
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39歳以下の部

所属クラブ地区名
205 佐藤　祐子 3:07:291 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 吉野川市
202 白川　靖子 3:15:532 ｼﾗｶﾜ ﾔｽｺ ＳＷＡＣ東京都
207 西　恵美 3:17:093 ﾆｼ ｴﾐ 徳島市陸協徳島市
203 織戸　千明 3:19:304 ｵﾘﾄ ﾁｱｷ 吹田ヘルス大阪府
3007 三好　真佐美 3:20:565 ﾐﾖｼ ﾏｻﾐ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3024 宮崎　美智子 3:28:266 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁｺ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
3031 小浜　潤子 3:28:307 ｺﾊﾏ ｼﾞｭﾝｺ 板野郡上板町
3169 藤本　忍 3:33:108 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 吉野川市
3050 木邨　愛実 3:35:129 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ カメさんＲＣ小松島市
3038 上熊　宏美 3:40:5710 ｳｴｸﾏ ﾋﾛﾐ 広島県
3035 木村　博美 3:42:1811 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 海部郡美波町
212 先田　由紀 3:43:5012 ｻｷﾀ ﾕｷ Ｅランナーズ板野郡北島町
3042 藤井　智佳 3:45:4013 ﾌｼﾞｲ ﾁｶ 阿南市
209 和田　佳那 3:47:1614 ﾜﾀﾞ ｶﾅ 徳島市陸協香川県
3002 豊成　真己 3:47:5415 ﾄﾖﾅﾘ ﾏｷ 板野郡松茂町
3073 山本　弓子 3:48:3816 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 徳島市
3081 田中　美子 3:49:3717 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 海部郡海陽町
3115 重田　名月 3:51:5718 ｼｹﾞﾀ ﾅﾂﾞｷ 海部郡海陽町
215 臼杵　裕子 3:52:4719 ｳｽｷ ﾕｳｺ 楽ラン奈良県
3034 渡辺　安紀奈 3:53:3620 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾅ 徳島市
3029 藤原　百合 3:53:4221 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾘ 徳島市
3165 西野　桂 3:57:5522 ﾆｼﾉ ｹｲ 阿南市
3075 武市　真理子 3:58:0523 ﾀｹｲﾁ ﾏﾘｺ 小松島市
3129 永倉　慶子 3:58:2624 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 吾妻Ｒｕｎ所会福島県
3114 島田　幸子 4:00:2125 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｺ かめさん徳島市
3056 山六　里美 4:02:5926 ﾔﾏﾛｸ ｻﾄﾐ 鳴門市
3225 吉田　知子 4:04:4327 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ チーム５０徳島市
3089 山田　紀子 4:06:0728 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 小松島市
3226 深坂　知子 4:06:1629 ﾌｶｻｶ ﾄﾓｺ 大阪府
221 石山　奈緒 4:06:3530 ｲｼﾔﾏ ﾅｵ 月まで走ろう会神奈川県
3126 上田　朋子 4:07:3231 ｳｴﾀ ﾄﾓｺ 徳島市
3065 大山　明希 4:08:3232 ｵｵﾔﾏ ｱｷ 徳島市
3101 渡邉　京子 4:09:2633 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ 板野郡藍住町
3119 関原　里奈 4:10:2234 ｾｷﾊﾗ ﾘﾅ 美馬市
3203 蔭山　浩子 4:12:5935 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｺ 海部郡海陽町
