
- 第15回吉野川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

2016.3.20(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25分07秒1 室井　聖子4026 ﾑﾛｲ ｾｲｺ

1時間30分42秒2 岩佐　尚代4032 石井ドームＡＣｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間32分33秒3 能瀬　亜紀4061 徳島文理大学ﾉｾ ｱｷ

1時間36分19秒4 兼清　恵理4046 徳島大学ｶﾈｷﾖ ｴﾘ

1時間45分28秒5 上田　早智子4088 ｳｴﾀ ｻﾁｺ

1時間51分15秒6 濱田　容子4048 八万南ＲＣﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ

1時間51分39秒7 山本　真悠4043 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ

1時間51分43秒8 林　美佳4028 ﾊﾔｼ ﾐｶ

1時間53分47秒9 前田　あゆ美4038 ふくちゃんﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ

1時間54分34秒10 阿部　公代4023 ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ

1時間56分17秒11 圓藤　志乃4058 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉ

1時間58分51秒12 杉谷　雪4006 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

1時間58分59秒13 滝川　裕子4036 ﾀｷｶﾜ ﾕｳｺ

2時間02分53秒14 松田　由貴4081 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷ

2時間04分58秒15 中川　素子4087 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ

2時間05分24秒16 近藤　里美4063 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾐ

2時間05分41秒17 永井　明日佳4042 ﾅｶﾞｲ ｱｽｶ

2時間06分24秒18 大関　茜4035 ｵｵｾﾞｷ ｱｶﾈ

2時間07分15秒19 宮川　琴未4062 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺﾄﾐ

2時間07分49秒20 森住　裕里4082 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾕｳﾘ

2時間08分38秒21 松川　知代4100 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓﾖ

2時間08分54秒22 下岡　真由美4009 ｼﾓｵｶ ﾏﾕﾐ

2時間10分29秒23 小西　貴子4039 ｺﾆｼ ﾀｶｺ

2時間10分42秒24 吉本　麻衣子4010 ﾖｼﾓﾄ ﾏｲｺ

2時間11分29秒25 平尾　みゆき4099 ﾋﾗｵ ﾐﾕｷ

2時間12分10秒26 川端　美紀4007 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｷ

2時間12分21秒27 石川　翔子4084 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺ

2時間12分55秒28 三木　小百合4027 オーツーブランドﾐｷ ｻﾕﾘ

2時間12分58秒29 松井　直美4104 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ

2時間14分33秒30 多田　智美4037 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間14分45秒31 百歩　彩4004 ﾋｬｸﾌﾞ ｱﾔ

2時間15分13秒32 鷹木　千恵4005 ﾀｶｷﾞ ﾁｴ

2時間15分29秒33 岡井　美紀4075 ｵｶｲ ﾐｷ

2時間15分41秒34 竹島　由紀子4020 ﾀｹｼﾏ

2時間16分41秒35 河原　真奈美4018 ｶﾜﾊﾗ ﾏﾅﾐ

2時間17分20秒36 柴谷　多恵4114 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾀｴ

2時間17分38秒37 久米　智子4053 ｸﾒ ﾄﾓｺ

2時間17分45秒38 藤本　清美4003 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間17分47秒39 米倉　史恵4021 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｴ

2時間19分42秒40 樫山　菜穂4016 ｶｼﾔﾏ ﾅﾎ

2時間20分11秒41 清澄　浩子4110 ｷﾖｽﾞﾐ ﾋﾛｺ

2時間22分08秒42 渡津　絵理菜4068 ﾜﾀﾂﾞ ｴﾘﾅ

2時間23分37秒43 西坂　理沙4089 ﾆｼｻｶ ﾘｻ

2時間23分39秒44 佐野　博美4017 ｻﾉ ﾋﾛﾐ

2時間24分38秒45 大西　真由美4059 ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間24分43秒46 三島　李菜4108 ﾐｼﾏ ﾘﾅ

