
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

汐彩コース「１０km」女50歳以上

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

44分47秒1 桑本　陽子3110 ｸﾜﾓﾄ ﾖｳｺ (大山町)

48分30秒2 錦織　貴子3108 ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶｺ (松江市)

49分09秒3 仲田　里美3126 ﾅｶﾀﾞ ｻﾄﾐ (米子市)

50分56秒4 山崎　美恵3141 ﾔﾏｻｷ ﾐｴ (米子市)

51分34秒5 西江　礼子3144 ﾆｼｴ ﾚｲｺ (岡山県)

52分11秒6 中西　美里3139 ﾅｶﾆｼ ﾐｻﾄ (大阪府)

53分19秒7 山本　恭子3146 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ (出雲市)

54分26秒8 沖　弥生3102 ｵｷ ﾔﾖｲ (倉吉市)

54分31秒9 落合　ひろみ3133 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐ (雲南市)

55分09秒10 木下　玲子3106 ｷﾉｼﾀ ﾚｲｺ (米子市)

55分35秒11 繁田　陽子3140 ｼｹﾞﾀ ﾖｳｺ (岡山県)

55分51秒12 松本　正実3156 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ (大阪府)

56分34秒13 落合　由美3160 ｵﾁｱｲ ﾕﾐ (益田市)

57分26秒14 松本　功子3103 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｺ (米子市)

58分17秒15 和田　悦子3154 ﾜﾀﾞ ｴﾂｺ (出雲市)

58分24秒16 高味　きよみ3159 ﾀｶﾐ ｷﾖﾐ (広島県)

58分33秒17 高尾　和子3137 ﾀｶｵ ｶｽﾞｺ (松江市)

59分08秒18 坂本　桂子3164 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ (松江市)

59分12秒19 藤原　幸枝3157 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷｴ (出雲市)

59分23秒20 武田　悦美3123 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂﾐ (松江市)

59分47秒21 講武　由香里3153 ｺｳﾌﾞ ﾕｶﾘ (松江市)

1時間00分11秒22 浜中　美津子3134 ﾊﾏﾅｶ ﾐﾂｺ (隠岐の島町)

1時間00分11秒23 奥田　陽美3167 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾐ (宮崎県)

1時間01分15秒24 浜田　裕子3143 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ (安来市)

1時間01分47秒25 植垣　千佐子3120 ｳｴｶﾞｷ ﾁｻｺ (鳥取市)

1時間02分27秒26 角　たか子3136 ｽﾐ ﾀｶｺ (出雲市)

1時間02分32秒27 瀬尾　洋子3122 ｾｵ ﾖｳｺ (米子市)

1時間02分49秒28 五十嵐　与志子3131 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼｺ (松江市)

1時間02分53秒29 岸本　もとみ3109 ｷｼﾓﾄ ﾓﾄﾐ (岡山県)

1時間04分33秒30 小笹　春美3162 ｺｻﾞｻ ﾊﾙﾐ (米子市)

1時間04分41秒31 岡　弘子3152 ｵｶ ﾋﾛｺ (松江市)

1時間05分06秒32 後藤　節子3132 ｺﾞﾄｳ ｾﾂｺ (出雲市)

1時間05分38秒33 曽田　美保3127 ｿﾀ ﾐﾎ (松江市)

1時間07分07秒34 土江　由美子3128 ﾂﾁｴ ﾕﾐｺ (松江市)

1時間07分07秒35 石輪　佳江3114 ｲｼﾜ ﾖｼｴ (安来市)

1時間08分25秒36 錦織　のぞみ3158 ﾆｼｺｵﾘ ﾉｿﾞﾐ (松江市)

1時間08分41秒37 前田　宣子3147 ﾏｴﾀ ﾉﾌﾞｺ (米子市)

1時間08分44秒38 入江　幸恵3125 ｲﾘｴ ﾕｷｴ (米子市)

1時間09分16秒39 石井　雅樹3149 ｲｼｲ ﾏｻｷ (埼玉県)

1時間09分44秒40 渡　博子3104 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ (松江市)

1時間09分45秒41 水戸　千代3118 ﾐﾄ ﾁﾖ (鳥取市)

1時間10分51秒42 田原　満代3130 ﾀﾊﾗ ﾐﾂﾖ (松江市)

1時間11分15秒43 市木　香代3165 ｲﾁｷ ｶﾖ (兵庫県)

1時間11分51秒44 山中　千恵美3151 ﾔﾏﾅｶ ﾁｴﾐ (松江市)

1時間12分38秒45 吉野　由美子3129 ﾖｼﾉ ﾕﾐｺ (雲南市)

1時間14分47秒46 木綿　紀子3112 ｷﾜﾀ ﾉﾘｺ (岡山県)

1時間15分24秒47 米谷　桂子3155 ﾖﾈﾀﾆ ｹｲｺ (兵庫県)

1時間17分48秒48 平田　幸子3161 ﾋﾗﾀ ｻﾁｺ (松江市)

1時間18分27秒49 泰田　三代子3105 ﾀｲﾃﾞﾝ ﾐﾖｺ (兵庫県)

1時間19分45秒50 千足　博子3111 ﾁｱｼ ﾋﾛｺ (兵庫県)
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1時間23分55秒51 高橋　恵美子3113 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ (奥出雲町)

1時間28分46秒52 安田　育子3148 ﾔｽﾀﾞ ｲｸｺ (米子市)

1時間32分52秒53 飯橋　文子3117 ﾊﾝﾉｴ ﾌﾐｺ (安来市)

1時間51分48秒54 岩本　二三子3115 ｲﾜﾓﾄ ﾌﾐｺ (米子市)
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