
- 第１８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40歳～59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28分31秒1 長尾　和美5106 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾐ

1時間38分23秒2 原田　真紀5037 弥生陸上部ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷ

1時間46分37秒3 宮本　真理子5092 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｺ

1時間47分58秒4 磨野　有希5080 ﾏﾉ ｱｷ

1時間51分45秒5 細井　秀代5084 クリソスﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾖ

1時間53分26秒6 栗林　美津枝5103 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｴ

1時間54分38秒7 阿部　淑江5038 弥生陸上部＆かめさんｱﾍﾞ ﾄｼｴ

1時間55分19秒8 井浦　美穂5059 ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間55分26秒9 大平　ゆかり5062 ｵｵﾋﾗ ﾕｶﾘ

1時間56分23秒10 石崎　美英5133 ｲｼｻﾞｷ ﾐｴ

1時間58分43秒11 関口　啓子5003 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺ

1時間58分56秒12 東海　和子5027 ﾄｳｶｲ ｶｽﾞｺ

2時間01分16秒13 藤岡　みのり5004 ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾉﾘ

2時間02分11秒14 中川　素子5087 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ

2時間04分17秒15 阿部　佐奈子5120 ｱﾍﾞ ｻﾅｺ

2時間06分08秒16 多田　智美5034 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾐ

2時間07分34秒17 福田　紀子5036 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾘｺ

2時間07分48秒18 坂東　桂子5010 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ

2時間07分49秒19 三木　真弓5017 ﾐｷ ﾏﾕﾐ

2時間07分51秒20 松本　真寿美5056 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｽﾐ

2時間08分11秒21 山口　秀子5069 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ

2時間09分04秒22 山内　真理子5072 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘｺ

2時間09分42秒23 松村　美恵5077 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｴ

2時間10分36秒24 山田　慈子5093 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｺ

2時間11分26秒25 梶　泰子5026 ｶｼﾞ ﾔｽｺ

2時間11分48秒26 四宮　弘美5048 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐ

2時間12分28秒27 鷹木　千恵5006 ﾀｶｷﾞ ﾁｴ

2時間12分31秒28 北野　佳代5039 ｷﾀﾉ ｶﾖ

2時間13分02秒29 和泉　玲5097 ｲｽﾞﾐ ﾚｲ

2時間13分36秒30 亀井　幸子5005 ｶﾒｲ ｻﾁｺ

2時間14分29秒31 徳永　なおみ5012 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ

2時間14分56秒32 岩雲　美枝子5011 ｲﾜｸﾓ ﾐｴｺ

2時間15分08秒33 東條　喜代美5025 まいどﾄｳｼﾞｮｳ ｷﾖﾐ

2時間15分15秒34 藤本　圭子5101 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ

2時間15分18秒35 近藤　真理5121 順風ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘ

2時間15分50秒36 坂部　美賀5107 ｻｶﾍﾞ ﾐｶ

2時間15分58秒37 田村　佳世子5018 ﾀﾑﾗ ｶﾖｺ

2時間17分39秒38 峠　浩美5070 ﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾐ

2時間17分44秒39 清水　康子5053 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ

2時間18分37秒40 近藤　みどり5055 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ

2時間19分09秒41 髙橋　みやび5115 ﾀｶﾊｼ ﾐﾔﾋﾞ

2時間19分29秒42 矢部　智子5076 ﾔﾍﾞ ﾄﾓｺ

2時間21分15秒43 秋山　喜美代5065 ｱｷﾔﾏ ｷﾐﾖ

2時間21分35秒44 鎌田　佳代5061 ｶﾏﾀﾞ ｶﾖ

2時間22分14秒45 尾方　信子5052 ｵｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｺ

2時間22分17秒46 鵜飼　理恵5112 ｳｶｲ ﾘｴ

2時間22分34秒47 河野　雅代5046 ｶﾜﾉ ﾏｻﾖ

2時間22分39秒48 菅　真裕美5066 ｶﾝ ﾏﾕﾐ

2時間22分43秒49 山瀬　理江5024 ﾔﾏｾ ﾘｴ

2時間23分29秒50 渡部　佳子5054 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ
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2時間23分37秒51 生野　由美5032 ｲｸﾉ ﾕﾐ

2時間23分38秒52 平井　景子5135 ﾋﾗｲ ｹｲｺ

2時間25分01秒53 柏谷　佳子5067 ｶｼﾜﾔ ﾖｼｺ

2時間25分24秒54 宮田　一枝5119 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｴ

2時間25分37秒55 吉見　緑5089 ﾖｼﾐ ﾐﾄﾞﾘ

2時間25分49秒56 大塚　綾子5090 ｵｵﾂｶ ｱﾔｺ

2時間26分02秒57 手塚　華恵5132 光る子ＲＣﾃﾂﾞｶ ﾊﾅｴ

2時間26分07秒58 鈴鹿　京子5096 順風ｽｽﾞｶ ｷｮｳｺ

2時間26分15秒59 新居　万里子5009 ﾆｲ

2時間26分19秒60 湯浅　奈緒美5114 ニコニコクラブﾕｱｻ ﾅｵﾐ

2時間26分28秒61 角山　里美5013 ｶｸﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間26分43秒62 洲崎　知秋5131 ｔｊｐｽｻｷ ﾁｱｷ