2時間24分51秒47 福嶋　亜沙理4025 ﾌｸｼﾏ ｱｻﾘ

2時間25分51秒48 丸若　由佳4106 徳島大学ﾏﾙﾜｶ ﾕｶ

2時間26分32秒49 青木　友紀4079 ｱｵｷ ﾕｷ

2時間27分21秒50 里和　由季子4055 日亜化学ニコニコクラブﾘﾜ ﾕｷｺ
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主催: 吉野川ハーフマラソン大会実行委員会

2時間27分21秒51 佐藤　睦美4056 日亜化学ニコニコクラブｻﾄｳ ﾑﾂﾐ

2時間27分36秒52 瀧　菜月4078 ﾀｷ ﾅﾂｷ

2時間27分43秒53 寒川　由美子4011 ｶﾝｶﾞﾜ ﾕﾐｺ

2時間27分57秒54 吉岡　千尋4034 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ

2時間27分58秒55 森　裕夏4073 ﾓﾘ ﾕｶ

2時間28分16秒56 島垣　真季4097 ｼﾏｶﾞｷ ﾏｷ

2時間29分03秒57 黒川　美貴子4105 ｸﾛｶﾜ ﾐｷｺ

2時間31分31秒58 桑村　洋子4107 ｸﾜﾑﾗ ﾖｳｺ

2時間31分38秒59 平田　真姫4115 ﾋﾗﾀ ﾏｷ

2時間31分48秒60 佐藤　真美4008 ｻﾄｳ ﾏﾐ

2時間32分50秒61 日関　恵4040 ﾋｾﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

2時間34分17秒62 横田　幸子4095 ﾖｺﾀ ｻﾁｺ

2時間34分37秒63 飯野　翠4015 ｲｲﾉ ﾐﾄﾞﾘ

2時間34分42秒64 小松　加代子4109 ｺﾏﾂ ｶﾖｺ

2時間35分19秒65 長谷川　奈都美4060 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ

2時間35分52秒66 大西　ゆき4029 ｵｵﾆｼ ﾕｷ

2時間36分02秒67 矢野　香奈4064 ﾔﾉ ｶﾅ

2時間36分27秒68 山本　尚美4096 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾐ

2時間38分25秒69 大木　美佳4054 ｵｵｷﾞ ﾐｶ

2時間38分40秒70 市原　るみ4033 ＯＭＨｲﾁﾊﾗ ﾙﾐ

2時間39分10秒71 河野　智恵子4086 ＡＮＥＳＩＳｶﾜﾉ ﾁｴｺ

2時間39分39秒72 福原　真由美4069 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾕﾐ

2時間40分07秒73 安井　苑子4077 ﾔｽｲ ｿﾉｺ

2時間41分51秒74 畑　明日香4111 ﾊﾀ ｱｽｶ

2時間42分04秒75 足立　知咲4076 徳島大学病院ｱﾀﾞﾁ ﾁｻｷ

2時間43分01秒76 松島　理恵4065 ﾏﾂｼﾏ ﾘｴ

2時間43分29秒77 多田　安希4101 ＴＪＰﾀﾀﾞ ｱｷ

2時間44分40秒78 小濱　千恵4013 ｺﾊﾏ ﾁｴ

2時間45分45秒79 田中　好美4044 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ

2時間47分03秒80 遠藤　華4041 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ

2時間47分12秒81 美馬　加容子4116 ﾐﾏ ｶﾖｺ

2時間49分09秒82 林　亜弓4071 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

2時間50分12秒83 藤浦　有香4012 ﾌｼﾞｳﾗ ﾕｶ

2時間52分54秒84 松島　真紀4050 ﾏﾂｼﾏ ﾏｷ

2時間54分03秒85 佐藤　史4049 ｻﾄｳ ﾌﾐ

2時間55分07秒86 田中　美恵4057 ﾀﾅｶ ﾖｼｴ

2時間55分59秒87 矢部　洋美4072 ﾔﾍﾞ ﾋﾛﾐ

2時間56分31秒88 宇津宮　亜由美4051 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾕﾐ

2時間59分41秒89 武知　由花4103 ﾀｹﾁ ﾕｶ
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