
- 第１６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

2017.3.12(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29分47秒1 岩佐　尚代4009 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間45分52秒2 藤田　里奈4075 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ

1時間54分47秒3 大冨　咲希4103 ｵｵﾄﾐ ｻｷ

1時間55分14秒4 大槻　由弥4017 ＩＱＯ倶楽部ｵｵﾂｷ ﾕﾐ

1時間57分12秒5 滝川　裕子4049 ﾀｷｶﾜ ﾕｳｺ

1時間57分55秒6 船本　有加4077 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｶ

2時間01分18秒7 漆原　奈美4013 ｳﾙｼﾊﾗ ﾅﾐ

2時間03分08秒8 和田　佳那4096 うきよ連ﾜﾀﾞ ｶﾅ

2時間04分08秒9 横井　佑佳4091 ﾖｺｲ ﾕｶ

2時間06分40秒10 上本　恵美子4012 裸足ランニングクラブｳｴﾓﾄ ｴﾐｺ

2時間07分55秒11 杉谷　雪4045 ｽｷﾞﾀﾆ ﾕｷ

2時間08分58秒12 高松　陽子4048 ﾀｶﾏﾂ ﾖｳｺ

2時間09分21秒13 河原　真奈美4024 ｶﾜﾊﾗ ﾏﾅﾐ

2時間09分44秒14 齋藤　梨絵4035 ｻｲﾄｳ ﾘｴ

2時間09分48秒15 藤本　清美4076 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間10分05秒16 多田　智美4053 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間10分15秒17 藤本　しのぶ4107 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