2時間27分01秒63 久保　洋古5123 ニコニコクラブｸﾎﾞ ﾖｳｺ

2時間27分10秒64 川本　奈貴佐5040 西条楽走会ｶﾜﾓﾄ ﾅｷﾞｻ

2時間27分23秒65 宮本　章代5043 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾖ

2時間27分28秒66 岡田　由美子5127 ｵｶﾀﾞ ﾕﾐｺ

2時間28分20秒67 松本　里佳5019 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ

2時間28分27秒68 武市　賀代5083 ﾀｹｲﾁ ｶﾖ

2時間29分00秒69 細川　美穂子5033 ﾎｿｶﾜ ﾐﾎｺ

2時間29分23秒70 盛　恵美子5014 ﾓﾘ ｴﾐｺ

2時間29分52秒71 湯浅　富貴代5020 ﾕｱｻ ﾄｷﾖ

2時間29分54秒72 鍋島　真弓5099 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾕﾐ

2時間30分46秒73 米倉　史恵5001 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｴ

2時間31分00秒74 久保　雅子5071 ｸﾎﾞ ﾏｻｺ

2時間32分30秒75 谷渕　弘子5128 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾋﾛｺ

2時間33分06秒76 佐藤　弘子5029 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ

2時間36分07秒77 飛梅　文5060 ﾄﾋﾞｳﾒ ｱﾔ

2時間36分27秒78 小濱　千恵5030 ｺﾊﾏ ﾁｴ

2時間36分36秒79 定本　高巳5057 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾀｶﾐ

2時間37分20秒80 小林　小百合5124 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾕﾘ

2時間37分32秒81 西岡　寛子5091 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｺ

2時間37分47秒82 木戸口　千景5082 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾁｶｹﾞ

2時間37分55秒83 春本　純子5035 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ

2時間37分56秒84 横道　有紀5042 主婦ﾖｺﾐﾁ ﾕｷ

2時間38分29秒85 山口　真由美5008 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

2時間38分58秒86 高橋　千恵美5110 広野体協ﾀｶﾊｼ ﾁｴﾐ

2時間39分57秒87 楠　景子5051 ｸｽﾉｷ ｹｲｺ

2時間40分53秒88 郡　博子5002 ｺｵﾘ ﾋﾛｺ

2時間40分58秒89 清重　悦子5126 ｷﾖｼｹﾞ ｴﾂｺ

2時間41分08秒90 神野　陽子5095 ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｺ

2時間41分27秒91 岡田　明美5073 エクセレントｵｶﾀﾞ ｱｹﾐ

2時間41分27秒92 沖野　宏美5075 主婦ｵｷﾉ ﾋﾛﾐ

2時間41分27秒93 久米　章美5074 エクセレントｸﾒ ｱｷﾐ

2時間42分27秒94 藤川　恵美子5007 ﾌｼﾞｶﾜ ｴﾐｺ

2時間42分33秒95 大島　加容子5125 ｵｵｼﾏ ｶﾖｺ

2時間43分08秒96 佐原　久代5044 ｻﾊﾗ ﾋｻﾖ

2時間43分18秒97 飯坂　淳子5079 Ｔ．走るんじょｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ

2時間44分17秒98 國見　泰子5049 チームミドリムシｸﾆﾐ ﾔｽｺ

2時間44分55秒99 上西　恵美5022 ｳｴﾆｼ ｴﾐ

2時間45分22秒100 岸本　ルミ5050 ｷｼﾓﾄ ﾙﾐ
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2時間46分18秒101 天満　博子5111 ﾃﾝﾏ ﾋﾛｺ

2時間47分07秒102 大川　真寿美5063 ｵｵｶﾜ ﾏｽﾐ

2時間47分38秒103 西本　とら子5130 ﾆｼﾓﾄ ﾄﾗｺ

2時間50分46秒104 松添　千晴5064 ﾏﾂｿﾞｴ ﾁﾊﾙ

2時間51分06秒105 前川　涼子5113 ﾏｴｶﾞﾜ ﾘｮｳｺ

2時間56分38秒106 笹尾　智子5134 日本生命ｻｻｵ ﾄﾓｺ

2時間56分59秒107 楠本　英子5118 ｸｽﾓﾄ ｴｲｺ

2時間57分36秒108 濱口　希実子5098 兼松眼科ﾊﾏｸﾞﾁ ｷﾐｺ

2時間58分58秒109 山田　健代5015 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾖ
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