
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50歳代の部

所属クラブ地区名
204 鵜飼　淳子 3:10:331 ｳｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 徳島市徳島市
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
216 平井　小夜子 3:21:543 ﾋﾗｲ ｻﾖｺ 徳島市
210 川田　洋美 3:33:454 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ 綾川AC香川県
3037 田村　日名子 3:38:265 ﾀﾑﾗ ﾋﾅｺ 兵庫県
3008 村井　結花里 3:41:046 ﾑﾗｲ ﾕｶﾘ 鳴門市
3023 山蔭　由江 3:44:397 ﾔﾏｶｹﾞ ﾖｼｴ 徳島かめＲＣ徳島市
3047 阿部　佐奈子 3:45:218 ｱﾍﾞ ｻﾅｺ 徳島市
3085 赤澤　多惠子 3:45:259 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｴｺ 徳島市
3030 矢部　幸子 3:45:4310 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ ＴＪＰ徳島市
201 主原　共子 3:46:2411 ｼｭﾊﾗ ﾄﾓｺ 大阪府
3064 竹内　りえ 3:53:2012 ﾀｹｳﾁ ﾘｴ ロダンＲＣ徳島市
3048 西平　恵美 3:54:2413 ﾆｼﾋﾗ ｴﾐ 徳島大学ＴＪＰ鳴門市
3049 中野　佳子 3:54:3414 ﾅｶﾉ ﾖｼｺ ＡＯＫＲＣ板野郡藍住町
3070 水久保　緑子 3:54:3615 ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾐﾄﾞﾘｺ 香川県
3082 高井　規子 3:57:1216 ﾀｶｲ ﾉﾘｺ バンバン四国香川県
3032 泉　節子 3:57:5617 ｲｽﾞﾐ ｾﾂｺ 板野郡松茂町
3127 小泉　記代美 3:58:5818 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾐ ＯＭＨ小松島市
3097 前坂　美由紀 3:59:3919 ﾏｴｻｶ ﾐﾕｷ ＴＥＡＭ★大虎吉野川市
3108 麻植　共永 4:06:2220 ｵｴ ﾄﾓｴ 鳴門市
3132 藤井　美喜江 4:06:3621 ﾌｼﾞｲ ﾐｷｴ 吹田ﾍﾙｽ大阪府
3059 佐川　富美 4:11:4022 ｻｶﾞﾜ ﾌﾐ 風流海部ＲＣ海部郡海陽町
3066 大津　みどり 4:13:4323 ｵｵﾂ ﾐﾄﾞﾘ クリソス名西郡石井町
3263 佐々　恵美 4:15:4224 ｻｻ ｴﾐ 岐阜県
3044 西野　美紀 4:16:0925 ﾆｼﾉ ﾐｷ ＴＥＡＭ★大虎徳島市
3043 小林　直美 4:21:0026 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 阿南市
3134 藤本　美香 4:22:0627 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｶ 徳島市
3136 島崎　睦子 4:23:2628 ｼﾏｻﾞｷ ﾑﾂｺ 広島県
3128 上崎　たけ子 4:24:1529 ｳｴｻｷ ﾀｹｺ 徳島市
218 鎌田　智子 4:24:4630 ｶﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 函館TC北海道
3072 笠城　佳子 4:26:4931 ｶｻｷﾞ ﾖｼｺ チームＶＩＶＯ徳島市
3146 峠　浩美 4:27:4732 ﾄｳｹﾞ ﾋﾛﾐ 小松島市
3188 北野　佳代 4:28:1533 ｷﾀﾉ ｶﾖ 板野郡板野町
223 島田　宇多子 4:29:3234 ｼﾏﾀﾞ ｳﾀｺ 楽ラン大阪府
3237 齋藤　則子 4:29:3335 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ チーム黒犬徳島市
3156 戸川　浩美 4:33:1236 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 板野郡松茂町
3183 滝川　恵津子 4:36:3137 ﾀｷｶﾜ ｴﾂｺ 三好市
3195 楠　博子 4:36:4538 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｺ ｔｊｐ徳島市
3105 坂東　きみ子 4:39:2339 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷﾐｺ 名西郡神山町
3319 福田　攝子 4:41:0240 ﾌｸﾀﾞ ｾﾂｺ Ｔｅａｍ黒犬板野郡北島町
3192 吉田　美千代 4:45:0641 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁﾖ 大阪ﾐﾝﾄJC大阪府
3138 大西　真子 4:45:1342 ｵｵﾆｼ ﾏｻｺ ＴＪＰ徳島市
3380 岩雲　美枝子 4:45:1943 ｲﾜｸﾓ ﾐｴｺ 吉野川市
3252 橋本　陽子 4:45:3644 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｺ 徳島市
