間47分52秒153 平野　和美5054 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ

2時間47分52秒154 中村　貴美枝5052 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｴ

2時間47分59秒155 加納　史子5174 ｶﾉｳ ﾌﾐｺ

2時間50分43秒156 藤田　明美5038 ﾌｼﾞﾀ ｱｹﾐ

2時間51分25秒157 池藤　信子5170 ｲｹﾌｼﾞ ﾉﾌﾞｺ

2時間51分47秒158 成川　律子5100 ﾅﾘｶﾜ ﾘﾂｺ

2時間52分06秒159 東條　圭子5060 順風ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲｺ

2時間52分17秒160 正木　典子5132 鳴門病院ﾏｻｷ ﾉﾘｺ

2時間52分25秒161 西　真由美5110 ﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間54分55秒162 藤川　恵美子5018 ﾌｼﾞｶﾜ ｴﾐｺ
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