
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

10ｋｍ女子　50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

44分47秒1 新堂ショコタンばぁば1004 ?新ドン屋ｼﾝﾄﾞｳｼｮｺﾀﾝ

45分19秒2 冨永 るり子1046 松前体協ﾄﾐﾅｶﾞ ﾙﾘｺ

50分03秒3 村上　淑子1006 ﾑﾗｶﾐﾖｼｺ

50分22秒4 山口 真由美1084 松本陽子健康体操研究所ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ

50分38秒5 近藤 智恵子1027 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ

51分54秒6 越智 由美1017 ｵﾁ ﾕﾐ

54分43秒7 土井 裕子1045 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ

54分51秒8 越智 明美1016 しまなみレディースｵﾁ ｱｹﾐ

54分56秒9 露口 さえ子1044 ﾂﾕｸﾞﾁ ｻｴｺ

55分11秒10 松田紀美代1005 ﾏﾂﾀﾞｷﾐﾖ

55分59秒11 佐伯 美江1030 ミウラｻｴｷ ﾖｼｴ

56分43秒12 矢野 文恵1083 ﾔﾉ ﾌﾐｴ

56分47秒13 金子 佳恵1020 ｶﾈｺ ﾖｼｴ

56分56秒14 中野 三和1049 まるランニングクラブﾅｶﾉ ﾐﾜ

58分02秒15 山本 清美1085 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ

58分34秒16 亀岡 茂美1021 亀岡モータースｶﾒｵｶ ｼｹﾞﾐ

58分37秒17 土居　瑞恵1003 ﾄﾞｲﾐｽﾞｴ

58分55秒18 武智 しおみ1042 ﾀｹﾁ ｼｵﾐ

59分15秒19 濱川 サユリ1058 菊間太鼓鼓菊連ﾊﾏｶﾜ ｻﾕﾘ

59分39秒20 前田 裕香理1066 ﾏｴﾀﾞ ﾕｶﾘ

1時間00分24秒21 大窪 美輪子1013 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾜｺ

1時間00分46秒22 近藤 由美1028 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

1時間02分34秒23 五十嵐 香代子1010 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾖｺ

1時間02分35秒24 八塚 佳織1082 冨士枝塾ﾔﾂﾂﾞｶ ｶｵﾘ

1時間03分04秒25 皆見 直美1075 ﾐﾅﾐ ﾅｵﾐ

1時間03分28秒26 安川 純子1080 Ryuowﾔｽｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ

1時間03分39秒27 岡田 由美子1015 ｵｶﾀﾞ ﾕﾐｺ

1時間04分16秒28 合田 美加1026 ファイトマンｺﾞｳﾀﾞ ﾐｶ

1時間05分17秒29 和田 香代子1087 チームNoroiﾜﾀﾞ ｶﾖｺ

1時間05分39秒30 久次米 尚子1024 ｸｼﾞﾒ ﾅｵｺ

1時間05分53秒31 松澤 佐和1072 チーム自立支援ﾏﾂｻﾞﾜ ｻﾜ

1時間06分31秒32 藤井 真弓1064 ﾌｼﾞｲ ﾏﾕﾐ

1時間06分37秒33 宮谷 しのぶ1077 宮谷社労士ﾐﾔﾀﾆ ｼﾉﾌﾞ

1時間07分28秒34 篠森 幸子1036 ｼﾉﾓﾘ ｻﾁｺ

1時間07分57秒35 松野 奈巳1073 Macﾏﾂﾉ ﾅﾐ

1時間08分01秒36 藤村 雅枝1065 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｴ

1時間08分31秒37 正岡 真由美1070 10キローズﾏｻｵｶ ﾏﾕﾐ

1時間08分55秒38 kameda miki1022 ｶﾒﾀﾞ ﾐｷ

1時間08分55秒39 菅 真由美1023 ｶﾝ ﾏﾕﾐ

1時間09分07秒40 玉井 典子1043 ﾀﾏｲ ﾉﾘｺ

1時間09分23秒41 二宮 清1054 八幡浜市ﾆﾉﾐﾔ ｷﾖ

1時間09分46秒42 吉田 朋子1086 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ

1時間10分10秒43 石本 恵枝1012 ｲｼﾓﾄ ﾖｼｴ

1時間10分16秒44 真木 多香子1067 ﾏｷ ﾀｶｺ

1時間11分26秒45 池岡 佳奈子1011 ｲｹｵｶ ｶﾅｺ

1時間11分31秒46 渡部 文恵1089 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｴ

1時間11分36秒47 加藤 彩1018 ｶﾄｳ ｱﾔ

1時間12分03秒48 加藤 美香1019 ｶﾄｳ ﾐｶ

1時間12分25秒49 明賀 恵美1078 ﾐｮｳｶﾞ ｴﾐ

1時間13分50秒50 柴 朋子1037 ｼﾊﾞ ﾄﾓｺ
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1時間13分52秒51 石村　淳子1001 倉敷RCｲｼﾑﾗｼﾞｭﾝｺ

1時間14分09秒52 槇 直子1068 ﾏｷ ﾅｵｺ

1時間14分25秒53 高田 美恵1039 しまなみレディースﾀｶﾀ ﾐｴ

1時間14分38秒54 湊 節子1074 大洲中央病院ﾐﾅﾄ ｾﾂｺ

1時間14分43秒55 東田 真紀1060 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾏｷ

1時間14分46秒56 重松 ゆかり1035 チーム挑戦ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｶﾘ

1時間14分47秒57 綾部　弘子1002 倉敷RCｱﾔﾍﾞﾋﾛｺ

1時間14分48秒58 安川 典子1081 チーム挑戦ﾔｽｶﾜ ﾉﾘｺ

1時間14分48秒59 坂本 美佐子1033 チーム挑戦ｻｶﾓﾄ ﾐｻｺ

1時間16分49秒60 松浦 敏子1071 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼｺ

1時間17分00秒61 井伊 真由美1009 ｲｲ ﾏﾕﾐ

1時間17分04秒62 高本 麻美1040 チーム　にこジョグﾀｶﾓﾄ ﾏﾐ

1時間17分11秒63 長谷川 八江美1056 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｴﾐ

1時間17分35秒64 酒入 優香1031 ｻｶｲﾘ ﾕｶ

1時間18分09秒65 仁井 洋子1051 ニイベックスﾆｲ ﾖｳｺ

1時間18分09秒66 中平 五苗1050 島津会ﾅｶﾋﾗ ｻﾅｴ

1時間18分13秒67 平井 千積1062 ﾋﾗｲ ﾁｽﾞﾐ

1時間18分51秒68 牧 ゆう1069 チームゼロﾏｷ ﾕｳ

1時間19分35秒69 阿部 由紀1008 ｱﾍﾞ ﾕｷ

1時間20分56秒70 渡部 志保1088 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎ

1時間21分18秒71 新山 有九1052 ﾆｲﾔﾏ ﾅﾎｺ

1時間21分18秒72 西村 奈々子1053 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｺ

1時間25分36秒73 岡田 浩美1014 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ

1時間26分24秒74 久門 佳美1061 とら＆ランﾋｻｶﾄﾞ ﾖｼﾐ

1時間26分34秒75 森岡 陽子1079 ﾓﾘｵｶ ﾖｳｺ

1時間28分24秒76 大塚　恵子1007 ペンギンチームｵｵﾂｶｹｲｺ

1時間28分48秒77 羽野 成子1057 ﾊﾉ ｾｲｺ

1時間29分01秒78 畠山　優子5021 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｺ

1時間30分55秒79 坂上 秀子1032 ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｺ

1時間33分51秒80 崎石 洋子1034 ｻｷｲｼ ﾖｳｺ

1時間33分53秒81 久保 美千代1025 ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ

1時間37分02秒82 佐伯 由香里1029 ｻｴｷ ﾕｶﾘ

1時間42分29秒83 平光 千代1063 BRIﾋﾗﾐﾂ ﾁﾖ

1時間47分35秒84 友澤 美恵子1047 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾐｴｺ
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