
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ女子　40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

41分08秒1 大西 恵美子714 木山道場ｵｵﾆｼ ｴﾐｺ

44分14秒2 野崎 加奈子758 真穴みかんAﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ

44分50秒3 柏原 かおり720 ｶｼﾊﾗ ｶｵﾘ

46分21秒4 藤井 奈美768 ﾌｼﾞｲ ﾅﾐ

49分59秒5 土佐 望747 ﾄｻ ﾉｿﾞﾐ

50分24秒6 松崎 由紀776 まるRCﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷ

51分08秒7 歯朶尾 優子739 チーム板野郡ｼﾀﾞｵ ﾕｳｺ

51分33秒8 西野 真由佳754 ﾆｼﾉ ﾏﾕｶ

51分44秒9 杉内 めぐる740 ｽｷﾞｳﾁ ﾒｸﾞﾙ

52分10秒10 宮田 香織785 ﾐﾔﾀ ｶｵﾘ

52分16秒11 石原 智由希706 周桑病院ｲｼﾊﾗ ﾁﾕｷ

53分22秒12 藤野 忍770 反巨乳同盟ﾌｼﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ

54分14秒13 河内 佳奈子722 今治ｶﾜｳﾁ ｶﾅｺ

55分48秒14 水田 さとみ781 ストーム陸上部ﾐｽﾞﾀ ｻﾄﾐ

56分03秒15 菊池 理恵724 おいもにゃんこｷｸﾁ ﾘｴ

56分26秒16 安藤 英子703 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ

57分05秒17 宮本 美紀786 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ

57分16秒18 今井 久美子711 ｲﾏｲ ｸﾐｺ

58分29秒19 城戸 三重725 ｷﾄﾞ ﾐｴ

58分31秒20 重松 文代738 ｼｹﾞﾏﾂ ﾌﾐﾖ

58分48秒21 岡 敦子715 おやつ日和ｵｶ ｱﾂｺ

59分08秒22 其田 富子742 ｿﾉﾀﾞ ﾄﾐｺ

1時間00分03秒23 村上 さおり788 team APTNﾑﾗｶﾐ ｻｵﾘ

1時間00分09秒24 井関 香織709 ｲｾｷ ｶｵﾘ

1時間00分10秒25 兵頭 敏子762 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄｼｺ

1時間00分42秒26 梶田 美紀719 ｶｼﾞﾀ ﾐｷ

1時間00分54秒27 泉 景子708 ｲｽﾞﾐ ｹｲｺ

1時間01分36秒28 小幡 紀子718 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾘｺ

1時間01分41秒29 二宮 晴美757 三瓶マラソン婦人会ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾙﾐ

1時間01分53秒30 星野 梨沙771 ﾎｼﾉ ﾘｻ

1時間02分07秒31 松崎 恵775 ﾏﾂｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

1時間02分28秒32 赤松 明美702 ｱｶﾏﾂ ｱｹﾐ

1時間02分41秒33 深水 由紀764 グリームヘアﾌｶﾐ ﾕｷ

1時間03分31秒34 小山 麻矢733 ｺﾔﾏ ﾏﾔ

1時間03分50秒35 山本 真実798 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ

1時間03分53秒36 森 亜紀子790 ﾓﾘ ｱｷｺ

1時間04分02秒37 三井 尚子783 ﾐﾂｲ ﾅｵｺ

1時間04分07秒38 辻村　理恵701 双葉大登チームﾂｼﾞﾑﾗﾘｴ

1時間04分24秒39 松井 祥子773 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺ

1時間04分27秒40 松浦 美智子774 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾁｺ

1時間04分59秒41 安藤 裕子704 こよりｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ

1時間05分28秒42 松田 美保778 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾎ

1時間05分29秒43 山崎 佳奈796 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ

1時間05分30秒44 山本 由美799 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ

1時間05分51秒45 村上 真琴789 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ

1時間06分14秒46 塚本 真紀子745 SFRCﾂｶﾓﾄ ﾏｷｺ

1時間06分38秒47 村井 久佐代787 team  APTNﾑﾗｲ ﾋｻﾖ

1時間06分51秒48 松下 美紀777 ﾏﾂｼﾀ ﾐｷ

1時間06分59秒49 稲井 倶己710 周桑病院ｲﾅｲ ｸﾐ

1時間07分20秒50 三木 智子780 ﾐｷ ﾄﾓｺ
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1時間07分57秒51 横山 陽子800 ﾖｺﾔﾏ ﾖｳｺ

