
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

汐彩コース「１０km」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： 10:07:00

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

47分10秒1 藤本　実緒3041 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｵ (松江市)

47分24秒2 岩本　麻菜美3074 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ (松江市)

48分05秒3 上田　早苗3028 ｳｴﾀ ｻﾅｴ (鳥取市)

48分41秒4 二宮　光世3039 ﾆﾐﾔ ﾐﾂﾖ (大阪府)

49分20秒5 若槻　暢子3060 ﾜｶﾂｷ ﾉﾌﾞｺ (松江市)

52分20秒6 小草　達子3047 ｵｸﾞｻ ﾀﾂｺ (松江市)

52分34秒7 岸本　三恵3042 ｷｼﾓﾄ ﾐｴ (松江市)

52分59秒8 高橋　ひとみ3058 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ (琴浦町)

53分10秒9 岩石　暁子3061 ｲﾜｲｼ ｱｷｺ (出雲市)

53分11秒10 早川　晶子3069 ﾊﾔｶﾜ ｱｷｺ (隠岐の島町)

53分22秒11 本田　恵子3021 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺ (岡山県)

53分27秒12 石川　亜矢3040 ｲｼｶﾜ ｱﾔ (米子市)

53分50秒13 門脇　宏美3013 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛﾐ (安来市)

54分02秒14 景山　佳美3017 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾐ (松江市)

54分07秒15 高梨　純子3019 ﾀｶﾅｼ ｼﾞｭﾝｺ (松江市)

54分09秒16 末次　淳子3024 ｽｴﾂｸﾞ ｼﾞｭﾝｺ (米子市)

54分21秒17 森脇　雅恵3012 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｴ (出雲市)

54分28秒18 陶山　香3078 ｽﾔﾏ ｶｵﾘ (松江市)

54分53秒19 坂本　美智子3065 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁｺ (松江市)

54分54秒20 今嶋　美由紀3062 ｲﾏｼﾞﾏ ﾐﾕｷ (米子市)

54分57秒21 大山　美緒3027 ｵｵﾔﾏ ﾐｵ (米子市)

55分38秒22 細田　淳子3034 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ (安来市)

56分01秒23 福島　紀子3079 ﾌｸｼﾏ ﾉﾘｺ (松江市)

56分46秒24 前田　ゆかり3051 ﾏｴﾀ ﾕｶﾘ (琴浦町)

56分51秒25 高橋　伸江3009 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ (松江市)

57分20秒26 加納　麻衣3049 ｶﾉｳ ﾏｲ (安来市)

57分21秒27 原田　由美3037 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ (米子市)

57分39秒28 松本　陽子3077 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ (米子市)

58分01秒29 福羅　美香3033 ﾌｸﾗ ﾐｶ (倉吉市)

58分36秒30 曽田　恭代3052 ｿﾀ ﾔｽﾖ (松江市)

58分57秒31 吉井　夏代3036 ﾖｼｲ ﾅﾂﾖ (倉吉市)

59分01秒32 鷲森　聡美3035 ﾜｼﾓﾘ ｻﾄﾐ (安来市)

59分02秒33 石倉　真由美3046 ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ (松江市)

59分40秒34 池田　克子3015 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ (岡山県)

59分51秒35 木村　邦子3023 ｷﾑﾗ ｸﾆｺ (松江市)

1時間00分47秒36 森本　由美3044 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾐ (米子市)

1時間01分14秒37 吉村　亜由美3073 ﾖｼﾑﾗ ｱﾕﾐ (米子市)

1時間01分46秒38 久保田　美穂3063 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎ (松江市)

1時間02分07秒39 小林　佐智子3003 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ (米子市)

1時間02分12秒40 山本　陽子3022 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ (松江市)

1時間02分16秒41 佐分利　恵3004 ｻﾌﾞﾘ ﾒｸﾞﾐ (日吉津村)

1時間02分19秒42 生間　可奈子3075 ｲｸﾏ ｶﾅｺ (松江市)

1時間03分00秒43 平塚　直美3045 ﾋﾗﾂｶ ﾅｵﾐ (松江市)

1時間03分37秒44 錦織　由美3068 ﾆｼｺｵﾘ ﾕﾐ (松江市)

1時間03分43秒45 恩田　加代3032 ｵﾝﾀﾞ ｶﾖ (松江市)

1時間04分16秒46 平木　朋子3059 ﾋﾗｷﾞ ﾄﾓｺ (八頭町)

1時間05分01秒47 小橋　元子3056 ｺﾊﾞｼ ﾓﾄｺ (岡山県)

1時間05分11秒48 仙田　五月3002 ｾﾝﾀﾞ ｻﾂｷ (松江市)

1時間05分43秒49 古瀬　奈津美3072 ﾌﾙｾ ﾅﾂﾐ (境港市)

1時間05分57秒50 松下　奈津子3064 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂｺ (米子市)
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1時間05分59秒51 末光　美保3043 ｽｴﾐﾂ ﾐﾎ (松江市)

1時間06分41秒52 大西　淑子3001 ｵｵﾆｼ ﾖｼｺ (南部町)

1時間06分55秒53 曽田　恵子3048 ｿﾀ ｹｲｺ (松江市)

1時間07分58秒54 舩田　佳代3016 ﾌﾅﾀ ｶﾖ (米子市)

1時間07分59秒55 足立　美紀3055 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷ (安来市)

1時間08分16秒56 大塚　紀子3029 ｵｵﾂｶ ﾉﾘｺ (出雲市)

1時間08分39秒57 妹尾　睦美3007 ｾﾉｵ ﾑﾂﾐ (松江市)

1時間08分46秒58 伊藤　恵子3057 ｲﾄｳ ｹｲｺ (出雲市)

1時間09分08秒59 遠藤　妙子3026 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｴｺ (米子市)

1時間09分46秒60 岡本　典子3053 ｵｶﾓﾄ ﾉﾘｺ (出雲市)

1時間10分33秒61 河内　昌子3038 ｶﾜｳﾁ ﾏｻｺ (米子市)

1時間10分59秒62 茅野　和子3067 ｶﾔﾉ ｶｽﾞｺ (米子市)

1時間11分12秒63 烏田　一美3008 ｶﾗｽﾀﾞ ﾋﾄﾐ (出雲市)

1時間12分44秒64 市木　とも子3066 ｲﾁｷ ﾄﾓｺ (兵庫県)

1時間15分32秒65 加藤　明美3006 ｶﾄｳ ｱｹﾐ (鳥取市)

1時間18分03秒66 塚野　啓子3018 ﾂｶﾉ ｹｲｺ (日吉津村)

1時間20分45秒67 高住　由紀子3025 ﾀｶｽﾐ ﾕｷｺ (米子市)

1時間22分19秒68 秋平　裕子3080 ｱｷﾋﾗ ﾕｳｺ (安来市)

1時間24分52秒69 山根　由美3070 ﾔﾏﾈ ﾕﾐ (米子市)

1時間24分52秒70 宝島　真波3010 ﾎｳｼﾏ ﾏﾅﾐ (米子市)
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