
- 第１６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

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21分40秒1 仁木　千賀5113 ドアーズＲＣﾆｷ ﾁｶ

1時間29分53秒2 門田　弥生5044 チーム♪虎美ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ

1時間38分10秒3 糸谷　実佳5015 カメさんｲﾄﾀﾆ ﾐｶ

1時間41分45秒4 赤澤　多惠子5001 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ

1時間45分06秒5 井浦　美穂5008 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間46分40秒6 溝杭　理恵5151 ﾐｿﾞｸﾞｲ ﾘｴ

1時間47分26秒7 山本　津子5179 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾂｺ

1時間48分48秒8 樋口　恵里子5131 城南乃風ﾋｸﾞﾁ ｴﾘｺ

1時間48分57秒9 坂本　まゆみ5074 白寿会ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間50分02秒10 細井　秀代5140 クリソスﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾖ

1時間50分08秒11 枝川　智穂5025 順風ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾁﾎ

1時間50分23秒12 高橋　奈穂美5093 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ

1時間50分39秒13 栗林　美津枝5065 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間51分19秒14 阿部　淑江5004 弥生陸上部・徳島かめさんｱﾍﾞ ﾄｼｴ

1時間51分23秒15 八木　真知子5165 ﾔｷﾞ ﾏﾁｺ

1時間52分32秒16 大津　みどり5031 クリソスＲＣｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ

1時間52分54秒17 岩朝　紀子5021 ＴＪＰｲﾜｻ ﾉﾘｺ

1時間53分13秒18 中川　素子5105 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ

1時間54分06秒19 一山　貴美5014 ＴＪＰｲﾁﾔﾏ ｷﾐ

1時間54分43秒20 歯朶尾　優子5079 ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ

1時間55分09秒21 稲井　美香5016 ＴＪＰｲﾅｲ ﾐｶ

1時間55分52秒22 山田　葉月5176 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ

1時間57分40秒23 志磨　朋子5082 ｼﾏ ﾄﾓｺ

1時間57分52秒24 木村　博美5060 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ

1時間58分04秒25 宮本　真理子5156 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｺ

1時間58分31秒26 井形　淳子5009 ｲｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ

1時間59分17秒27 大本　正子5034 社会福祉法人　小渦会ｵｵﾓﾄ ﾏｻｺ

2時間01分17秒28 山田　佳里5175 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ

2時間01分27秒29 戸川　浩美5103 チーム黒犬ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間02分17秒30 中野　民子5107 ﾅｶﾉ ﾀﾐｺ

2時間02分28秒31 村上　ゆかり5159 ﾑﾗｶﾐ ﾕｶﾘ

2時間02分33秒32 浜　博子5116 ﾊﾏ ﾋﾛｺ

2時間03分13秒33 東　洋子5002 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｺ

2時間03分21秒34 中野　素子5108 ﾅｶﾉ ﾓﾄｺ

2時間03分25秒35 松永　恵美子5144 札幌金寿司ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾐｺ

2時間03分43秒36 関口　啓子5090 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ

2時間03分54秒37 滝川　恵津子5095 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ

2時間04分19秒38 岸　裕美5055 ｷｼ ﾋﾛﾐ

2時間05分23秒39 森本　光枝5164 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｴ

2時間05分43秒40 北野　佳代5057 ｷﾀﾉ ｶﾖ

2時間06分02秒41 今川　和代5018 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖ

2時間06分03秒42 河野　雅代5053 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間06分28秒43 松本　育子5145 ﾏﾂﾓﾄ ｲｸｺ

2時間07分31秒44 和田　ハルナ5187 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ

2時間07分32秒45 池﨑　美佐5011 ｲｹｻﾞｷ ﾐｻ

2時間07分43秒46 大西　真由美5032 ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間08分10秒47 山瀬　理江5174 ﾔﾏｾ ﾘｴ

2時間08分24秒48 角山　里美5038 ｶｸﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間08分27秒49 三宅　久美子5153 ﾐﾔｹ ｸﾐｺ

2時間08分27秒50 金山　美穂5045 ｶﾅﾔﾏ ﾐﾎ
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2時間08分32秒51 三木　美奈子5150 三木米ﾐｷ ﾐﾅｺ

2時間08分41秒52 福田　紀子5134 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間09分29秒53 三木　スズエ5148 ﾐｷ ｽｽﾞｴ

2時間10分12秒54 宇野　和美5024 ｳﾉ ｶｽﾞﾐ

2時間10分47秒55 杉山　美貴5088 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ

2時間11分04秒56 亀井　京子5048 ｶﾒｲ ｷｮｳｺ

2時間11分04秒57 三木　真弓5149 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間11分06秒58 和泉　玲5012 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ

2時間11分36秒59 松本　真寿美5146 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ

2時間11分38秒60 鎌田　喜久代5046 ＴＪＰｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ

2時間11分41秒61 槙　理華5142 ストロベリーズﾏｷ ﾘｶ

2時間11分53秒62 枝澤　陽子5026 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾖｳｺ

2時間12分03秒63 坂東　桂子5126 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間12分20秒64 田渕　英子5190 ﾀﾌﾞﾁ ｴｲｺ

2時間12分33秒65 井上　香織5017 ｲﾉｳｴ ｶｵﾘ

2時間12分40秒66 濱西　由佳理5120 ﾊﾏﾆｼ ﾕｶﾘ

2時間13分14秒67 蛇目　清江5085 ｼﾞｬﾉﾒ ｷﾖｴ

2時間13分39秒68 藤川　富栄5138 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾐｴ

2時間14分19秒69 亀井　幸子5049 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間14分26秒70 森澤　恵5162 オリザﾓﾘｻﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間14分36秒71 矢野　久美子5170 ドキンちゃんﾔﾉ ｸﾐｺ

2時間15分10秒72 山西　真由美5177 ニコニコクラブﾔﾏﾆｼ ﾏﾕﾐ

2時間15分30秒73 鷹木　千恵5092 ﾀｶｷﾞ ﾁｴ

2時間15分49秒74 柳川　公代5167 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ

2時間17分00秒75 飯坂　淳子5007 Ｔ．走るんじょｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間17分02秒76 安原　喜子5166 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼｺ

2時間17分25秒77 米倉　史恵5184 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｴ

2時間17分52秒78 一宮　理恵子5013 小野薬品ｲﾁﾐﾔ ﾘｴｺ

2時間17分55秒79 西野　真紀5115 ﾆｼﾉ ﾏｷ

2時間19分16秒80 保科　英子5139 ﾎｼﾅ ｴｲｺ

2時間20分10秒81 東端　充代5128 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾐﾁﾖ

2時間21分08秒82 加藤　昭子5043 日亜ニコニコグラフｶﾄｳ ｱｷｺ

2時間21分09秒83 下岡　真由美5084 ＴＫ倶楽部ｼﾓｵｶ ﾏﾕﾐ

2時間21分10秒84 濱口　ひろみ5119 ＴＫ倶楽部ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ

2時間21分39秒85 飛梅　文5104 ﾄﾋﾞｳﾒ ｱﾔ

2時間21分57秒86 吉塚　文子5182 ﾖｼﾂﾞｶ ﾌﾐｺ

2時間23分34秒87 瀬筒　あゆみ5091 ｾﾂﾞﾂ ｱﾕﾐ

2時間23分43秒88 大野　美加5033 ＴＪＰストロベリーズｵｵﾉ ﾐｶ

2時間23分43秒89 東端　友紀子5129 ＴＪＰﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ

2時間23分44秒90 近藤　直子5071 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ

2時間23分57秒91 近藤　真理5072 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘ

2時間24分55秒92 片岡　由紀子5042 ｶﾀｵｶ ﾕｷｺ

2時間24分56秒93 篠森　幸子5081 ｼﾉﾓﾘ ｻﾁｺ

2時間25分01秒94 濱口　和子5118 ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ

2時間25分28秒95 日出　純江5193 ﾋﾉﾃﾞ ｽﾐｴ

2時間26分07秒96 岸本　ルミ5056 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ

2時間26分13秒97 遠藤　裕子5028 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ

2時間26分44秒98 南　敦子5152 ﾐﾅﾐ ｱﾂｺ

2時間27分05秒99 神余　陽子5086 ｼﾝﾖ ﾖｳｺ

2時間27分33秒100 平田　真姫5133 ﾋﾗﾀ ﾏｷ
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2時間27分37秒101 山口　秀子5172 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間27分59秒102 玉置　敏子5100 ﾀﾏｷ ﾄｼｺ

2時間28分17秒103 生野　由美5010 ｲｸﾉ ﾕﾐ

2時間28分18秒104 木村　友美5059 株式会社　ＭＯＸＯＭｷﾑﾗ ﾄﾓﾐ

2時間28分26秒105 森　慶子5161 クリソスＲＣﾓﾘ ｹｲｺ

2時間30分13秒106 田村　悦子5101 城南乃風ﾀﾑﾗ ｴﾂｺ

2時間30分22秒107 鎌谷　由香5047 ｶﾏﾀﾆ ﾕｶ

2時間30分43秒108 小泉　かよ5066 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾖ

2時間31分47秒109 松浦　美和5143 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾜ

2時間32分36秒110 楠　景子5061 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間32分46秒111 中津　百恵5106 ﾅｶﾂ ﾓﾓｴ

2時間33分02秒112 佐藤　弘子5077 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ

2時間33分14秒113 山口　真由美5173 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2時間33分19秒114 今獅々　恭子5019 ｲﾏｼﾞｼ ｷｮｳｺ

2時間33分27秒115 矢野　順子5171 ストロベリーズﾔﾉ ｼﾞｭﾝｺ

2時間33分27秒116 櫻間　雅子5076 ｻｸﾗﾏ ﾏｻｺ

2時間33分38秒117 柏谷　佳子5041 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間33分53秒118 石田　幸美5191 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾐ

2時間34分00秒119 高橋　江理子5189 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ

2時間34分08秒120 津司　真理5102 ﾂｼ ﾏﾘ

2時間34分25秒121 原岡　佐恵子5122 ﾊﾗｵｶ ｻｴｺ

2時間34分30秒122 春本　純子5124 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間34分40秒123 三浦　惠津子5147 ﾐｳﾗ ｴﾂｺ

2時間34分54秒124 藤井　洋子5136 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ

2時間34分55秒125 上西　恵美5023 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間35分09秒126 笠松　由華5039 ｶｻﾏﾂ ﾕｶ

2時間35分27秒127 黒川　ゆかり5192 ｸﾛｶﾜ ﾕｶﾘ

2時間35分28秒128 古林　純子5068 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ

2時間35分38秒129 遠藤　陽子5029 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ

2時間35分41秒130 細川　美穂子5141 ぽんぽこﾎｿｶﾜ ﾐﾎｺ

2時間36分13秒131 新居　寿子5111 ﾆｲ ﾋｻｺ

2時間37分07秒132 柳川　仁美5168 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ

2時間37分57秒133 嘉重　由紀子5040 ｶｼｭｳ ﾕｷｺ

2時間39分18秒134 和田　典子5186 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間39分43秒135 寒川　由美子5054 ｶﾝｶﾞﾜ ﾕﾐｺ

2時間39分47秒136 郡　博子5067 ｺｵﾘ ﾋﾛｺ

2時間40分01秒137 國見　泰子5062 チームミドリムシｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間40分03秒138 中原　里江5110 ﾅｶﾊﾗ ﾘｴ

2時間40分46秒139 藤川　恵美子5137 ﾌｼﾞｶﾜ ｴﾐｺ

2時間41分01秒140 平尾　真麻5132 ﾋﾗｵ ﾏｱｻ

2時間42分23秒141 柳田　理恵5169 日亜ニコニコクラブﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｴ

2時間42分39秒142 山本　知子5178 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ

2時間42分50秒143 香川　あすか5037 ｶｶﾞﾜ ｱｽｶ

2時間44分20秒144 亀井　名美子5050 ｶﾒｲ ﾅﾐｺ

2時間45分12秒145 中原　みゆき5109 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾕｷ

2時間45分18秒146 林　真紀5121 ﾊﾔｼ ﾏｷ

2時間48分39秒147 近藤　あけみ5070 ＴＪＰｺﾝﾄﾞｳ ｱｹﾐ

2時間52分35秒148 森本　美加5163 ニコニコクラブﾓﾘﾓﾄ ﾐｶ

2時間52分35秒149 谷口　涼子5099 日亜ニコニコクラブﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ

2時間56分50秒150 竹森　和江5096 ﾀｹﾓﾘ ｶｽﾞｴ
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2時間57分29秒151 佐原　久代5078 ｻﾊﾗ ﾋｻﾖ

2時間58分59秒152 七田　克美5080 三木米ｼﾁﾀ ｶﾂﾐ

2時間59分29秒153 米田　明子5185 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷｺ
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