
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ女子　30歳代
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 11:00:00

会場: 乙亥会館

主催: 四国せいよ朝霧湖マラソン実行委員会

40分37秒1 宇都宮 すみ407 松前町役場ｳﾂﾉﾐﾔ ｽﾐ

43分30秒2 仙波 菜穂子438 ｾﾝﾊﾞ ﾅﾎｺ

49分23秒3 白潟 朋美435 ｼﾗｶﾀ ﾄﾓﾐ

49分48秒4 村上 智香479 ﾑﾗｶﾐ ﾁｶ

49分53秒5 芳之内 奈央488 ﾖｼﾉｳﾁ ﾅｵ

50分18秒6 次家 かおり451 スト―ム陸上部ﾂｸﾞｲｴ ｶｵﾘ

50分35秒7 名本 美和456 高見空手鬼北野村ﾅﾓﾄ ﾐﾜ

52分35秒8 川東 麻美425 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾏﾐ

52分44秒9 村田 佳奈480 ゆるRUNﾑﾗﾀ ｶﾅ

54分41秒10 橘 さやか446 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔｶ

54分57秒11 石田 瞳404 ｲｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ

55分15秒12 西山 菜摘美460 アローズﾆｼﾔﾏ ﾅﾂﾐ

55分21秒13 高岡 幸子441 ﾀｶｵｶ ｻﾁｺ

55分32秒14 亀岡 那美420 亀岡モータースｶﾒｵｶ ﾅﾐ

57分07秒15 三好 章子476 三瓶マラソン婦人会ﾐﾖｼ ｱｷｺ

57分09秒16 山田 学485 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

57分25秒17 宇都宮 敏子408 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄｼｺ

59分36秒18 大島 美菜411 ＡＲＴｵｵｼﾏ ﾐﾅ

1時間00分08秒19 二宮 志穂461 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾎ

1時間00分46秒20 山本 妹奈486 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲﾅ

1時間01分42秒21 富永 真奈美453 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾐ

1時間03分35秒22 木澤 麻美426 ｷｻﾞﾜ ｱｻﾐ

1時間03分48秒23 藤澤 美緒466 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｵ

1時間06分24秒24 川尻 麻美423 ｶﾜｼﾞﾘ ﾏﾐ

1時間06分24秒25 曽我 由美439 ｿｶﾞ ﾕﾐ

1時間06分43秒26 三好 絵里477 一番町珍走団ﾐﾖｼ ｴﾘ

1時間06分57秒27 小石 知世429 アローズｺｲｼ ﾄﾓﾖ

1時間07分42秒28 河田 麻里恵424 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾘｴ

1時間08分13秒29 武智 加奈5022 ﾀｹﾁ ｶﾅ

1時間08分38秒30 宮本 里奈474 三瓶マラソン婦人会ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾅ

1時間08分48秒31 亀岡 静誉419 ｶﾒｵｶ ｼﾎ

1時間09分04秒32 川﨑 あゆみ422 三瓶マラソン婦人会ｶﾜｻｷ ｱﾕﾐ

1時間09分24秒33 島田 春奈433 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ

1時間09分34秒34 松原 奈津美471 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ

1時間09分37秒35 二宮 麻奈462 ﾆﾉﾐﾔ ﾏﾅ

1時間09分43秒36 下久保 あかね432 ｼﾀｸﾎﾞ ｱｶﾈ

1時間09分49秒37 西谷 恵459 ﾆｼﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ

1時間10分00秒38 岡田 悠子413 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ

1時間10分37秒39 吉村 さおり489 ﾖｼﾑﾗ ｻｵﾘ

1時間10分59秒40 松原 友希472 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷ

1時間11分03秒41 田中 佳代448 三瓶マラソン婦人会ﾀﾅｶ ｶﾖ

1時間12分53秒42 宮内 知子473 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓｺ

1時間13分25秒43 石井 里沙403 なしｲｼｲ ﾘｻ

1時間13分42秒44 大木 かおり410 ｵｵｷ ｶｵﾘ

1時間14分00秒45 梶原 愛可415 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｲｶ

1時間14分21秒46 永岡 郁恵454 ﾅｶﾞｵｶ ｲｸｴ

1時間15分01秒47 松田 佳代469 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾖ

1時間15分08秒48 太田 真奈美412 ｵｵﾀ ﾏﾅﾐ

1時間15分40秒49 山田 あすか484 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽｶ

1時間15分47秒50 高井 優子440 ﾀｶｲ ﾕｳｺ
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1時間15分56秒51 吉岡 絵梨香487 ﾖｼｵｶ ｴﾘｶ

1時間17分12秒52 澤田 寿子431 ｻﾜﾀﾞ ﾋｻｺ

1時間17分24秒53 日野 香織465 浦川鍼灸治療院ﾋﾉ ｶｵﾘ

1時間18分16秒54 川上 幸子421 ｶﾜｶﾐ ｻﾁｺ

1時間18分18秒55 高橋 霞442 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ

1時間18分27秒56 籔 弥彩子481 伊方のどぶ鼠ﾔﾌﾞ ﾐｻｺ

1時間19分16秒57 一色 八千代405 ｲｯｼｷ ﾔﾁﾖ

1時間19分40秒58 田村 理恵450 ﾀﾑﾗ ﾘｴ

1時間20分50秒59 西川 恵理子458 ﾆｼｶﾜ ｴﾘｺ

1時間20分52秒60 兼本 奈央417 ｶﾈﾓﾄ ﾅｵ

1時間21分23秒61 酒井 美紀430 ｻｶｲ ﾐｷ

1時間22分48秒62 成見 香織457 ﾅﾙﾐ ｶｵﾘ

1時間23分42秒63 久保 紘子427 ｸﾎﾞ ﾋﾛｺ

1時間24分23秒64 済川 真悠437 team焼肉ｽﾐｶﾜ ﾏﾕ

1時間25分27秒65 小川 真美414 ｵｶﾞﾜ ﾏﾐ

1時間26分00秒66 形山 真紀416 ｶﾀﾔﾏ ﾏｷ

1時間26分11秒67 久保田 香奈428 三瓶マラソン婦人会ｸﾎﾞﾀ ｶﾅ

1時間26分54秒68 藤原 美紗子468 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻｺ

1時間27分21秒69 松並 未佳470 ﾏﾂﾅﾐ ﾐｶ

1時間27分35秒70 阿蘇 忍402 ｱｿ ｼﾉﾌﾞ

1時間28分29秒71 浅井 敬子401 ｱｻｲ ｹｲｺ

1時間34分08秒72 那須 愛美455 ﾅｽ ﾒｸﾞﾐ

1時間34分28秒73 山口 あゆみ482 カトウﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾐ

1時間40分12秒74 田淵 法子449 ﾀﾌﾞﾁ ﾉﾘｺ

1時間50分57秒75 三好 憂子478 愛媛県社会福祉士会ﾐﾖｼ ﾕｳｺ

2時間00分58秒76 浦川 亜矢409 浦川鍼灸治療院ｳﾗｶﾜ ｱﾔ
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