
- 第２０回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

ハーフ 女子　40～59歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2023/2/26

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53秒1 田村 祥恵5059 ＧＡＳＫＥＹタムラ ヨシエ

1時間30分57秒2 原田 真紀5042 弥生陸上部ハラダ マキ

1時間37分09秒3 谷 悠美子5038 ＢＬＡＺＥタニ ユミコ

1時間42分29秒4 杉本 久美5024 Ｒ３・５スギモト クミ

1時間47分52秒5 横川 みゆき5028 ＧＡＳＫＥＹヨコガワ ミユキ

1時間49分17秒6 大平　ゆかり5001 おおひら　ゆかり

1時間49分35秒7 川真田 真紀5029 カワマタ マキ

1時間49分41秒8 阿部 淑江5026 アベ トシエ

1時間49分56秒9 関口 啓子5010 セキグチ ケイコ

1時間51分12秒10 庄野 文子5036 ＳＯＮ・徳島ショウノ アヤコ

1時間52分58秒11 溝杭 理恵5008 あわぎんミゾグイ リエ

1時間54分15秒12 湊 紀代5020 ミナト ミチヨ

1時間54分33秒13 田村 佳世子5045 ランニングダックスタムラ カヨコ

1時間55分02秒14 中川 素子5017 ナカガワ モトコ

1時間56分44秒15 森 寿美5037 順風モリ トシミ

1時間57分19秒16 吉田 典子5007 順風ヨシダ ノリコ

1時間57分54秒17 植田 千恵美5062 ウエタ チエミ

2時間01分23秒18 井上 美恵子5025 イノウエ ミエコ

2時間01分25秒19 河野 雅代5013 カワノ マサヨ

2時間01分33秒20 竹葉 智美5048 タケバ トモミ

2時間03分01秒21 藤川 裕美5051 クリソス倶楽部フジカワ ヒロミ

2時間03分51秒22 山本　有紀5005 やまもと　ゆき

2時間04分26秒23 岡 かよ子5044 オカ カヨコ

2時間06分34秒24 樫山 菜穂5016 カシヤマ ナホ

2時間06分41秒25 鈴江　幸代5002 すずえ　ゆきよ

2時間07分41秒26 多田 智美5015 タダ トモミ

2時間08分28秒27 吉本 有美子5009 あわともヨシモト ユミコ

2時間09分26秒28 武政 恵美5050 タケマサ エミ

2時間10分38秒29 鷹木　千恵5003 たかぎ　ちえ

2時間12分48秒30 松永 恵美子5064 カンボジア王国マツナガ エミコ

2時間15分25秒31 松本　里佳5004 まつもと　りか

2時間16分17秒32 林 香奈5055 ハヤシ カナ

2時間19分54秒33 大西 美佳7011 オオニシ ミカ

2時間20分29秒34 郡 奈美5023 コオリ ナミ

2時間20分29秒35 菊川 貴美5056 キクカワ タカミ

2時間20分29秒36 上原 和江5057 ウエハラ カズエ

2時間20分53秒37 徳永 なおみ5053 トクナガ ナオミ

2時間21分08秒38 大塚 綾子5018 オオツカ アヤコ

2時間22分37秒39 忽那 愛佳理5063 クツナ アカリ

2時間22分40秒40 平尾 みゆき5031 ヒラオ ミユキ

2時間24分13秒41 河内 靖子5046 カワウチ ヤスコ

2時間25分22秒42 八木 恵美子5014 ヤギ エミコ

2時間26分10秒43 佐藤 美和5061 サトウ ミワ

2時間26分56秒44 福富 美紀5012 ＭＡＳＡＦＡＴフクトミ ミキ

2時間29分19秒45 矢部 智子5034 ヤベ トモコ

2時間31分45秒46 山本 知子5030 ヤマモト トモコ

2時間32分02秒47 米倉 史恵5035 ヨネクラ フミエ

2時間35分17秒48 安倍 さゆり5033 阿北自動車教習所アベ サユリ

2時間38分43秒49 石橋 由香里5049 イシバシ ユカリ

2時間44分34秒50 白木 由紀枝5060 シラキ ユキエ
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2時間44分43秒51 和田 朱実5006 ワダ アケミ

2時間45分25秒52 河野 友美子5022 カワノ ユミコ

2時間46分29秒53 橋本 真紀5058 ハシモト マキ

2時間48分06秒54 大川 真寿美5019 オオカワ マスミ

2時間50分24秒55 郡 博子5052 コオリ ヒロコ

2時間55分23秒56 豊田 早知代5066 トヨタ サチヨ

2時間57分04秒57 小西 能子5040 コニシ ヨシコ

2時間57分22秒58 鵜飼 理恵5011 ウカイ リエ
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