
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ女子　40歳代
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 10:30:00

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

1時間30分31秒1 合田 睦美2936 松山ランナーズｺﾞｳﾀﾞ ﾑﾂﾐ

1時間31分43秒2 門田 弥生2922 チーム虎美ｶﾄﾞﾀ ﾔﾖｲ

1時間38分44秒3 天野 宏美2902 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

1時間40分12秒4 山内 奈都美3000 石井体協ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂﾐ

1時間45分56秒5 兵頭 梓2975 松前体協ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｽﾞｻ

1時間46分51秒6 野橋 貴子2969 ﾉﾊｼ ﾀｶｺ

1時間48分11秒7 小笠原 陽子2912 松前町ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｳｺ

1時間49分09秒8 村上 ゆう子2991 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ

1時間49分39秒9 田元 久美2957 ﾀﾓﾄ ｸﾐ

1時間49分56秒10 山崎 富加3003 ﾔﾏｻｷ ﾄﾐｶ

1時間50分09秒11 木下 ユリ香2935 ｷﾉｼﾀ ﾕﾘｶ

1時間50分12秒12 中司 朱美2961 ﾅｶﾂｶｻ ｱｹﾐ

1時間51分46秒13 細川 美紀子2979 ﾎｿｶﾜ ﾐｷｺ

1時間51分55秒14 宗次 由里奈2989 ﾑﾈﾂｸﾞ ﾕﾘﾅ

1時間52分30秒15 森実 美佐2994 愛媛生協病院ﾓﾘｻﾞﾈ ﾐｻ

1時間54分27秒16 林 真弓2973 レデイ薬局ＲＣﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ

1時間55分41秒17 篠崎 美穂2945 レデイ薬局RCｼﾉｻﾞｷ ﾐﾎ

1時間55分56秒18 岡本 美和2916 ｵｶﾓﾄ ﾐﾜ

1時間57分00秒19 村上 美記2990 ﾑﾗｶﾐ ﾐｷ

1時間57分55秒20 白石 佳子2947 ｼﾗｲｼ ﾖｼｺ

1時間58分26秒21 田内 陽子2951 ﾀｳﾁ ﾖｳｺ

1時間58分43秒22 佐々木 沙織2943 ｻｻｷ ｻｵﾘ

1時間59分02秒23 岡本 奈美2915 ｵｶﾓﾄ ﾅﾐ

1時間59分40秒24 山本 深雪3005 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ

2時間00分39秒25 佐川 暁子2942 ｻｶﾞﾜ ｱｷｺ

2時間00分45秒26 西村 江里子2968 ﾆｼﾑﾗ ｴﾘｺ

2時間01分46秒27 川中 梓2931 ｶﾜﾅｶ ｱｽﾞｻ

2時間02分02秒28 浮田 純子2908 ｳｷﾀ ｼﾞｭﾝｺ

2時間02分30秒29 森岡 りえ2993 ﾓﾘｵｶ ﾘｴ

2時間02分53秒30 稲垣 奈都2906 ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂ

2時間03分44秒31 竹田 希代子2954 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｺ

2時間04分16秒32 佐伯　祐子2901 南伊予体育会ｻｴｷﾕｳｺ

2時間05分31秒33 月原 さおり2958 お山メンバーﾂｷﾊﾗ ｻｵﾘ

2時間05分32秒34 皆内 千温2984 ﾐﾅｳﾁ ﾁﾊﾙ

2時間05分40秒35 岡田 恭子2913 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳｺ

2時間07分18秒36 梶川 さくら2920 ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ

2時間07分54秒37 佐海 由美2941 ｻｶｲ ﾕﾐ

2時間08分19秒38 河合 不由子2928 ｶﾜｲ ﾌﾕｺ

2時間09分25秒39 紙本 美香2926 ｶﾐﾓﾄ ﾐｶ

2時間09分50秒40 佐伯 香里2940 ｻｴｷ ｶｵﾘ

2時間09分57秒41 藤川 真由美2977 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾕﾐ

2時間10分13秒42 三好 早百合2988 ﾐﾖｼ ｻﾕﾘ

2時間10分34秒43 堀川 由紀2980 ﾎﾘｶﾜ ﾕｷ

2時間12分16秒44 田房 恭子2956 ﾀﾌｻ ｷｮｳｺ

2時間13分02秒45 野村 夕子2970 ﾉﾑﾗ ﾕｳｺ

2時間13分32秒46 新内 洋子2964 アルバトロスﾆｲﾅｲ ﾖｳｺ

2時間14分06秒47 古谷 優子2978 ﾌﾙﾔ ﾕｳｺ

2時間14分48秒48 薬師神 漢2998 ﾔｸｼｼﾞﾝ ｶﾝ

2時間14分52秒49 石田 志織2903 カネシロｲｼﾀﾞ ｼｵﾘ

2時間15分32秒50 川崎 加余子2930 お山メンバーｶﾜｻｷ ｶﾖｺ
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2時間17分02秒51 三宅 良子2985 ﾐﾔｹ ﾘｮｳｺ

2時間17分58秒52 中野 素子2962 ﾅｶﾉ ﾓﾄｺ

2時間18分08秒53 鹿庭 静香2925 ｶﾆﾜ ｼｽﾞｶ

2時間19分57秒54 山内 美紀3001 ﾔﾏｳﾁ ﾐｷ

2時間20分30秒55 小田 ミネコ2917 ｵﾀﾞ ﾐﾈｺ

2時間20分31秒56 門田 優子2923 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｺ

2時間20分50秒57 善家 和美2950 ｾﾞﾝｹ ｶｽﾞﾐ

2時間21分47秒58 脇本 久美3006 ジョニーズ事務所ﾜｷﾓﾄ ｸﾐ

2時間22分49秒59 戒能 美穂2919 まゆきよRCｶｲﾉｳ ﾐﾎ

2時間23分30秒60 濱中 恵子2972 ﾊﾏﾅｶ ｹｲｺ

2時間23分36秒61 門屋 真由美2924 ｶﾄﾞﾔ ﾏﾕﾐ

2時間24分26秒62 中澤 美子2960 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｺ

2時間24分34秒63 大槻 弥生2910 ｵｵﾂｷ ﾔﾖｲ

2時間25分55秒64 門田 奈美2921 ｶﾄﾞﾀ ﾅﾐ

2時間26分03秒65 寺岡 由美子2959 ﾃﾗｵｶ ﾕﾐｺ

2時間26分05秒66 白石 千詠美2944 たまごｼ ﾁｴﾐ

2時間29分42秒67 瀧田 智子2953 ﾀｷﾀ ﾄﾓｺ

2時間29分44秒68 矢野 朋2999 ﾔﾉ ﾄﾓ

2時間30分03秒69 西野 富子2966 ﾆｼﾉ ﾄﾐｺ

2時間30分34秒70 新名 美輝2948 ｼﾝﾐｮｳ ﾐｷ

2時間31分46秒71 山下 佳織3004 オレンジクイーンﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ

2時間32分02秒72 近藤 万樹2939 どこいこランナーズｺﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

2時間33分10秒73 もんてろ のえら2997 FM愛媛ﾓﾝﾃﾛ ﾉｴﾗ

2時間34分15秒74 松岡 美穂2983 ﾏﾂｵｶ ﾐﾎ

2時間35分10秒75 森澤 恵2995 オリザﾓﾘｻﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間35分29秒76 兵頭 優子2976 ﾋﾖｳﾄﾞｳ ﾕｳｺ

2時間35分31秒77 宮崎 佐知子2986 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾁｺ

2時間35分42秒78 北尾 美奈子2934 ｷﾀｵ ﾐﾅｺ

2時間37分50秒79 仲村 律子2963 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾂｺ

2時間38分53秒80 増田 由加2981 ﾏｽﾀﾞ ﾕｶ

2時間41分09秒81 鵜飼 理恵2907 ｳｶｲ ﾘｴ

2時間42分17秒82 大西 博子2911 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｺ

2時間42分31秒83 西原 美幸2967 ﾆｼﾊﾗ ﾐﾕｷ

2時間42分55秒84 岡本 七枝2914 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅｴ

2時間44分31秒85 越智 秀世2918 ｵﾁ ﾋﾃﾞﾖ

2時間48分18秒86 清家 昭子2949 ｾｲｹ ｱｷｺ

2時間48分24秒87 野本 広子2971 ﾉﾓﾄ ﾋﾛｺ

2時間51分19秒88 菅 真裕美2932 ｶﾝ ﾏﾕﾐ

2時間52分20秒89 川久保 優子2929 ｶﾜｸﾎﾞ ﾕｳｺ

2時間54分29秒90 白石 佐恵里2946 新居浜ｼﾗｲｼ ｻｴﾘ

2時間55分57秒91 河野 八恵美2937 オレンジクイーンｺｳﾉ ﾔｴﾐ

2時間55分58秒92 亀岡 彩2927 幸梅園陸上部ｶﾒｵｶ ｱﾔ

3時間05分42秒93 宇都宮 優子2909 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｳｺ
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