
- 第15回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　女子40歳～59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22分25秒1 仁木　千賀5027 ドアーズＲＣﾆｷ ﾁｶ

1時間30分29秒2 秋山　千賀子5060 綾川ACｱｷﾔﾏ ﾁｶｺ

1時間32分50秒3 山口　由紀11004 徳島かめRCﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ

1時間33分58秒4 石川　友江5236 名西郡陸協ｲｼｶﾜ ﾄﾓｴ

1時間34分50秒5 門田　弥生5019 チーム♪虎美ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ

1時間39分55秒6 相原　由香里5157 ｱｲﾊﾗ ﾕｶﾘ

1時間43分44秒7 井浦　美穂5167 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間45分32秒8 松木　真奈美5072 コールマラソン倶楽部ﾏﾂｷ ﾏﾅﾐ

1時間46分43秒9 糸谷　実佳5184 かめさんｲﾄﾀﾆ ﾐｶ

1時間48分24秒10 田中　早苗5056 ﾀﾅｶ ｻﾅｴ

1時間48分31秒11 木村　博美5037 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間48分38秒12 栗林　美津枝5212 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間49分00秒13 武藤　千明5125 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ

1時間49分33秒14 八木　真知子5155 ﾔｷﾞ ﾏﾁｺ

1時間49分59秒15 佐竹　晶子5221 ＴＪＰ山岳部ｻﾀｹ ｱｷｺ

1時間50分18秒16 小泉　記代美5205 ＯＭＨｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ

1時間50分21秒17 大西　久美5046 ＴＪＰｵｵﾆｼ ｸﾐ

1時間51分25秒18 秦　さゆり5076 ﾊﾀ ｻﾕﾘ

1時間52分07秒19 坂本　まゆみ5082 ハッピーｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間53分00秒20 阿部　淑江5096 徳島かめＲＣｱﾍﾞ ﾄｼｴ

1時間53分10秒21 泉　節子5124 ｲｽﾞﾐ ｾﾂｺ

1時間53分38秒22 宮本　早苗5091 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅｴ

1時間54分05秒23 速水　美穂5136 ﾊﾔﾐ ﾐﾎ

1時間55分18秒24 高橋　奈穂美5151 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ

1時間55分50秒25 大津　みどり5154 クリソスＲＣｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ

1時間55分59秒26 海面　孝子5213 冨士枝塾ｶｲﾒﾝ ﾀｶｺ

1時間57分10秒27 和田　千明5105 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ

1時間57分17秒28 野村　和美5013 ﾉﾑﾗ

1時間58分17秒29 村上　ゆかり5161 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶﾘ

1時間59分08秒30 井形　淳子5170 ｲｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ

1時間59分11秒31 板東　美加子5143 びざん元気ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｶｺ

1時間59分33秒32 一山　貴美5178 ｲﾁﾔﾏ ｷﾐ

2時間00分10秒33 吉本　有美子5127 ぽんぽこランﾖｼﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間00分26秒34 中野　素子5149 ﾅｶﾉ ﾓﾄｺ

2時間02分11秒35 森田　美紀子5044 TJPﾓﾘﾀ ﾐｷｺ

2時間02分28秒36 岸　裕美5095 ｷｼ ﾋﾛﾐ

2時間03分05秒37 関口　啓子5021 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ

2時間03分33秒38 角山　里美5024 ｶｸﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間03分59秒39 長井　佳子5016 徳島健走会ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ

2時間04分12秒40 天野　弘美5034 チーム黒犬ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

2時間04分13秒41 佐々木　圭子5043 ｻｻｷ ｹｲｺ

2時間04分25秒42 東　洋子5123 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｺ

2時間04分38秒43 伊勢田　大光5246 ｲｾﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

2時間04分48秒44 森本　光枝5003 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｴ

2時間04分54秒45 浜　博子5165 ﾊﾏ ﾋﾛｺ

2時間05分00秒46 濱口　和子5191 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ

2時間05分05秒47 村部　久美5253 ﾑﾗﾍﾞ ｸﾐ

2時間05分24秒48 和泉　玲5185 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ

2時間06分07秒49 三木　真弓5005 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間06分11秒50 福居　晶江5074 ＮＩＳＰ徳島ﾌｸｲ ﾏｻｴ
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2時間06分20秒51 滝川　恵津子5113 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ

2時間06分45秒52 杉山　美貴5227 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ

2時間06分53秒53 有井　久美5030 ｱﾘｲ ﾋｻﾐ

2時間07分20秒54 福島　美智子5140 ﾌｸｼﾏ ﾐﾁｺ

2時間07分54秒55 松永　恵美子5025 札幌金寿司ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ

2時間07分58秒56 中務　典子5084 コールマラソン倶楽部ﾅｶﾂｶｻ ﾉﾘｺ

2時間08分20秒57 三木　美奈子5242 三木米ﾐｷ ﾐﾅｺ

2時間08分21秒58 山内　真理子5131 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間08分26秒59 柳川　公代5116 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ

2時間08分34秒60 牧　美奈5232 ﾏｷ ﾐﾅ

2時間08分34秒61 今川　和代5047 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖ

2時間08分39秒62 藤山　和代5083 ふぁみり～ずﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖ

2時間08分54秒63 岡山　道子5215 ｵｶﾔﾏ ﾐﾁｺ

2時間09分02秒64 松本　真寿美5006 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ

2時間09分02秒65 鈴木　一美5081 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ

2時間09分18秒66 渡部　佳子5145 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ

2時間09分33秒67 坂東　桂子5065 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間09分37秒68 松田　牧子20007 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｷｺ

2時間09分43秒69 濱口　ひろみ5132 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

2時間10分17秒70 松村　美恵5224 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｴ

2時間10分25秒71 大石　房子5195 あいずみＲＯｵｵｲｼ ﾌｻｺ

2時間10分33秒72 福田　紀子5092 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間10分42秒73 岩本　香5020 ｲﾜﾓﾄ ｶｵﾙ

2時間11分17秒74 田岡　真子5229 ﾀｵｶ ﾅﾎｺ

2時間11分34秒75 橋本　秀子5163 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｺ

2時間11分42秒76 吉井　真里5228 ﾖｼｲ ﾏﾘ

2時間11分54秒77 久米　富代5035 産業ｶｳﾝｾﾗｰｸﾒ ﾄﾐﾖ

2時間11分55秒78 久米　千晶5122 ｸﾒ ﾁｱｷ

2時間11分57秒79 亀井　幸子5039 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間12分20秒80 楠　博子5100 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ

2時間12分51秒81 藤川　富栄5031 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾐｴ

2時間12分55秒82 上崎　たけ子5058 ｳｴｻｷ ﾀｹｺ

2時間13分00秒83 麻野　真知子5249 ｱｻﾉ ﾏﾁｺ

2時間13分22秒84 小川　みどり5147 チーム栄光ｵｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ

2時間13分44秒85 毛利　哲子5180 順風ﾓｳﾘ ｻﾄｺ

2時間13分45秒86 鈴江　明子5053 ｽｽﾞｴ ｱｷｺ

2時間13分58秒87 小篠　かずみ5106 コールマラソン倶楽部ｵｻﾞｻ ｶｽﾞﾐ

2時間14分03秒88 三木　スズエ5045 ＴＪＰﾐｷ ｽｽﾞｴ

2時間14分25秒89 射場　慶子5098 ｲﾊﾞ ｹｲｺ

2時間14分36秒90 鎌田　喜久代5108 ＴＪＰｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ

2時間14分46秒91 香西　真由美5201 ｺｳｻﾞｲ ﾏﾕﾐ

2時間15分00秒92 四宮　弘美5087 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ

2時間15分32秒93 三浦　惠津子5068 ﾐｳﾗ ｴﾂｺ

2時間15分37秒94 東海　和子5102 ﾄｳｶｲ ｶｽﾞｺ

2時間15分45秒95 大西　真子5038 TJPｵｵﾆｼ ﾏｻｺ

2時間16分39秒96 山西　貴美与5261 ﾔﾏﾆｼ ｷﾐﾖ

2時間17分11秒97 蛇目　清江5169 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ

2時間17分54秒98 坂東　きみ子5110 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ

2時間18分22秒99 井上　千佳恵5166 兼松病院ｲﾉｳｴ ﾁｶｴ

2時間19分11秒100 矢野　久美子5042 ﾔﾉ ｸﾐｺ
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2時間19分13秒101 河北　智世5101 愛ランズｶﾜｷﾀ ﾁｾ

2時間19分30秒102 多田　美奈子5230 ﾀﾀﾞ ﾐﾅｺ

2時間19分35秒103 今獅々　恭子5194 ｲﾏｼﾞｼ ｷｮｳｺ

2時間19分46秒104 高尾　貴子5152 ﾀｶｵ ﾀｶｺ

2時間20分05秒105 三谷　博美5040 順風ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾐ

2時間21分29秒106 森本　裕美5064 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐ

2時間21分29秒107 森岡　佳美5255 チームＴＧﾓﾘｵｶ ﾖｼﾐ

2時間21分42秒108 吉岡　幸5235 ﾖｼｵｶ ﾐﾕｷ

2時間22分11秒109 東端　充代5168 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾐﾁﾖ

2時間22分20秒110 大塚　綾子5254 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ

2時間22分26秒111 大西　泉5197 ｵｵﾆｼ ｲｽﾞﾐ

2時間22分35秒112 森　慶子5216 ﾓﾘ ｹｲｺ

2時間22分38秒113 瀬筒　あゆみ5199 ｾﾂﾞﾂ ｱﾕﾐ

2時間22分56秒114 冨永　陽子5114 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｺ

2時間23分11秒115 東條　智恵美5099 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾁｴﾐ

2時間23分21秒116 清水　吉美5057 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ

2時間23分53秒117 平尾　真麻5104 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ

2時間24分38秒118 山口　秀子5209 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間24分40秒119 山西　真由美5206 にこにこマラソンクラブﾔﾏﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間24分49秒120 濱田　雅子5088 チーム岩倉ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｺ

2時間24分58秒121 飯坂　淳子5256 Ｔ．走るんじょｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間25分02秒122 中本　由紀5018 T．走るんじょﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

2時間25分10秒123 山田　佳里5014 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ

2時間25分24秒124 河野　雅代5080 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間25分27秒125 辻　まきこ5028 ﾂｼﾞ ﾏｷｺ

2時間25分37秒126 鍋島　真弓5078 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾕﾐ

2時間26分15秒127 稲井　美香5051 ｲﾅｲ ﾐｶ

2時間26分15秒128 神余　陽子5141 ｼﾝﾖ ﾖｳｺ

2時間26分30秒129 中西　美枝5144 ﾅｶﾆｼ ﾐｴ

2時間26分30秒130 河井　聖子5115 ＴＪＰｶﾜｲ ｷﾖｺ

2時間26分39秒131 村上　和子5158 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｺ

2時間26分54秒132 加藤　昭子5175 日亜化学ニコニコクラブｶﾄｳ ｱｷｺ

2時間27分04秒133 山田　幸代5234 ＹＭＤツアーズﾔﾏﾀﾞ ｻﾁﾖ

2時間27分08秒134 西川　綾子5218 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳｺ

2時間27分08秒135 佐藤　久美5190 ｻﾄｳ ｸﾐ

2時間27分10秒136 柏谷　佳子5009 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間27分11秒137 森　由香里5148 ﾓﾘ ﾕｶﾘ

2時間27分18秒138 中原　みゆき5202 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾕｷ

2時間27分48秒139 飛梅　文5117 ﾄﾋﾞｳﾒ ｱﾔ

2時間28分01秒140 永井　眞愉美5061 ﾅｶﾞｲ ﾏﾕﾐ

2時間28分09秒141 上西　恵美5071 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間28分49秒142 須藤　由貴代5118 ｽﾄﾞｳ ﾕｷﾖ

2時間29分10秒143 下谷　奈津子5260 ｼﾓﾀﾆ ﾅﾂｺ

2時間29分12秒144 高島　陵子5093 徳島大学ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳｺ

2時間30分04秒145 鎌田　幹恵5164 ｶﾏﾀﾞ ﾐｷｴ

2時間30分08秒146 瀧　美智子5200 ﾀｷ ﾐﾁｺ

2時間30分13秒147 吉村　浩美5238 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾐ

2時間30分13秒148 影治　好美5111 ｶｹﾞｼﾞ ﾖｼﾐ

2時間31分23秒149 平岡　陽子5263 デイサービスとみだﾋﾗｵｶ ﾖｳｺ

2時間31分36秒150 田中　千夏5086 徳島県鳴門病院ﾀﾅｶ ﾁﾅﾂ
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2時間31分38秒151 林　真紀5182 ﾊﾔｼ ﾏｷ

2時間31分38秒152 中井　裕美5153 ﾅｶｲ ﾋﾛﾐ

2時間31分47秒153 槙山　雅子5059

2時間31分48秒154 河野　玲子5259 ｺｳﾉ ﾚｲｺ

2時間31分59秒155 櫻間　雅子5001 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間32分16秒156 大田　珠美5204 ｵｵﾀ ﾀﾏﾐ

2時間32分36秒157 出口　由美5181 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕﾐ

2時間32分52秒158 鎌谷　由香5008 ｶﾏﾀﾆ ﾕｶ

2時間33分02秒159 表　恵5073 ｵﾓﾃ ﾒｸﾞﾐ

2時間33分48秒160 矢野　順子5217 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｺ

2時間34分01秒161 藤川　和美5240 つきの農園ﾌｼﾞｶﾜ ｶｽﾞﾐ

2時間34分01秒162 柳川　仁美5142 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ

2時間34分17秒163 松浦　美和5239 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾜ

2時間34分33秒164 植松　美由紀5174 ｳｴﾏﾂ ﾐﾕｷ

2時間35分17秒165 山口　美和子5137 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾜｺ

2時間35分35秒166 向井　佳子5160 ﾑｶｲ ﾖｼｺ

2時間35分39秒167 久保　雅子5128 ｸﾎﾞ ﾏｻｺ

2時間35分47秒168 数胴　かずみ5010 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ

2時間35分48秒169 山本　知子5066 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ

2時間35分53秒170 伊勢　さより5089 ｲｾ ｻﾖﾘ

2時間35分56秒171 矢部　智子5258 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｺ

2時間36分03秒172 大塚　美知代5225 ｵｵﾂｶ ﾐﾁﾖ

2時間36分47秒173 藤井　洋子5075 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

2時間37分01秒174 岸本　ルミ5103 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ

2時間37分18秒175 楠　景子5207 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間37分55秒176 村田　美奈子5079 ﾑﾗﾀ ﾐﾅｺ

2時間38分07秒177 藤本　洋子5264 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間38分33秒178 吉見　緑5090 ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ

2時間38分57秒179 安倍　さゆり5138 阿北ドライビングスクールｱﾍﾞ ｻﾕﾘ

2時間39分26秒180 山口　真由美5022 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2時間39分42秒181 春本　純子5214 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間39分42秒182 阿部　佳子5067 ｱﾍﾞ ｹｲｺ

2時間39分43秒183 三宅　幸代5026 ﾐﾔｹ ｻﾁﾖ

2時間40分49秒184 小泉　かよ5162 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾖ

2時間41分46秒185 久門　佳美5097 トラ＆ランﾋｻｶﾄﾞ ﾖｼﾐ

2時間42分37秒186 藤井　広美5002 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐ

2時間42分57秒187 笠松　由華5150 ｶｻﾏﾂ ﾕｶ

2時間43分29秒188 今城　幸代5183 まほろば共和国ｲﾏｼﾞｮｳ ｻﾁﾖ

2時間43分38秒189 成川　律子5041 ﾅﾘｶﾜ ﾘﾂｺ

2時間43分57秒190 虎尾　はづき5241 つきの農園ﾄﾗｵ ﾊﾂﾞｷ

2時間44分01秒191 柴田　みのり5172 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ

2時間44分04秒192 新見　尚子5015 ﾆｲﾐ ﾅｵｺ

2時間44分06秒193 國見　泰子5146 國見屋ｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間44分13秒194 天満　博子5126 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｺ

2時間46分07秒195 金山　美穂5112 ｶﾅﾔﾏ ﾐﾎ

2時間47分53秒196 朝日　直美5186 ｱｻﾋ ﾅｵﾐ

2時間47分54秒197 和田　典子5188 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間48分29秒198 加藤　ひとみ5055 ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ

2時間48分34秒199 市瀬　美紀5251 ｲﾁｾ ﾐｷ

2時間49分22秒200 三田村　久美子5223 ﾐﾀﾑﾗ ｸﾐｺ
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- 第15回吉野川ハーフマラソン大会 -

ハーフマラソン　女子40歳～59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

2時間50分33秒201 佐藤　美香5062 ｻﾄｳ ﾐｶ

2時間50分57秒202 住田　瑞子5029 ｽﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｺ

2時間50分59秒203 宮本　昌希5179 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷ

2時間51分25秒204 津司　真理5211 ﾂｼ ﾏﾘ

2時間52分14秒205 福嶋　幸代5156 ﾌｸｼﾏ ﾕｷﾖ

2時間53分15秒206 白木　由紀枝5004 ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾅｰｽﾞｼﾗｷ ﾕｷｴ

2時間56分12秒207 吉田　優子5226 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ

2時間56分29秒208 藤川　恵美子5033 ﾌｼﾞｶﾜ ｴﾐｺ

2時間58分46秒209 袴田　恭子5187 ﾊｶﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ
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