
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

一般女子の部

所属クラブ地区名
3004 奥谷　和美 3:06:121 ｵｸﾀﾆ ｶｽﾞﾐ 徳島市
3009 山口　由紀 3:15:292 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ かめさん名西郡石井町
3007 三好　真佐美 3:20:563 ﾐﾖｼ ﾏｻﾐ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3014 内藤　佳子 3:27:044 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ クリソスＲＣ徳島市
3024 宮崎　美智子 3:28:265 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁｺ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
3031 小浜　潤子 3:28:306 ｺﾊﾏ ｼﾞｭﾝｺ 板野郡上板町
3010 佐竹　晶子 3:29:587 ｻﾀｹ ｱｷｺ ＴＪＰ鳴門市
3006 鈴木　基恵 3:30:338 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｴ 徳島市
3169 藤本　忍 3:33:109 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 吉野川市
3016 松岡　素子 3:33:2610 ﾏﾂｵｶ ﾓﾄｺ 大阪府
3003 佐藤　裕子 3:34:5611 ｻﾄｳ ﾕｳｺ ハッピーＲＤ徳島市
3050 木邨　愛実 3:35:1212 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ カメさんＲＣ小松島市
3045 尾田　和代 3:35:4713 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 板野郡板野町
3005 原田　隆子 3:37:3714 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｺ マラトナ徳島市
3026 大西　敦子 3:38:1215 ｵｵﾆｼ ｱﾂｺ 近江よし笛ＲＣ滋賀県
3037 田村　日名子 3:38:2616 ﾀﾑﾗ ﾋﾅｺ 兵庫県
3069 泊　亜弓 3:39:5017 ﾄﾏﾘ ｱﾕﾐ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3019 川上　元美 3:39:5318 ｶﾜｶﾐ ﾓﾄﾐ 大阪府
3033 青木　美樹 3:40:1619 ｱｵｷ ﾐｷ 月見ケ丘徳島市
3038 上熊　宏美 3:40:5720 ｳｴｸﾏ ﾋﾛﾐ 広島県
3008 村井　結花里 3:41:0421 ﾑﾗｲ ﾕｶﾘ 鳴門市
3035 木村　博美 3:42:1822 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 海部郡美波町
3020 榎　亜子 3:42:3223 ｴﾉｷ ｱｺ チームこまち徳島市
3023 山蔭　由江 3:44:3924 ﾔﾏｶｹﾞ ﾖｼｴ 徳島かめＲＣ徳島市
3047 阿部　佐奈子 3:45:2125 ｱﾍﾞ ｻﾅｺ 徳島市
3085 赤澤　多惠子 3:45:2526 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ 徳島市
3042 藤井　智佳 3:45:4027 ﾌｼﾞｲ ﾁｶ 阿南市
3030 矢部　幸子 3:45:4328 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ ＴＪＰ徳島市
3063 片岡　りえ子 3:47:0329 ｶﾀｵｶ ﾘｴｺ 那賀郡那賀町
3002 豊成　真己 3:47:5430 ﾄﾖﾅﾘ ﾏｷ 板野郡松茂町
3073 山本　弓子 3:48:3831 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 徳島市
3081 田中　美子 3:49:3732 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 海部郡海陽町
3012 藤中　典代 3:49:4833 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ 名西郡石井町
3179 山本　智恵 3:49:5534 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ 兵庫県
3115 重田　名月 3:51:5735 ｼｹﾞﾀ ﾅﾂﾞｷ 海部郡海陽町
3039 今津　毬子 3:53:1036 ｲﾏﾂﾞ ﾏﾘｺ 徳島健走会徳島市
3064 竹内　りえ 3:53:2037 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ ロダンＲＣ徳島市
3034 渡辺　安紀奈 3:53:3638 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾅ 徳島市
3029 藤原　百合 3:53:4239 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾘ 徳島市
3048 西平　恵美 3:54:2440 ﾆｼﾋﾗ ｴﾐ 徳島大学ＴＪＰ鳴門市
