
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

女子40歳代の部

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
3014 内藤　佳子 3:27:042 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｺ クリソスＲＣ徳島市
208 門田　弥生 3:28:523 ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ ﾁｰﾑ♪虎美徳島市
3010 佐竹　晶子 3:29:584 ｻﾀｹ ｱｷｺ ＴＪＰ鳴門市
3006 鈴木　基恵 3:30:335 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｴ 徳島市
3016 松岡　素子 3:33:266 ﾏﾂｵｶ ﾓﾄｺ 大阪府
3003 佐藤　裕子 3:34:567 ｻﾄｳ ﾕｳｺ ハッピーＲＤ徳島市
3045 尾田　和代 3:35:478 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 板野郡板野町
3005 原田　隆子 3:37:379 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｺ マラトナ徳島市
3026 大西　敦子 3:38:1210 ｵｵﾆｼ ｱﾂｺ 近江よし笛ＲＣ滋賀県
3069 泊　亜弓 3:39:5011 ﾄﾏﾘ ｱﾕﾐ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3019 川上　元美 3:39:5312 ｶﾜｶﾐ ﾓﾄﾐ 大阪府
3033 青木　美樹 3:40:1613 ｱｵｷ ﾐｷ 月見ケ丘徳島市
3020 榎　亜子 3:42:3214 ｴﾉｷ ｱｺ チームこまち徳島市
3063 片岡　りえ子 3:47:0315 ｶﾀｵｶ ﾘｴｺ 那賀郡那賀町
3012 藤中　典代 3:49:4816 ﾌｼﾞﾅｶ ﾐﾁﾖ 名西郡石井町
3179 山本　智恵 3:49:5517 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ 兵庫県
3116 後藤田　智美 3:55:1818 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓﾐ 徳島市
3120 風見　志麻 3:56:0619 ｶｻﾞﾐ ｼﾏ 兵庫県
3062 大和　昭子 3:56:4120 ﾔﾏﾄ ｱｷｺ 大阪府
3094 峯野　由美子 3:57:3321 ﾐﾈﾉ ﾕﾐｺ 八万南ＲＣ徳島市
3090 井浦　美穂 3:57:4922 ｲｳﾗ ﾐﾎ 吉野川市
214 真継　成子 3:57:5823 ﾏﾂｸﾞ ｼｹﾞｺ ﾗﾌｨﾈ神奈川県
3160 松尾　和美 3:59:2624 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾐ 大久保病院徳島市
3143 東　代志美 3:59:3525 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾐ 徳島市
3015 松木　真奈美 3:59:3926 ﾏﾂｷ ﾏﾅﾐ 亀さんＲＣ徳島市
3078 井原　路子 4:03:5827 ｲﾊﾗ ﾐﾁｺ クリソスＲＣ徳島市
3206 天野　弘美 4:05:0728 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ 徳島市
3208 山内　美浦子 4:05:2129 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾎｺ 香川県
3022 村賀　洋子 4:05:2630 ﾑﾗｶﾞ ﾖｳｺ 徳島市
3061 福田　静 4:06:5531 ﾌｸﾀ ｼｽﾞ 風流海部RC海部郡海陽町
3095 中山　百エ 4:09:4232 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓｴ 小松島市
3017 松英　由起子 4:10:4933 ﾏﾂｴ ﾕｷｺ 徳島大学ＴＪＰ徳島市
3025 赤石　倫子 4:13:0434 ｱｶｲｼ ﾐﾁｺ 伏見Ｒ交流会京都府
3130 吉田　典子 4:13:0735 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ TJP徳島市
3162 米本　博美 4:13:0936 ﾖﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 鳴門市
3177 山口　久美 4:15:4037 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾐ 兵庫県
3123 福富　美紀 4:16:4838 ﾌｸﾄﾐ ﾐｷ 徳島市
3250 歯朶尾　優子 4:18:3639 ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ 板野郡藍住町
3155 前田　俊子 4:19:0940 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ 板野郡北島町
3186 新居　倫代 4:19:1341 ﾆｲ ﾄﾓﾖ 徳島市
3171 佐藤　一美 4:19:4642 ｻﾄｳ ｶﾂﾞﾐ ＴＪＰ吉野川市
3408 原田　美幸 4:20:3543 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕｷ 大阪府
3058 井崎　ゆみ子 4:20:4744 ｲｻﾞｷ ﾕﾐｺ チームドエム徳島市
3041 竹内　雅子 4:23:5245 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ クリソス徳島市
3076 高橋　稲子 4:25:5146 ﾀｶﾊｼ ｲﾈｺ 徳島市
3139 細谷　美由紀 4:26:5947 ﾎｿﾀﾆ ﾐﾕｷ 香川県
3181 多田　美奈子 4:27:0448 ﾀﾀﾞ ﾐﾅｺ 徳島市
3231 池田　千鶴 4:27:0549 ｲｹﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 石井さくら色名西郡石井町
3018 森　由香里 4:28:2350 ﾓﾘ ﾕｶﾘ 板野郡松茂町
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3236 手水　明子 4:28:3851 ﾃﾐｽﾞ ｱｷｺ はむちゃんず兵庫県
3021 三宅　良子 4:30:0252 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｺ 広島県
3079 武藤　千明 4:30:1653 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 徳島市
3153 田村　美紀 4:30:4554 ﾀﾑﾗ ﾐｷ 徳島市
