
- 第28回四国せいよ朝霧湖マラソン -

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ女子　50歳代
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/5/3

スタート： 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36分00秒1 相原 直美3403 松山マスターズｱｲﾊﾞﾗ ﾅｵﾐ

1時間40分48秒2 田村 美香3440 ﾀﾑﾗ ﾐｶ

1時間47分23秒3 佐々木 次美3428 ｻｻｷ ﾂｸﾞﾐ

1時間48分02秒4 重松 由紀枝3429 ｼｹﾞﾏﾂ ﾕｷｴ

1時間48分40秒5 豊島 圭子3443 ぷらいどﾄﾖｼﾏ ｹｲｺ

1時間51分40秒6 山内 克枝3467 ﾔﾏｳﾁ ｶﾂｴ

1時間51分47秒7 玉井 佐代美3439 伊台塾ﾀﾏｲ ｻﾖﾐ

1時間53分01秒8 水口 元子3460 ﾐﾅｸﾁ ﾕｷｺ

1時間54分16秒9 幸田 直子3425 ほりえ楽笑会ｺｳﾀﾞ ﾅｵｺ

1時間54分35秒10 水野　 美枝子3459 ﾐｽﾞﾉ ﾐｴｺ

1時間54分37秒11 八塚 安芸3465 ﾔﾂﾂﾞｶ ｱｷ

1時間59分02秒12 片岡 祐子3416 重中ｶﾀｵｶ ﾕｳｺ

2時間00分07秒13 高木 友子3432 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ

2時間00分32秒14 豊田 久美子3444 ﾄﾖﾀ ｸﾐｺ

2時間01分32秒15 山岡 眞弓3469 ﾔﾏｵｶ ﾏﾕﾐ

2時間03分31秒16 沖村 千鶴3414 ｵｷﾑﾗ ﾁﾂﾞﾙ

2時間03分51秒17 加藤 典子3418 アリーナ土居ｶﾄｳ ﾉﾘｺ

2時間04分52秒18 長尾 里美3445 プアナナラﾅｶﾞｵ ｻﾄﾐ

2時間05分32秒19 岡田 広美3412 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2時間06分29秒20 中田 直美3448 プアナナラ23ﾅｶﾀ ﾅｵﾐ

2時間06分59秒21 高橋 一美3435 SFRCﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ

2時間07分59秒22 目見田 明子3463 プライドﾒﾐﾀﾞ ﾊﾙｺ

2時間09分13秒23 延永 一美3449 オレンジクイーンﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ

2時間09分51秒24 赤根川 真由美3407 今治競走クラブｱｶﾈｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ

2時間11分50秒25 菊川 秀世3422 ｷｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾖ

2時間12分00秒26 加藤 住恵3417 ＤＵＳｶﾄｳ ｽﾐｴ

2時間14分58秒27 深田 瑞枝3453 ﾌｶﾀ ﾐｽﾞｴ

2時間15分34秒28 岡部 綾子3413 ｵｶﾍﾞ ｱﾔｺ

2時間15分48秒29 柴田 留美子3430 ｼﾊﾞﾀ ﾙﾐｺ

2時間16分18秒30 高橋 浩美3436 チーム千草ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ

2時間16分45秒31 中島 志津3447 μ松山ﾅｶｼﾏ ｼｽﾞ

2時間17分47秒32 青野 由美3406 ｱｵﾉ ﾕﾐ

2時間17分52秒33 松本 幸恵5002 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｴ

2時間18分02秒34 門屋 啓子3420 ｶﾄﾞﾔ ｹｲｺ

2時間18分08秒35 武井 節子3437 ﾀｹｲ ｾﾂｺ

2時間18分26秒36 近藤 ひとみ3426 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ

2時間18分29秒37 秋山 美幸3408 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕｷ

2時間19分13秒38 矢野 由美3466 ﾔﾉ ﾕﾐ

2時間20分35秒39 宮前 たつ江3461 ﾐﾔﾏｴ ﾀﾂｴ

2時間21分04秒40 沖村 佳子3415 ｵｷﾑﾗ ﾖｼｺ

2時間21分44秒41 藤森 朝香3454 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｻｶ

2時間21分48秒42 加藤 眞由美3419 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ

2時間22分49秒43 森棟 敦子3464 ストーム陸上部ﾓﾘﾑﾈ ｱﾂｺ

2時間23分11秒44 青野 由佳3405 ｱｵﾉ ﾕｶ

2時間23分37秒45 松本 知世3458 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｾ

2時間25分50秒46 中岡 正美3446 久友クラブﾅｶｵｶ ﾏｻﾐ

2時間25分50秒47 檜垣 真由美3451 松山市ﾋｶﾞｷ ﾏﾕﾐ

2時間26分17秒48 渡部 典子3473 Team千草ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ

2時間26分53秒49 川村 千幸3421 ｶﾜﾑﾗ ﾁｻﾁ

2時間27分39秒50 宮本 良重3462 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｴ
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2時間27分57秒51 山下 由美子3471 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ

2時間29分12秒52 山口 純子3470 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｺ

2時間29分12秒53 平野 和加3452 ﾋﾗﾉ ﾜｶ

2時間30分17秒54 勇 明美3409 川谷整形外科ｲｻﾑ ｱｹﾐ

2時間30分53秒55 竹本 ひさみ3438 ﾀｹﾓﾄ ﾋｻﾐ

2時間32分15秒56 斉藤 晴美3427 斉藤家ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾐ

2時間32分38秒57 菊地 里美3423 大洲市ｷｸﾁ ｻﾄﾐ

2時間33分18秒58 宇田 千代江3411 ｳﾀﾞ ﾁﾖｴ

2時間34分24秒59 田村 ゆかり3441 ﾀﾑﾗ ﾕｶﾘ

2時間39分34秒60 高田 陽子3434 ﾀｶﾀ ﾖｳｺ

2時間42分35秒61 山内 明子3468 一歩会ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙｺ

2時間43分18秒62 青木 由里子3404 ｱｵｷ ﾕﾘｺ

2時間43分55秒63 井上 るみの3410 ｲﾉｳｴ ﾙﾐﾉ

2時間46分14秒64 別府 尚子3455 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾅｵｺ

2時間47分04秒65 黒河 純子3424 ｸﾛｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ

2時間52分20秒66 入江 須美3401 ｲﾘｴｽﾐ
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