3049 中野　佳子 3:54:3441 ﾅｶﾉ ﾖｼｺ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3070 水久保　緑子 3:54:3642 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾐﾄﾞﾘｺ 香川県
3116 後藤田　智美 3:55:1843 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾐ 徳島市
3120 風見　志麻 3:56:0644 ｶｻﾞﾐ ｼﾏ 兵庫県
3062 大和　昭子 3:56:4145 ﾔﾏﾄ ｱｷｺ 大阪府
3082 高井　規子 3:57:1246 ﾀｶｲ ﾉﾘｺ バンバン四国香川県
3094 峯野　由美子 3:57:3347 ﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ 八万南ＲＣ徳島市
3090 井浦　美穂 3:57:4948 ｲｳﾗ ﾐﾎ 吉野川市
3165 西野　桂 3:57:5549 ﾆｼﾉ ｹｲ 阿南市
3032 泉　節子 3:57:5650 ｲｽﾞﾐ ｾﾂｺ 板野郡松茂町

Print : 2013/02/18 17:53:10 1 / 7 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

一般女子の部

所属クラブ地区名
3075 武市　真理子 3:58:0551 ﾀｹｲﾁ ﾏﾘｺ 小松島市
3129 永倉　慶子 3:58:2652 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 吾妻Ｒｕｎ所会福島県
3127 小泉　記代美 3:58:5853 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ ＯＭＨ小松島市
3160 松尾　和美 3:59:2654 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 大久保病院徳島市
3143 東　代志美 3:59:3555 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾐ 徳島市
3015 松木　真奈美 3:59:3956 ﾏﾂｷ ﾏﾅﾐ 亀さんＲＣ徳島市
3097 前坂　美由紀 3:59:3957 ﾏｴｻｶ ﾐﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎吉野川市
3114 島田　幸子 4:00:2158 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｺ かめさん徳島市
3056 山六　里美 4:02:5959 ﾔﾏﾛｸ ｻﾄﾐ 鳴門市
3078 井原　路子 4:03:5860 ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ クリソスＲＣ徳島市
3225 吉田　知子 4:04:4361 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ チーム５０徳島市
3206 天野　弘美 4:05:0762 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ 徳島市
3208 山内　美浦子 4:05:2163 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾎｺ 香川県
3022 村賀　洋子 4:05:2664 ﾑﾗｶﾞ ﾖｳｺ 徳島市
3089 山田　紀子 4:06:0765 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 小松島市
3226 深坂　知子 4:06:1666 ﾌｶｻｶ ﾄﾓｺ 大阪府
3108 麻植　共永 4:06:2267 ｵｴ ﾄﾓｴ 鳴門市
3132 藤井　美喜江 4:06:3668 ﾌｼﾞｲ ﾐｷｴ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
3061 福田　静 4:06:5569 ﾌｸﾀ ｼｽﾞ 風流海部RC海部郡海陽町
3126 上田　朋子 4:07:3270 ｳｴﾀ ﾄﾓｺ 徳島市
3065 大山　明希 4:08:3271 ｵｵﾔﾏ ｱｷ 徳島市
3101 渡邉　京子 4:09:2672 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ 板野郡藍住町
3095 中山　百エ 4:09:4273 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓｴ 小松島市
3119 関原　里奈 4:10:2274 ｾｷﾊﾗ ﾘﾅ 美馬市
3017 松英　由起子 4:10:4975 ﾏﾂｴ ﾕｷｺ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
3104 宮本　悦子 4:11:3376 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾂｺ 徳島市
3059 佐川　富美 4:11:4077 ｻｶﾞﾜ ﾌﾐ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
3203 蔭山　浩子 4:12:5978 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｺ 海部郡海陽町
