
- 第１７回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

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

2018.3.11(日） 

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間29分24秒1 松谷　和美4069 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾐ

1時間30分50秒2 岩佐　尚代4009 ｲﾜｻ ﾋｻﾖ

1時間31分58秒3 永井　はるか4048 城ノ内高校ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｶ

1時間37分59秒4 木邨　愛実4023 森六アグリｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ

1時間41分13秒5 杉本　真悠4037 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾕ

1時間41分53秒6 安田　佳恵4076 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼｴ

1時間44分12秒7 宮本　なみ4072 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾐ

1時間44分42秒8 白潟　朋美4035 ｼﾗｶﾀ ﾄﾓﾐ

1時間51分35秒9 杉田　和陽4036 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾖ

1時間52分40秒10 藤田　里奈4060 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ

1時間55分11秒11 西岡　由衣4053 ﾆｼｵｶ ﾕｲ

1時間55分20秒12 船本　有加4063 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｶ

1時間56分27秒13 宝田　麻美4042 ＭＨＴＦﾀｶﾗﾀﾞ ｱｻﾐ

1時間58分01秒14 佐藤　真由4027 ｻﾄｳ ﾏﾕ

1時間59分49秒15 山本　有紀4080 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ

2時間01分10秒16 町口　幸4067 ﾏﾁｸﾞﾁ ﾕｷ

2時間01分18秒17 土壁　理香4045 つるぎ高校ﾂﾁｶﾍﾞ ﾘｶ

2時間03分54秒18 歯朶尾　美里4032 チーム板野郡ｼﾀﾞｵ ﾐｻﾄ

2時間06分12秒19 高橋　みづ江4040 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｴ

2時間08分01秒20 上本　恵美子4011 裸足ランニングクラブｳｴﾓﾄ ｴﾐｺ

2時間08分03秒21 藤本　清美4061 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾐ

2時間09分07秒22 新居　千夏4052 川島高校ﾆｲ ﾁﾅﾂ

2時間13分37秒23 高橋　里沙4041 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ

2時間15分00秒24 佐藤　優子4029 ｻﾄｳ ﾕｳｺ

2時間15分16秒25 実広　直子4030 ｻﾈﾋﾛ ﾅｵｺ

2時間17分47秒26 吉田　知子4084 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間18分01秒27 横田　幸子4083 ﾖｺﾀ ｻﾁｺ

2時間18分14秒28 松内　美幸4068 ﾏﾂｳﾁ ﾐﾕｷ

2時間19分19秒29 安芸　ひかる4003 ｱｷ ﾋｶﾙ

2時間20分05秒30 若柳　早紀4086 ﾜｶﾔﾅｷﾞ ｻｷ

2時間20分31秒31 石田　有莉香4005 富岡西高ｲｼﾀﾞ ﾕﾘｶ

2時間20分32秒32 青木　優4001 ｱｵｷ ﾕｳ

2時間20分54秒33 藤原　はるか4062 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ

2時間23分35秒34 神崎　姫奈4022 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾒﾅ

2時間23分46秒35 大隅　香奈4013 ｵｵｽﾐ ｶﾅ

2時間23分54秒36 竹森　かおる4043 ﾀｹﾓﾘ ｶｵﾙ

2時間24分04秒37 野口　里香4055 アサヒ徳島ﾉｸﾞﾁ ﾘｶ

2時間24分12秒38 横川　みゆき4082 ﾖｺｶﾞﾜ ﾐﾕｷ

2時間27分04秒39 中村　敦子4051 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｺ

2時間27分49秒40 中川　知香4050 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｶ

2時間27分49秒41 菅　真裕美4021 ｶﾝ ﾏﾕﾐ

2時間28分04秒42 堀　優実子4064 ﾎﾘ ﾕﾐｺ

2時間28分18秒43 田村　愛4044 ﾀﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間30分11秒44 里和　由季子4085 ﾘﾜ ﾕｷｺ

2時間30分16秒45 佐藤　睦美4028 ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ

2時間30分57秒46 長江　千春4049 ﾅｶﾞｴ ﾁﾊﾙ

2時間31分31秒47 古泉　真依子4024 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲｺ

2時間35分04秒48 平岡　三佳4057 ﾋﾗｵｶ ﾐｶ

2時間36分00秒49 三船　あゆみ4071 ﾐﾌﾈ ｱﾕﾐ

2時間36分13秒50 矢部　愛実4077 手束病院ﾔﾍﾞ ﾏﾅﾐ
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2時間36分15秒51 柴谷　多恵4034 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾀｴ

2時間37分14秒52 杉本　佑夏4038 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ

2時間39分28秒53 畑　明日香4056 ﾊﾀ ｱｽｶ

2時間39分52秒54 徳長　千鶴4046 ﾄｸﾅｶﾞ ﾁﾂﾞﾙ

2時間40分01秒55 笹谷　香織4026 ｻｻﾀﾆ ｶｵﾘ

2時間40分45秒56 山本　綾乃4079 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ

2時間40分54秒57 松本　美紀4070 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ

2時間41分17秒58 岡久　可奈子4015 第一病院ｵｶﾋｻ ｶﾅｺ

2時間44分43秒59 奥田　仁美4019 ｵｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ

2時間46分49秒60 小川　由芽4018 ｵｶﾞﾜ ﾕﾒ

2時間46分56秒61 栩平　ゆかり4047 ﾄﾁﾋﾗ ﾕｶﾘ

2時間48分03秒62 前田　早耶沙4065 吉峰病院ﾏｴﾀﾞ ｻﾔｻ

2時間48分56秒63 石田　瑠未子4006 ｲｼﾀﾞ ﾙﾐｺ

2時間52分08秒64 森　裕夏4075 ﾓﾘ ﾕｶ

2時間52分20秒65 井上　さゆり4008 ｲﾉｳｴ ｻﾕﾘ

2時間57分10秒66 板倉　梨菜4007 ｲﾀｸﾗ ﾘﾅ

2時間57分25秒67 大栗　綾香4012 四国化工機ｵｵｸﾞﾘ ｱﾔｶ

2時間57分52秒68 上野　いずみ4010 ｳｴﾉ ｲｽﾞﾐ
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