
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」女35歳以下

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/11/5

スタート： 10:15:00

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

19分46秒1 石原　さくら4179 ｲｼﾊﾗ ｻｸﾗ (奥出雲町)

21分34秒2 荒井　悦加4172 ｱﾗｲ ﾖｼｶ (境港市)

21分38秒3 吾郷　祐美4135 ｱｺﾞｳ ