
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

中海架橋コース「ハーフマラソン」女36歳～49歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/11/5

スタート： 10:10:00

会場: 安来市和鋼博物館前広場

主催: 安来市、なかうみマラソン大会実行委員会

1時間27分20秒1 塩見　志保1823 (米子市)ｼｵﾐ ｼﾎ

1時間34分12秒2 井上　麻美1828 (米子市)ｲﾉｳｴ ﾏﾐ

1時間34分46秒3 太田　香1809 (岡山県)ｵｵﾀ ｶｵﾘ

1時間34分50秒4 石田　明子1802 (米子市)ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ

1時間35分10秒5 原　美恵1803 (米子市)ﾊﾗ ﾐｴ

1時間36分42秒6 二宮　美香1876 (米子市)ﾆﾉﾐﾔ ﾐｶ

1時間37分57秒7 柿田　有理1861 (大田市)ｶｷﾀ ﾕﾘ

1時間39分48秒8 大庭　雅1824 (米子市)ｵｵﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ

1時間40分51秒9 田中　洋子1830 (琴浦町)ﾀﾅｶ ﾖｳｺ

1時間41分15秒10 松田　佳恵1813 (奥出雲町)ﾏﾂﾀﾞ ｶｴ

1時間41分24秒11 椙原　恵美1839 (南部町)ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

1時間41分28秒12 村山　陽子1815 (大山町)ﾑﾗﾔﾏ ﾖｳｺ

1時間42分09秒13 湯浅　朝美1829 (米子市)ﾕｱｻ ｱｻﾐ

1時間43分31秒14 岡村　和美1869 (鳥取市)ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

1時間45分19秒15 三輪　真弓1807 (松江市)ﾐﾜ ﾏﾕﾐ

1時間47分09秒16 山辺　恵美子1818 (琴浦町)ﾔﾏﾍﾞ ｴﾐｺ

1時間50分05秒17 須山　忍1819 (米子市)ｽﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ

1時間50分59秒18 塚根　悦子1820 (松江市)ﾂｶﾈ ｴﾂｺ

1時間53分11秒19 八木谷　佳子1851 (兵庫県)ﾔｷﾞﾀﾆ ﾖｼｺ

1時間54分14秒20 岩淵　慶子1852 (松江市)ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｺ

1時間54分38秒21 中村　香都奈1817 (出雲市)ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞﾅ

1時間54分43秒22 山本　由香里1857 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ

1時間56分49秒23 小巌　香織1887 (米子市)ｺｲﾜ ｶｵﾘ

1時間58分28秒24 堀川　明子1885 (広島県)ﾎﾘｶﾜ ｱｷｺ

1時間59分20秒25 佐々木　優子1827 (福岡県)ｻｻｷ ﾕｳｺ

2時間00分05秒26 平松　みどり1882 (松江市)ﾋﾗﾏﾂ ﾐﾄﾞﾘ

2時間02分49秒27 稲田　美智子1801 (米子市)ｲﾅﾀ ﾐﾁｺ

2時間04分25秒28 山本　里子1833 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ

2時間05分16秒29 中山　多映1841 (広島県)ﾅｶﾔﾏ ﾀｴ

2時間06分56秒30 三田　淳子1880 (松江市)ﾐﾀ ｼﾞｭﾝｺ

2時間07分22秒31 遠藤　貴子1872 (境港市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ

2時間07分32秒32 永田　有美1835 (琴浦町)ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐ

2時間08分58秒33 瀬利　しのぶ1874 (松江市)ｾﾘ ｼﾉﾌﾞ

2時間10分28秒34 小須賀　晴美1836 (松江市)ｵｽｶ ﾊﾙﾐ

2時間11分00秒35 妹尾　道代1832 (神奈川県)ｾﾉｵ ﾐﾁﾖ

2時間11分29秒36 富田　恵1858 (米子市)ﾄﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ

2時間11分52秒37 槙原　多美1831 (出雲市)ﾏｷﾊﾗ ﾀﾐ

2時間11分55秒38 吉川　朋子1834 (北栄町)ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｺ

2時間12分04秒39 折口　智美1865 (広島県)ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

2時間12分06秒40 山本　優美子1808 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間12分11秒41 實近　和代1854 (岡山県)ｻﾈﾁｶ ｶｽﾞﾖ

2時間12分11秒42 杉原　佐代子1884 (出雲市)ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾖｺ

2時間12分32秒43 松本　久美子1826 (大田市)ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ

2時間12分38秒44 杉村　美香1870 (松江市)ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｶ

2時間13分07秒45 恩村　竹美1868 (出雲市)ｵﾝﾑﾗ ﾀｹﾐ

2時間14分24秒46 遠所　文恵1812 (松江市)ｴﾝｼﾞｮ ﾌﾐｴ

2時間14分40秒47 富田　和子1846 (安来市)ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｺ

2時間15分13秒48 高井　亨子1821 (群馬県)ﾀｶｲ ｷｮｳｺ

2時間15分47秒49 西尾　由佳1804 (倉吉市)ﾆｼｵ ﾕｶ

2時間16分05秒50 上田　恵里1871 (安来市)ｳｴﾀﾞ ｴﾘ
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2時間16分35秒51 又葉　徳子1863 (安来市)ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ

2時間18分17秒52 圓山　理絵1862 (日吉津村)ﾏﾙﾔﾏ ﾘｴ

2時間18分59秒53 家森　あい1838 (琴浦町)ﾔﾓﾘ ｱｲ

2時間20分09秒54 木本　真紀1866 (岡山県)ｷﾓﾄ ﾏｷ

2時間20分56秒55 斉木　博子1814 (米子市)ｻｲｷ ﾋﾛｺ

2時間21分05秒56 森川　和美1860 (広島県)ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾐ

2時間21分17秒57 松田　幸1873 (広島県)ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷ

2時間23分22秒58 高梨　美和1856 (隠岐の島町)ﾀｶﾅｼ ﾐﾜ

2時間23分51秒59 高松　優美1816 (出雲市)ﾀｶﾏﾂ ﾕﾐ

2時間24分45秒60 岩本　麻理子1805 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｺ

2時間25分35秒61 向村　俊恵1864 (松江市)ﾑｺｳﾑﾗ ﾄｼｴ

2時間26分24秒62 山本　里佳1853 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ

2時間27分47秒63 岡　紀子1855 (兵庫県)ｵｶ ﾉﾘｺ

2時間28分14秒64 阿部　直子1806 (伯耆町)ｱﾍﾞ ﾅｵｺ

2時間28分42秒65 福田　倫子1875 (松江市)ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝｺ

2時間29分51秒66 西村　典恵1811 (松江市)ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｴ

2時間50分56秒67 小村　愛子1810 (米子市)ｺﾑﾗ ｱｲｺ
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