3025 赤石　倫子 4:13:0479 ｱｶｲｼ ﾐﾁｺ 伏見Ｒ交流会京都府
3130 吉田　典子 4:13:0780 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ TJP徳島市
3162 米本　博美 4:13:0981 ﾖﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 鳴門市
3077 伊藤　陽子 4:13:3782 ｲﾄｳ ﾖｳｺ かめさんＲＣ阿波市
3066 大津　みどり 4:13:4383 ｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ クリソス名西郡石井町
3229 小菅　由紀子 4:14:1784 ｺｽｶﾞ ﾕｷｺ 福島県
3199 福岡　ゆみ 4:14:4985 ﾌｸｵｶ ﾕﾐ チーム黒犬阿南市
3164 小杉　和子 4:15:1886 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞｺ 日亜ＮＲＣ阿南市
3177 山口　久美 4:15:4087 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾐ 兵庫県
3263 佐々　恵美 4:15:4288 ｻｻ ｴﾐ 岐阜県
3044 西野　美紀 4:16:0989 ﾆｼﾉ ﾐｷ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
3123 福富　美紀 4:16:4890 ﾌｸﾄﾐ ﾐｷ 徳島市
3071 轟　英子 4:17:0491 ﾄﾄﾞﾛｷ ｴｲｺ 大阪ﾐﾝﾄJC大阪府
3250 歯朶尾　優子 4:18:3692 ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ 板野郡藍住町
3111 柴田　吏佐 4:19:0393 ｼﾊﾞﾀ ﾘｻ 兵庫県
3155 前田　俊子 4:19:0994 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ 板野郡北島町
3186 新居　倫代 4:19:1395 ﾆｲ ﾄﾓﾖ 徳島市
3152 保田　博美 4:19:3896 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾐ 徳大ＴＪＰ阿南市
3171 佐藤　一美 4:19:4697 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ ＴＪＰ吉野川市
3055 瀬戸　好子 4:19:4998 ｾﾄ ﾖｼｺ 空組ジョガーズ徳島市
3408 原田　美幸 4:20:3599 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕｷ 大阪府
3058 井崎　ゆみ子 4:20:47100 ｲｻﾞｷ ﾕﾐｺ チームドエム徳島市
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3043 小林　直美 4:21:00101 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 阿南市
3142 松島　美紀 4:21:02102 ﾏﾂｼﾏ ﾐｷ 徳島市
3189 中川　素子 4:21:34103 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ 阿南市
3134 藤本　美香 4:22:06104 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶ 徳島市
3136 島崎　睦子 4:23:26105 ｼﾏｻﾞｷ ﾑﾂｺ 広島県
3041 竹内　雅子 4:23:52106 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ クリソス徳島市
3128 上崎　たけ子 4:24:15107 ｳｴｻｷ ﾀｹｺ 徳島市
3418 松田　由貴 4:25:16108 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷ 阿南市
3076 高橋　稲子 4:25:51109 ﾀｶﾊｼ ｲﾈｺ 徳島市
3145 湯浅　美智代 4:26:12110 ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ Ｔｅａｍ黒犬阿南市
3377 濱田　容子 4:26:24111 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 徳島市
3051 岸　淳子 4:26:38112 ｷｼ ｼﾞｭﾝｺ トゥモロー徳島市
3072 笠城　佳子 4:26:49113 ｶｻｷﾞ ﾖｼｺ チームＶＩＶＯ徳島市
3238 市原　るみ 4:26:56114 ｲﾁﾊﾗ ﾙﾐ ＯＭＨ徳島市
3139 細谷　美由紀 4:26:59115 ﾎｿﾀﾆ ﾐﾕｷ 香川県
3167 川上　ひとみ 4:27:04116 ｶﾜｶﾐ ﾋﾄﾐ クリソス板野郡板野町
3181 多田　美奈子 4:27:04117 ﾀﾀﾞ ﾐﾅｺ 徳島市
3231 池田　千鶴 4:27:05118 ｲｹﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 石井さくら色名西郡石井町
3351 中田　暢子 4:27:26119 ﾅｶﾀ ﾉﾌﾞｺ 三葉虫ＲＣ鳴門市