3077 伊藤　陽子 4:13:3736 ｲﾄｳ ﾖｳｺ かめさんＲＣ阿波市
3229 小菅　由紀子 4:14:1737 ｺｽｶﾞ ﾕｷｺ 福島県
3199 福岡　ゆみ 4:14:4938 ﾌｸｵｶ ﾕﾐ チーム黒犬阿南市
220 伊藤　昌子 4:15:1039 ｲﾄｳ ﾏｻｺ 篠ノ井ＲＣ長野県
3164 小杉　和子 4:15:1840 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞｺ 日亜ＮＲＣ阿南市
3111 柴田　吏佐 4:19:0341 ｼﾊﾞﾀ ﾘｻ 兵庫県
3055 瀬戸　好子 4:19:4942 ｾﾄ ﾖｼｺ 空組ジョガーズ徳島市
3142 松島　美紀 4:21:0243 ﾏﾂｼﾏ ﾐｷ 徳島市
3189 中川　素子 4:21:3444 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄｺ 阿南市
3418 松田　由貴 4:25:1645 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷ 阿南市
3145 湯浅　美智代 4:26:1246 ﾕｱｻ ﾐﾁﾖ Ｔｅａｍ黒犬阿南市
3377 濱田　容子 4:26:2447 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 徳島市
3051 岸　淳子 4:26:3848 ｷｼ ｼﾞｭﾝｺ トゥモロー徳島市
3238 市原　るみ 4:26:5649 ｲﾁﾊﾗ ﾙﾐ ＯＭＨ徳島市
3167 川上　ひとみ 4:27:0450 ｶﾜｶﾐ ﾋﾄﾐ クリソス板野郡板野町
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222 河本　知子 4:27:2251 ｺｳﾓﾄ ﾄﾓｺ 吹田ヘルス大阪府
3351 中田　暢子 4:27:2652 ﾅｶﾀ ﾉﾌﾞｺ 三葉虫ＲＣ鳴門市
3187 和田　ハルナ 4:28:1453 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ 鳴門市
3196 前田　七奈 4:29:1354 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 川西持久研兵庫県
3182 臼杵　増美 4:32:4055 ｳｽｷ ﾏｽﾐ 大阪府
3307 森田　晃代 4:34:3356 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖ 三好市
3168 河野　さつき 4:35:3957 ｶﾜﾉ ｻﾂｷ 徳島市
3113 大塚　麻由美 4:35:5658 ｵｵﾂｶ ﾏﾕﾐ 吉野川市
3100 岡田　有希 4:36:2559 ｵｶﾀﾞ ﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎兵庫県
3198 多牧　麻由美 4:36:4560 ﾀﾏｷ ﾏﾕﾐ 徳島市
3200 田窪　美帆 4:36:4661 ﾀｸﾎﾞ ﾐﾎ 愛媛県
3068 前田　あゆ美 4:42:1562 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 徳島市
3424 乃一　あゆみ 4:44:2663 ﾉｲﾁ ｱﾕﾐ 海部郡海陽町
3407 奈良　裕子 4:45:5564 ﾅﾗ ﾕｳｺ 阿南市
3067 阿部　公代 4:47:4765 ｱﾍﾞ ｷﾐﾖ 徳島市
3258 森永　亜希 4:49:0566 ﾓﾘﾅｶﾞ ｱｷ 海部郡海陽町
3205 中野渡　早苗 4:52:3967 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｻﾅｴ チーム徳島人板野郡藍住町
3251 福田　由紀 4:53:4468 ﾌｸﾀ ﾕｷ 名西郡石井町
3341 原　麻子 4:53:4569 ﾊﾗ ｱｻｺ 鳴門市
3281 笹田　倫子 4:54:3870 ｻｻﾀﾞ ﾉﾘｺ 徳島市
3315 川島　歩 4:55:4171 ｶﾜｼﾏ ｱﾕﾐ 徳島市
3102 渡邉　絵美 4:58:0572 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 鳴門市
3332 長谷川　美樹 4:58:2573 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 板野郡藍住町
3278 竹岡　裕美 4:58:5874 ﾀｹｵｶ ﾋﾛﾐ 徳島市
3343 森本　千恵 4:59:0075 ﾓﾘﾓﾄ ﾁｴ ランらん大福名西郡石井町
3242 市山　恵 4:59:0076 ｲﾁﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 名西郡石井町