2時間10分16秒18 吉本　麻衣子4094 野生のどちんぱんﾖｼﾓﾄ ﾏｲｺ

2時間10分49秒19 歯朶尾　采佳4038 ｼﾀﾞｵ ｱﾔｶ

2時間11分06秒20 渡辺　若葉4097 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜｶﾊﾞ

2時間11分07秒21 山口　衣絵4105 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾇｴ

2時間11分27秒22 川野　真子4023 ｶﾜﾉ ﾏｺ

2時間11分45秒23 歯朶尾　美里4108 ｼﾀﾞｵ ﾐｻﾄ

2時間18分02秒24 正木　陽子4078 ﾏｻｷ ﾖｳｺ

2時間18分29秒25 木谷　恵美子4106 ｷﾀﾆ ｴﾐｺ

2時間18分34秒26 手塚　華恵4057 光る子ＲＣﾃﾂﾞｶ ﾊﾅｴ

2時間19分11秒27 伊賀　由紀4005 ｲｶﾞ ﾕｷ

2時間19分18秒28 菅　真裕美4025 ｶﾝ ﾏﾕﾐ

2時間20分27秒29 下寺　真未4102 ｼﾓﾃﾞﾗ ﾏﾐ

2時間20分36秒30 平井　裕子4070 日亜ニコニコクラブﾋﾗｲ ﾕｳｺ

2時間20分55秒31 河田　亜希4022 ｶﾜﾀ ｱｷ

2時間21分24秒32 神子　典子4021 ｶﾐｺ ﾉﾘｺ

2時間21分46秒33 里和　由季子4095 日亜ニコニコクラブﾘﾜ ﾕｷｺ

2時間22分15秒34 栩平　ゆかり4060 ﾄﾁﾋﾗ ﾕｶﾘ

2時間23分29秒35 佐藤　睦美4037 日亜ニコニコクラブｻﾄｳ ﾑﾂﾐ

2時間23分37秒36 井上　啓子4008 関西学院大学大学院ｲﾉｳｴ ｹｲｺ

2時間24分13秒37 安芸　ひかる4002 ｱｷ ﾋｶﾙ

2時間24分57秒38 久米　梓4031 きりん歯科クリニックｸﾒ ｱｽﾞｻ

2時間25分10秒39 芝山　倫代4042 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾐﾁﾖ

2時間27分17秒40 四宮　美佳4040 三成会水の都記念病院ｼﾉﾐﾔ ﾐｶ

2時間27分40秒41 横田　幸子4092 ﾖｺﾀ ｻﾁｺ

2時間27分46秒42 長田　紗季4063 ﾅｶﾞﾀ ｻｷ

2時間28分14秒43 柴谷　多恵4041 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾀｴ

2時間30分04秒44 炭谷　尚美4046 ｽﾐﾀﾆ ﾅｵﾐ

2時間30分33秒45 豊成　真己4062 ﾄﾖﾅﾘ ﾏｷ

2時間30分58秒46 粟井　綺水4004 ｱﾜｲ ｱﾔﾐ

2時間31分24秒47 畑　明日香4069 ﾊﾀ ｱｽｶ

2時間32分51秒48 新居　のり子4064 ホウエツ病院ﾆｲ ﾉﾘｺ

2時間34分19秒49 北風　弥生4027 ｷﾀｶｾﾞ ﾔﾖｲ

2時間35分14秒50 近藤　詩織4099 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ
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2時間35分30秒51 篠原　礼実4039 ｼﾉﾊﾗ ﾚｲﾐ

2時間35分44秒52 岸　香織4026 日亜ニコニコクラブｷｼ ｶｵﾘ

2時間35分51秒53 道辻　真唯4084 ﾐﾁﾂｼﾞ ﾏｲ

2時間35分52秒54 高早　真弓4047 チームＴﾀｶﾊﾔ ﾏﾕﾐ

2時間36分39秒55 松本　彩佳4080 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ

2時間36分39秒56 安藝　千晶4001 ｱｷ ﾁｱｷ

2時間38分08秒57 加藤　麻由4020 みよし地域包括ｶﾄｳ ﾏﾕ

2時間38分14秒58 増岡　秀美4079 ﾏｽｵｶ ﾋﾃﾞﾐ

2時間38分16秒59 戸出　真里4058 ﾄｲﾃﾞ ﾏﾘ

2時間38分28秒60 北野　文香4028 ｷﾀﾉ ﾌﾐｶ

2時間39分12秒61 吉川　愛4093 小松島病院ﾖｼｶﾜ ｱｲ

2時間39分31秒62 大木　美佳4015 ｵｵｷﾞ ﾐｶ

2時間41分00秒63 戸村　美紀4061 ＯＲＣﾄﾑﾗ ﾐｷ

2時間42分10秒64 遠藤　華4014 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ

2時間42分30秒65 矢野　知世4089 ﾔﾉ ﾄﾓﾖ

2時間43分26秒66 撫養　理恵4086 ﾑﾔ ﾘｴ

2時間44分50秒67 新居　路子4065 ﾆｲ ﾐﾁｺ

2時間45分37秒68 清水　亜季子4044 徳島大学ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ

2時間45分37秒69 合田　萌夏4033 徳島大学ｺﾞｳﾀﾞ ﾓｴｶ

2時間46分29秒70 廣石　真寿美4071 ﾋﾛｲｼ ﾏｽﾐ

2時間46分45秒71 小野　佳菜4019 ｵﾉ ｶﾅ

2時間48分18秒72 桑村　洋子4032 ｸﾜﾑﾗ ﾖｳｺ

2時間49分24秒73 市川　莉央4007 四国大学ｲﾁｶﾜ ﾘｵ

2時間50分00秒74 山本　知佳4098 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ

2時間51分10秒75 大元　康代4018 ｵｵﾓﾄ ﾔｽﾖ

2時間54分04秒76 山田　健代4090 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾖ

2時間55分07秒77 仁木　香織4066 ﾆｷ ｶｵﾘ

2時間55分29秒78 上田　利沙4011 ｳｴﾀ ﾘｻ

2時間56分23秒79 宮内　桃子4085 ＯＲＣﾐﾔｳﾁ ﾓﾓｺ

2時間57分12秒80 尾崎　優衣4100 ｵｻﾞｷ ﾕｲ

2時間57分13秒81 松下　佳代4101 ﾏﾂｼﾀ ｶﾖ

2時間58分26秒82 西田　真理子4067 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾘｺ
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