3146 峠　浩美 4:27:47120 ﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾐ 小松島市
3187 和田　ハルナ 4:28:14121 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ 鳴門市
3188 北野　佳代 4:28:15122 ｷﾀﾉ ｶﾖ 板野郡板野町
3018 森　由香里 4:28:23123 ﾓﾘ ﾕｶﾘ 板野郡松茂町
3236 手水　明子 4:28:38124 ﾃﾐｽﾞ ｱｷｺ はむちゃんず兵庫県
3196 前田　七奈 4:29:13125 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 川西持久研兵庫県
3237 齋藤　則子 4:29:33126 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ チーム黒犬徳島市
3021 三宅　良子 4:30:02127 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｺ 広島県
3079 武藤　千明 4:30:16128 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 徳島市
3153 田村　美紀 4:30:45129 ﾀﾑﾗ ﾐｷ 徳島市
3257 田中　香織 4:31:30130 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ ＴＪＰ名西郡神山町
3158 松浦　裕美 4:31:31131 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾐ 徳島市
3228 菊池　洋子 4:31:36132 ｷｸﾁ ﾖｳｺ 東京都
3290 長谷川　利恵 4:31:53133 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｴ ハムちゃんズ徳島市
3182 臼杵　増美 4:32:40134 ｳｽｷ ﾏｽﾐ 大阪府
3156 戸川　浩美 4:33:12135 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 板野郡松茂町
3159 岩木　由子 4:33:44136 ｲﾜｷ ﾖｼｺ 大久保病院徳島市
3317 大西　久美 4:34:12137 ｵｵﾆｼ ｸﾐ 黒犬チーム板野郡北島町
3307 森田　晃代 4:34:33138 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖ 三好市
3168 河野　さつき 4:35:39139 ｶﾜﾉ ｻﾂｷ 徳島市
3113 大塚　麻由美 4:35:56140 ｵｵﾂｶ ﾏﾕﾐ 吉野川市
3087 西岡　美紀 4:36:03141 ﾆｼｵｶ ﾐｷ 板野郡北島町
3346 原田　智美 4:36:21142 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大阪府
3100 岡田　有希 4:36:25143 ｵｶﾀﾞ ﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎兵庫県
3183 滝川　恵津子 4:36:31144 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ 三好市
3195 楠　博子 4:36:45145 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ ｔｊｐ徳島市
3198 多牧　麻由美 4:36:45146 ﾀﾏｷ ﾏﾕﾐ 徳島市
3200 田窪　美帆 4:36:46147 ﾀｸﾎﾞ ﾐﾎ 愛媛県
3103 和田　千明 4:37:50148 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ 風流海部RC海部郡牟岐町
3093 尾崎　則子 4:38:03149 ｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ ◆ＨＭＲＣ◆徳島市
3137 小松　京子 4:38:13150 ｺﾏﾂ ｷｮｳｺ 徳島市
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3295 木内　幸子 4:39:00151 ｷｳﾁ ｻﾁｺ 高知県
3105 坂東　きみ子 4:39:23152 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ 名西郡神山町
3098 小山　由美 4:39:28153 ｺﾔﾏ ﾕﾐ 阿波市
3374 奈良　和恵 4:39:52154 ﾅﾗ ｶｽﾞｴ なし大阪府
3266 榎本　千佳 4:40:02155 ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ 阿波山川ＲＣ吉野川市
3426 須田　和代 4:40:28156 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 阿南市
3319 福田　攝子 4:41:02157 ﾌｸﾀﾞ ｾﾂｺ Ｔｅａｍ黒犬板野郡北島町
3305 夏凪　正枝 4:41:22158 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ Ｔ・かあちゃん板野郡上板町
3301 大久保　紀子 4:42:04159 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 阿波市
3068 前田　あゆ美 4:42:15160 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 徳島市
3246 土橋　満子 4:43:43161 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂｺ クリソス三好市
3424 乃一　あゆみ 4:44:26162 ﾉｲﾁ ｱﾕﾐ 海部郡海陽町
3217 徳永　なおみ 4:44:35163 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ 徳島市
3122 駒形　佳子 4:44:42164 ｺﾏｶﾞﾀ ﾖｼｺ ワイルドピーチ徳島市
3419 戸川　いずみ 4:44:49165 ﾄｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 阿南市
3192 吉田　美千代 4:45:06166 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾖ 大阪ﾐﾝﾄJC大阪府
3138 大西　真子 4:45:13167 ｵｵﾆｼ ﾏｻｺ ＴＪＰ徳島市
3380 岩雲　美枝子 4:45:19168 ｲﾜｸﾓ ﾐｴｺ 吉野川市
3252 橋本　陽子 4:45:36169 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｺ 徳島市
3407 奈良　裕子 4:45:55170 ﾅﾗ ﾕｳｺ 阿南市
3287 福本　美千代 4:46:06171 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾁﾖ 徳島市
3261 辻岡　美恵子 4:46:06172 ﾂｼﾞｵｶ ﾐｴｺ 徳島ｔｊｐ徳島市
3254 鎌田　喜久代 4:46:36173 ｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ ＴＪＰ鳴門市
3230 阿瀬川　佳代 4:47:27174 ｱｾｶﾞﾜ ｶﾖ 徳大ＴＪＰ徳島市
3067 阿部　公代 4:47:47175 ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ 徳島市
3258 森永　亜希 4:49:05176 ﾓﾘﾅｶﾞ ｱｷ 海部郡海陽町
3314 長船　晶子 4:49:25177 ｵｻﾌﾈ ｼｮｳｺ Ｔｅａｍ黒犬徳島市
3286 横井　順子 4:50:07178 ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝｺ 鳴門市
3216 桒村　清美 4:51:19179 ｸﾜﾑﾗ ｷﾖﾐ 徳島市
3193 和田　悦代 4:51:26180 ﾜﾀﾞ ｴﾂﾖ 徳大ＴＪＰ徳島市
3092 矢上　美保 4:52:21181 ﾔｶﾐ ﾐﾎ クリソスＲＣ名西郡石井町
3205 中野渡　早苗 4:52:39182 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｻﾅｴ チーム徳島人板野郡藍住町
3150 幸田　敦子 4:52:43183 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ チーム黒犬徳島市
3001 松岡　真弓 4:53:22184 ﾏﾂｵｶ ﾏﾕﾐ 兵庫県
3197 田中　未夏 4:53:25185 ﾀﾅｶ ﾐｶ 兵庫県
3251 福田　由紀 4:53:44186 ﾌｸﾀ ﾕｷ 名西郡石井町
3341 原　麻子 4:53:45187 ﾊﾗ ｱｻｺ 鳴門市
3221 飯坂　淳子 4:54:09188 ｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ Ｔ．走るんじょ板野郡藍住町
3281 笹田　倫子 4:54:38189 ｻｻﾀﾞ ﾉﾘｺ 徳島市
3274 中林　正枝 4:54:59190 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｴ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
3223 佐々木　英子 4:55:06191 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｺ 徳島大学ＴＪＰ阿南市
3241 久米　富代 4:55:39192 ｸﾒ ﾄﾐﾖ 産業ＣＯ徳島名西郡石井町
3315 川島　歩 4:55:41193 ｶﾜｼﾏ ｱﾕﾐ 徳島市
3264 杉山　美貴 4:55:42194 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 鳴門市
3106 妹尾　房子 4:56:10195 ｾﾉｵ ﾌｻｺ ＪＡバンク徳島徳島市
3239 長井　佳子 4:56:20196 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 徳島健走会徳島市
3178 中川　知子 4:56:29197 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 阿南市
3248 堀　法子 4:57:59198 ﾎﾘ ﾉﾘｺ 滋賀県
3211 森　明美 4:58:01199 ﾓﾘ ｱｹﾐ 徳島市