3406 明崎　美香 5:02:3377 ｱｷｻﾞｷ ﾐｶ 徳島市
3124 谷本　里佳 5:05:1878 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｶ 小松島市
3091 福田　七穂子 5:06:3779 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｺ 鳴門市
3299 福原　真由美 5:06:4480 ﾌｸﾊﾗ ﾏﾕﾐ 徳島市
3173 多田　恵梨子 5:07:4681 ﾀﾀﾞ ｴﾘｺ 鳴門市
3376 大田　香織 5:07:4882 ｵｵﾀ ｶｵﾘ 海部郡海陽町
3337 須賀　倫代 5:09:0083 ｽｶ ﾐﾁﾖ 阿南市
3291 吉池　祐子 5:09:3684 ﾖｼｲｹ ﾕｳｺ 広島愉快走部広島県
3330 甘利　友香 5:10:0985 ｱﾏﾘ ﾕｶ 阿南市
3367 齋藤　理絵 5:10:4186 ｻｲﾄｳ ﾘｴ 静岡県
3147 金澤　智枝 5:11:0587 ｶﾅｻﾞﾜ ﾁｴ Ｔｅａｍ黒犬徳島市
3311 北橋　尚子 5:11:4588 ｷﾀﾊｼ ﾅｵｺ 徳島大学板野郡上板町
3405 酒巻　美香 5:12:0389 ｻｶﾏｷ ﾐｶ 徳島市
3300 粟飯原　睦美 5:13:1790 ｱｲﾊﾗ ﾑﾂﾐ 徳島市
3172 田上　芙美 5:13:5191 ﾀｶﾞﾐ ﾌﾐ 阿南市
3304 日高　絵里 5:15:5692 ﾋﾀﾞｶ ｴﾘ 宮崎県
3371 田中　理絵 5:15:5693 ﾀﾅｶ ﾘｴ 宮崎県
3375 竹治　あゆみ 5:16:0194 ﾀｹｼﾞ ｱﾕﾐ 阿南市
3099 佐藤　光恵 5:16:0595 ｻﾄｳ ﾐﾂｴ 板野郡松茂町
3163 寒川　抄麻理 5:19:3496 ｶﾝｶﾞﾜ ｻｵﾘ 板野郡松茂町
3190 宇野　和美 5:21:1197 ｳﾉ ｶｽﾞﾐ あけぼの大阪府
3303 丸岡　由紀子 5:22:2798 ﾏﾙｵｶ ﾕｷｺ 小松島市
3397 岡山　麻衣 5:25:0699 ｵｶﾔﾏ ﾏｲ 勝浦郡上勝町
3268 楠本　真央 5:28:20100 ｸｽﾓﾄ ﾏｵ 小松島市
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3269 松家　春奈 5:28:27101 ﾏﾂｶ ﾊﾙﾅ Ｔｅａｍ黒犬吉野川市
3255 相賀　智巴 5:31:25102 ｱｲｶﾞ ﾄﾓﾊ ひのみね小松島市
3133 夏野　優香 5:31:38103 ﾅﾂﾉ ﾕｶ 海部郡美波町
3253 遠藤　麻紀 5:32:03104 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 名西郡石井町
3148 西口　裕香 5:32:32105 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｶ チーム黒犬徳島市
3331 東　美歩 5:33:50106 ｱｽﾞﾏ ﾐﾎ 徳島市
3353 西村　陽子 5:34:16107 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 阿南市
3121 原田　莉沙 5:37:17108 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ 海部郡海陽町
3256 一ノ宮　智宏 5:39:18109 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾁﾋﾛ ＮＲＣ阿南市
3207 谷　徳子 5:42:39110 ﾀﾆ ﾄｸｺ 三愛走飾クラブ阿南市
3232 古田　晴美 5:45:04111 ﾌﾙﾀ ﾊﾙﾐ 名西郡石井町
3293 紺田　美乃里 5:46:54112 ｺﾝﾀﾞ ﾐﾉﾘ 大分県
3294 古沢　穂乃佳 5:46:54113 ﾌﾙｻﾜ ﾎﾉｶ 愛媛県
3417 由木　真理子 5:49:08114 ﾕｷ ﾏﾘｺ いざりラン海部郡美波町
3277 佐藤　香子 5:51:31115 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 板野郡北島町
3118 東甫　奈津子 5:53:39116 ﾄｳﾎﾞ ﾅﾂｺ 阿南市
3360 田中　里枝 5:55:17117 ﾀﾅｶ ﾘｴ 徳島市
3247 松友　恵美 5:56:26118 ﾏﾂﾄﾓ ﾒｸﾞﾐ Ｂａｎｃｈａｎ愛媛県
3292 萬岡　保奈実 5:56:51119 ﾏﾝｵｶ ﾎﾅﾐ 愛媛県
3403 高松　千津子 5:57:49120 ﾀｶﾏﾂ ﾁﾂﾞｺ 徳島市
3355 平口　友子 5:58:25121 ﾋﾗｸﾁ ﾄﾓｺ 小松島市
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