3314 長船　晶子 4:49:2545 ｵｻﾌﾈ ｼｮｳｺ Ｔｅａｍ黒犬徳島市
3286 横井　順子 4:50:0746 ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝｺ 鳴門市
3150 幸田　敦子 4:52:4347 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ チーム黒犬徳島市
3221 飯坂　淳子 4:54:0948 ｲｲｻｶ ｼﾞｭﾝｺ Ｔ．走るんじょ板野郡藍住町
3241 久米　富代 4:55:3949 ｸﾒ ﾄﾐﾖ 産業ＣＯ徳島名西郡石井町
213 福原　政美 4:56:5250 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾐ ミントｊｃ大阪府
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3335 森田　美紀子 4:58:4051 ﾓﾘﾀ ﾐｷｺ クリソスＲＣ徳島市
3201 宮武　知津子 4:59:5252 ﾐﾔﾀｹ ﾁｽﾞｺ チーム黒犬徳島市
3387 柳川　公代 5:00:5053 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷﾐﾖ 鳴門市
3395 坂東　智子 5:04:1554 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 伊月健診クリニ徳島市
3175 相坂　きくえ 5:04:3555 ｱｲｻｶ ｷｸｴ 板野郡藍住町
3358 西俣　聡子 5:06:4856 ﾆｼﾏﾀ ｻﾄｺ 海部郡牟岐町
3362 富原　信江 5:09:0557 ﾄﾐﾊﾗ ﾉﾌﾞｴ 小松島市
3212 篠原　里美 5:10:0558 ｼﾉﾊﾗ ｻﾄﾐ 徳島市
3180 高橋　啓子 5:10:1559 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ ＴＪＰ徳島市
3344 山田　美加 5:14:3760 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｶ 徳島市
3323 田中　眞由美 5:17:2661 ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ 徳島市
3313 藤村　美津子 5:20:4462 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾂｺ ＴＪＰ徳島市
3373 尾関　弘子 5:24:0363 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｺ 徳島市
3329 東條　啓子 5:25:1364 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹｲｺ TJP阿波市
3363 住友　啓子 5:25:1365 ｽﾐﾄﾓ ｹｲｺ 徳島市
3392 村上　令子 5:29:4366 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲｺ 鳴門市
3409 太居　初美 5:30:2067 ﾀｲ ﾊﾂﾐ 阿南市
3215 平島　裕美子 5:30:2868 ﾋﾗｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 板野郡松茂町
3345 松原　真由美 5:32:1269 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ 徳島市
3149 西口　千恵子 5:32:3270 ﾆｼｸﾞﾁ ﾁｴｺ チーム黒犬徳島市
3359 井川　輝実 5:32:5571 ｲｶﾜ ﾃﾙﾐ 徳島市
3354 宮本　藤子 5:34:5372 ﾐﾔﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 小松島市
3243 新開　美津子 5:35:4673 ｼﾝｶﾞｲ ﾐﾂｺ 徳島かめＲＣ勝浦郡勝浦町
3320 玉置　房 5:38:5474 ﾀﾏｷ ﾌｻ 徳島健走会徳島市
3013 中島　康江 5:41:2875 ﾅｶｼﾏ ﾔｽｴ 鳴門市
3368 矢部　えみ子 5:43:5076 ﾔﾍﾞ ｴﾐｺ 名西郡石井町
3339 藤本　睦美 5:51:4877 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂﾐ 板野郡松茂町
3410 森田　真弓 5:52:3778 ﾓﾘﾀ ﾏﾕﾐ 兵庫県
3224 藤田　和代 5:53:1179 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 徳島市
3174 山本　チエミ 5:54:1380 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴﾐ 鳴門市
3379 鎌田　ゆかり 5:55:5981 ｶﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ 徳島市
3364 関原　由美 5:56:0382 ｾｷﾊﾗ ﾕﾐ 鳴門市
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