3102 渡邉　絵美 4:58:05200 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 鳴門市

Print : 2013/02/18 17:53:11 4 / 7 ページ Official Timer & Result By Finesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第５回 徳島･海陽 究極の清流 海部川風流マラソン 平成２５年２月１７日

一般女子の部

所属クラブ地区名
3332 長谷川　美樹 4:58:25201 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 板野郡藍住町
3335 森田　美紀子 4:58:40202 ﾓﾘﾀ ﾐｷｺ クリソスＲＣ徳島市
3204 中山　範子 4:58:43203 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘｺ 大阪府
3278 竹岡　裕美 4:58:58204 ﾀｹｵｶ ﾋﾛﾐ 徳島市
3343 森本　千恵 4:59:00205 ﾓﾘﾓﾄ ﾁｴ ランらん大福名西郡石井町
3242 市山　恵 4:59:00206 ｲﾁﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 名西郡石井町
3201 宮武　知津子 4:59:52207 ﾐﾔﾀｹ ﾁｽﾞｺ チーム黒犬徳島市
3210 上濱　祐美 4:59:53208 ｳｴﾊﾏ ﾕﾐ 香川県
3054 柿内　布美 5:00:47209 ｶｷｳﾁ ﾌﾐ 空組ジョガーズ徳島市
3387 柳川　公代 5:00:50210 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ 鳴門市
3240 西村　佐代里 5:01:13211 ﾆｼﾑﾗ ｻﾖﾘ ＴＪＰ徳島市
3135 夏野　新子 5:01:41212 ﾅﾂﾉ ｼﾝｺ 海部郡美波町
3406 明崎　美香 5:02:33213 ｱｷｻﾞｷ ﾐｶ 徳島市
3395 坂東　智子 5:04:15214 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 伊月健診クリニ徳島市
3259 宮本　章代 5:04:29215 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾖ 小松島市
3175 相坂　きくえ 5:04:35216 ｱｲｻｶ ｷｸｴ 板野郡藍住町
3124 谷本　里佳 5:05:18217 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｶ 小松島市
3333 宮田　真弓 5:05:33218 ﾐﾔﾀ ﾏﾕﾐ クリソス名西郡石井町
3184 斉藤　弘子 5:06:00219 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 所沢走友会埼玉県
3091 福田　七穂子 5:06:37220 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｺ 鳴門市
3299 福原　真由美 5:06:44221 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾕﾐ 徳島市
3358 西俣　聡子 5:06:48222 ﾆｼﾏﾀ ｻﾄｺ 海部郡牟岐町
3309 佐藤　聡子 5:06:49223 ｻﾄｳ ｻﾄｺ 徳島市
3423 遠藤　節子 5:07:16224 ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾂｺ 高知県
3173 多田　恵梨子 5:07:46225 ﾀﾀﾞ ｴﾘｺ 鳴門市
3376 大田　香織 5:07:48226 ｵｵﾀ ｶｵﾘ 海部郡海陽町
3214 片山　三枝 5:08:01227 ｶﾀﾔﾏ ﾐｴ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
3337 須賀　倫代 5:09:00228 ｽｶ ﾐﾁﾖ 阿南市
3362 富原　信江 5:09:05229 ﾄﾐﾊﾗ ﾉﾌﾞｴ 小松島市
3291 吉池　祐子 5:09:36230 ﾖｼｲｹ ﾕｳｺ 広島愉快走部広島県
3212 篠原　里美 5:10:05231 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄﾐ 徳島市
3330 甘利　友香 5:10:09232 ｱﾏﾘ ﾕｶ 阿南市
3180 高橋　啓子 5:10:15233 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ ＴＪＰ徳島市
3367 齋藤　理絵 5:10:41234 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 静岡県
3265 土川　弘子 5:10:45235 ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 徳島市
3147 金澤　智枝 5:11:05236 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴ Ｔｅａｍ黒犬徳島市
3311 北橋　尚子 5:11:45237 ｷﾀﾊｼ ﾅｵｺ 徳島大学板野郡上板町
3405 酒巻　美香 5:12:03238 ｻｶﾏｷ ﾐｶ 徳島市