1時間09分15秒52 藤岡 徳美769 爆走族ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾐ

1時間09分20秒53 鍋田 文美751 ﾅﾍﾞﾀ ｱﾔﾐ

1時間09分34秒54 森口 まどか791 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ

1時間09分53秒55 酒井 奈保734 ｻｶｲ ﾅﾎ

1時間10分11秒56 福島 直子765 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｺ

1時間11分45秒57 二宮 さおり756 ﾆﾉﾐﾔ ｻｵﾘ

1時間12分28秒58 平岡 美保763 ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ

1時間12分28秒59 長田 みのり749 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾘ

1時間12分38秒60 松本 晴美779 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾐ

1時間14分05秒61 瀬戸川 佳恵741 ｾﾄｶﾞﾜ ｶｴ

1時間14分56秒62 山口 るみ794 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾐ

1時間17分10秒63 山田 裕子797 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ

1時間17分18秒64 安岡 裕子792 ﾔｽｵｶ ﾕｳｺ

1時間18分17秒65 小西 さおり732 ｺﾆｼ ｻｵﾘ

1時間18分30秒66 西村 寿美子755 ﾆｼﾑﾗ ｽﾐｺ

1時間18分37秒67 前田 和美772 城川ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間18分46秒68 石丸 真紀707 ｲｼﾏﾙ ﾏｷ

1時間18分48秒69 山内 玲奈793 SCCマラソンﾔﾏｳﾁ ﾚｲﾅ

1時間18分48秒70 山﨑 かおり795 愛媛医療センターﾔﾏｻｷ ｶｵﾘ

1時間19分19秒71 中本 眞紀750 おやじ～ずﾅｶﾓﾄ ﾏｷ

1時間20分52秒72 東谷 美弥759 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ ﾐﾔ

1時間20分53秒73 西岡 真実752 ﾆｼｵｶ ﾏﾐ

1時間21分25秒74 福本 真紀766 ﾌｸﾓﾄ ﾏｷ

1時間21分32秒75 栗村 瞳730 ヒトミｸﾘﾑﾗ ﾋﾄﾐ

1時間22分40秒76 寺田 朋子746 team APTNﾃﾗﾀ ﾄﾓｺ

1時間23分00秒77 石尾 真由美705 ｲｼｵ ﾏﾕﾐ

1時間23分12秒78 利根 佑香748 ﾄﾈ ﾕｶ

1時間23分21秒79 兵頭 久美761 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｸﾐ

1時間23分21秒80 岡田 栄理子716 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｺ

1時間23分46秒81 田坂 美恵743 ﾀｻｶ ﾐｴ

1時間24分19秒82 菊池 夕子723 ｷｸﾁ ﾕｳｺ

1時間25分15秒83 渡邊 由美802 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ

1時間27分38秒84 水野 静代782 ﾐｽﾞﾉ ｼｽﾞﾖ

1時間29分17秒85 福山 ルミ子767 ﾌｸﾔﾏ ﾙﾐｺ

1時間29分53秒86 宮崎 朋子784 中山クラブﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｺ

1時間33分56秒87 岡本 愛美717 愛媛県社会福祉士会ｵｶﾓﾄ ｱｲﾐ

1時間33分58秒88 宇都宮 理子712 愛媛県社会福祉士会ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｺ

1時間40分06秒89 工藤 法子727 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘｺ

1時間40分13秒90 楠 里美726 ｸｽﾉｷ ｻﾄﾐ
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