3257 田中　香織 4:31:3055 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ ＴＪＰ名西郡神山町
3158 松浦　裕美 4:31:3156 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾐ 徳島市
3290 長谷川　利恵 4:31:5357 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｴ ハムちゃんズ徳島市
3159 岩木　由子 4:33:4458 ｲﾜｷ ﾖｼｺ 大久保病院徳島市
3317 大西　久美 4:34:1259 ｵｵﾆｼ ｸﾐ 黒犬チーム板野郡北島町
3087 西岡　美紀 4:36:0360 ﾆｼｵｶ ﾐｷ 板野郡北島町
3346 原田　智美 4:36:2161 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大阪府
3103 和田　千明 4:37:5062 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ 風流海部RC海部郡牟岐町
3093 尾崎　則子 4:38:0363 ｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ ◆ＨＭＲＣ◆徳島市
3137 小松　京子 4:38:1364 ｺﾏﾂ ｷｮｳｺ 徳島市
3295 木内　幸子 4:39:0065 ｷｳﾁ ｻﾁｺ 高知県
3098 小山　由美 4:39:2866 ｺﾔﾏ ﾕﾐ 阿波市
3374 奈良　和恵 4:39:5267 ﾅﾗ ｶｽﾞｴ なし大阪府
3266 榎本　千佳 4:40:0268 ｴﾉﾓﾄ ﾁｶ 阿波山川ＲＣ吉野川市
3426 須田　和代 4:40:2869 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 阿南市
3305 夏凪　正枝 4:41:2270 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 4:42:0471 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 阿波市
3217 徳永　なおみ 4:44:3572 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵﾐ 徳島市
3122 駒形　佳子 4:44:4273 ｺﾏｶﾞﾀ ﾖｼｺ ワイルドピーチ徳島市
3419 戸川　いずみ 4:44:4974 ﾄｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 阿南市
3254 鎌田　喜久代 4:46:3675 ｶﾏﾀﾞ ｷｸﾖ ＴＪＰ鳴門市
3230 阿瀬川　佳代 4:47:2776 ｱｾｶﾞﾜ ｶﾖ 徳大ＴＪＰ徳島市
3092 矢上　美保 4:52:2177 ﾔｶﾐ ﾐﾎ クリソスＲＣ名西郡石井町
3001 松岡　真弓 4:53:2278 ﾏﾂｵｶ ﾏﾕﾐ 兵庫県
3197 田中　未夏 4:53:2579 ﾀﾅｶ ﾐｶ 兵庫県
3264 杉山　美貴 4:55:4280 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 鳴門市
3239 長井　佳子 4:56:2081 ﾅｶﾞｲ ｹｲｺ 徳島健走会徳島市
3178 中川　知子 4:56:2982 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 阿南市
3248 堀　法子 4:57:5983 ﾎﾘ ﾉﾘｺ 滋賀県
3211 森　明美 4:58:0184 ﾓﾘ ｱｹﾐ 徳島市
3204 中山　範子 4:58:4385 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘｺ 大阪府
3210 上濱　祐美 4:59:5386 ｳｴﾊﾏ ﾕﾐ 香川県
3054 柿内　布美 5:00:4787 ｶｷｳﾁ ﾌﾐ 空組ジョガーズ徳島市
3240 西村　佐代里 5:01:1388 ﾆｼﾑﾗ ｻﾖﾘ ＴＪＰ徳島市
3135 夏野　新子 5:01:4189 ﾅﾂﾉ ｼﾝｺ 海部郡美波町
3259 宮本　章代 5:04:2990 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾖ 小松島市
3333 宮田　真弓 5:05:3391 ﾐﾔﾀ ﾏﾕﾐ クリソス名西郡石井町
3309 佐藤　聡子 5:06:4992 ｻﾄｳ ｻﾄｺ 徳島市
3060 長尾　文子 5:12:2593 ﾅｶﾞｵ ﾌﾐｺ 徳島市
3357 浜田　亜弓 5:22:3394 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 徳島市
3151 岡崎　貴世 5:24:0295 ｵｶｻﾞｷ ｷﾖ 徳島市
3176 木村　善子 5:25:2196 ｷﾑﾗ ﾖｼｺ 鳴門市
3270 沖野　智晃 5:29:1197 ｵｷﾉ ﾁｱｷ 香川県
3383 香川　千寿 5:30:2298 ｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ なし香川県
3219 垣田　久美 5:32:0699 ｶｷﾀ ｸﾐ 兵庫県
3391 今井　祐子 5:32:09100 ｲﾏｲ ﾕｳｺ 滋賀県
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3366 鈴木　小夜子 5:35:17101 ｽｽﾞｷ ｻﾖｺ 徳島市
3308 大野　美衣 5:40:13102 ｵｵﾉ ﾐｴ 阿南市
3191 八木　恵美子 5:42:04103 ﾔｷﾞ ｴﾐｺ チーム１０８徳島市
3316 垣田　洋子 5:45:01104 ｶｷﾀ ﾖｳｺ 兵庫県
3284 山田　安世 5:50:32105 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾖ 徳島市
3283 小原　園栄 5:51:24106 ｵﾊﾗ ｿﾉｴ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
3385 西巻　悦子 5:52:21107 ﾆｼﾏｷ ｴﾂｺ んうまそめ奈良県
3057 梅本　真弓 5:56:20108 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ 徳島市
3394 吉田　美紀 5:56:32109 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 徳島市
3414 森実　ゆかり 5:56:33110 ﾓﾘｻﾞﾈ ﾕｶﾘ 愛媛県
3390 若岡　洋子 5:56:56111 ﾜｶｵｶ ﾖｳｺ 徳島市
3285 笹尾　智子 5:58:30112 ｻｻｵ ﾄﾓｺ 東京海上日動徳島市
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