3233 本田　滋子 5:12:18239 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｺ 徳島ｔｊｐ徳島市
3060 長尾　文子 5:12:25240 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐｺ 徳島市
3300 粟飯原　睦美 5:13:17241 ｱｲﾊﾗ ﾑﾂﾐ 徳島市
3227 藤本　紀子 5:13:44242 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｺ 徳島市
3172 田上　芙美 5:13:51243 ﾀｶﾞﾐ ﾌﾐ 阿南市
3344 山田　美加 5:14:37244 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｶ 徳島市
3304 日高　絵里 5:15:56245 ﾋﾀﾞｶ ｴﾘ 宮崎県
3371 田中　理絵 5:15:56246 ﾀﾅｶ ﾘｴ 宮崎県
3375 竹治　あゆみ 5:16:01247 ﾀｹｼﾞ ｱﾕﾐ 阿南市
3099 佐藤　光恵 5:16:05248 ｻﾄｳ ﾐﾂｴ 板野郡松茂町
3336 武田　礼子 5:16:54249 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲｺ 徳島市
3323 田中　眞由美 5:17:26250 ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ 徳島市
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3163 寒川　抄麻理 5:19:34251 ｶﾝｶﾞﾜ ｻｵﾘ 板野郡松茂町
3194 島田　美紀 5:19:56252 ｼﾏﾀﾞ ﾐｷ 板野郡北島町
3313 藤村　美津子 5:20:44253 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂｺ ＴＪＰ徳島市
3190 宇野　和美 5:21:11254 ｳﾉ ｶｽﾞﾐ あけぼの大阪府
3303 丸岡　由紀子 5:22:27255 ﾏﾙｵｶ ﾕｷｺ 小松島市
3357 浜田　亜弓 5:22:33256 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 徳島市
3151 岡崎　貴世 5:24:02257 ｵｶｻﾞｷ ｷﾖ 徳島市
3373 尾関　弘子 5:24:03258 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｺ 徳島市
3397 岡山　麻衣 5:25:06259 ｵｶﾔﾏ ﾏｲ 勝浦郡上勝町
3329 東條　啓子 5:25:13260 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲｺ TJP阿波市
3363 住友　啓子 5:25:13261 ｽﾐﾄﾓ ｹｲｺ 徳島市
3176 木村　善子 5:25:21262 ｷﾑﾗ ﾖｼｺ 鳴門市
3268 楠本　真央 5:28:20263 ｸｽﾓﾄ ﾏｵ 小松島市
3269 松家　春奈 5:28:27264 ﾏﾂｶ ﾊﾙﾅ Ｔｅａｍ黒犬吉野川市
3270 沖野　智晃 5:29:11265 ｵｷﾉ ﾁｱｷ 香川県
3392 村上　令子 5:29:43266 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲｺ 鳴門市
3260 郡　みとし 5:29:47267 ｺｵﾘ ﾐﾄｼ 徳島ｔｊｐ徳島市
3409 太居　初美 5:30:20268 ﾀｲ ﾊﾂﾐ 阿南市
3383 香川　千寿 5:30:22269 ｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ なし香川県
3310 新居　清美 5:30:24270 ﾆｲ ｷﾖﾐ 阿南市
3215 平島　裕美子 5:30:28271 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 板野郡松茂町
3255 相賀　智巴 5:31:25272 ｱｲｶﾞ ﾄﾓﾊ ひのみね小松島市
3133 夏野　優香 5:31:38273 ﾅﾂﾉ ﾕｶ 海部郡美波町
3253 遠藤　麻紀 5:32:03274 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 名西郡石井町
3219 垣田　久美 5:32:06275 ｶｷﾀ ｸﾐ 兵庫県
3391 今井　祐子 5:32:09276 ｲﾏｲ ﾕｳｺ 滋賀県
3345 松原　真由美 5:32:12277 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ 徳島市
3149 西口　千恵子 5:32:32278 ﾆｼｸﾞﾁ ﾁｴｺ チーム黒犬徳島市
3148 西口　裕香 5:32:32279 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｶ チーム黒犬徳島市
3359 井川　輝実 5:32:55280 ｲｶﾜ ﾃﾙﾐ 徳島市
3421 川崎　清子 5:33:45281 ｶﾜｻｷ ｷﾖｺ ＴＪＰ徳島市
3331 東　美歩 5:33:50282 ｱｽﾞﾏ ﾐﾎ 徳島市
3353 西村　陽子 5:34:16283 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 阿南市
3354 宮本　藤子 5:34:53284 ﾐﾔﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 小松島市
3382 坂田　貴子 5:35:15285 ｻｶﾀ ﾀｶｺ 徳島市
3366 鈴木　小夜子 5:35:17286 ｽｽﾞｷ ｻﾖｺ 徳島市
3243 新開　美津子 5:35:46287 ｼﾝｶﾞｲ ﾐﾂｺ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
3121 原田　莉沙 5:37:17288 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ 海部郡海陽町
3320 玉置　房 5:38:54289 ﾀﾏｷ ﾌｻ 徳島健走会徳島市
3256 一ノ宮　智宏 5:39:18290 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ ＮＲＣ阿南市
3308 大野　美衣 5:40:13291 ｵｵﾉ ﾐｴ 阿南市
3324 原　英美 5:40:27292 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ 徳大ﾎﾉﾏﾗ名西郡石井町
3013 中島　康江 5:41:28293 ﾅｶｼﾏ ﾔｽｴ 鳴門市
3321 尾崎　幸子 5:41:39294 ｵｻﾞｷ ﾕｷｺ 徳島市
3191 八木　恵美子 5:42:04295 ﾔｷﾞ ｴﾐｺ チーム１０８徳島市
3207 谷　徳子 5:42:39296 ﾀﾆ ﾄｸｺ 三愛走飾クラブ阿南市
3368 矢部　えみ子 5:43:50297 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ 名西郡石井町
3316 垣田　洋子 5:45:01298 ｶｷﾀ ﾖｳｺ 兵庫県
3232 古田　晴美 5:45:04299 ﾌﾙﾀ ﾊﾙﾐ 名西郡石井町
3318 米津　裕美 5:46:44300 ﾖﾈﾂﾞ ﾋﾛﾐ 徳島市
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3293 紺田　美乃里 5:46:54301 ｺﾝﾀﾞ ﾐﾉﾘ 大分県
3294 古沢　穂乃佳 5:46:54302 ﾌﾙｻﾜ ﾎﾉｶ 愛媛県
3417 由木　真理子 5:49:08303 ﾕｷ ﾏﾘｺ いざりラン海部郡美波町
3284 山田　安世 5:50:32304 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 徳島市
3283 小原　園栄 5:51:24305 ｵﾊﾗ ｿﾉｴ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
3277 佐藤　香子 5:51:31306 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 板野郡北島町
3339 藤本　睦美 5:51:48307 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂﾐ 板野郡松茂町
3385 西巻　悦子 5:52:21308 ﾆｼﾏｷ ｴﾂｺ んうまそめ奈良県
3410 森田　真弓 5:52:37309 ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ 兵庫県
3224 藤田　和代 5:53:11310 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 徳島市
3118 東甫　奈津子 5:53:39311 ﾄｳﾎﾞ ﾅﾂｺ 阿南市
3174 山本　チエミ 5:54:13312 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴﾐ 鳴門市
3360 田中　里枝 5:55:17313 ﾀﾅｶ ﾘｴ 徳島市
3393 折野　マリ子 5:55:32314 ｵﾘﾉ ﾏﾘｺ 徳島大学ｔｊｐ徳島市
3141 森　弥生 5:55:33315 ﾓﾘ ﾔﾖｲ 弥生陸上部名西郡石井町
3379 鎌田　ゆかり 5:55:59316 ｶﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ 徳島市
3364 関原　由美 5:56:03317 ｾｷﾊﾗ ﾕﾐ 鳴門市
3057 梅本　真弓 5:56:20318 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ 徳島市
3247 松友　恵美 5:56:26319 ﾏﾂﾄﾓ ﾒｸﾞﾐ Ｂａｎｃｈａｎ愛媛県
3394 吉田　美紀 5:56:32320 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 徳島市
3414 森実　ゆかり 5:56:33321 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾕｶﾘ 愛媛県
3292 萬岡　保奈実 5:56:51322 ﾏﾝｵｶ ﾎﾅﾐ 愛媛県
3390 若岡　洋子 5:56:56323 ﾜｶｵｶ ﾖｳｺ 徳島市
3403 高松　千津子 5:57:49324 ﾀｶﾏﾂ ﾁﾂﾞｺ 徳島市
3355 平口　友子 5:58:25325 ﾋﾗｸﾁ ﾄﾓｺ 小松島市
3285 笹尾　智子 5:58:30326 ｻｻｵ ﾄﾓｺ 東京海上日動徳島市
3422 稲井　喜美 5:59:13327 ｲﾅｲ ｷﾐ 海部郡海陽町
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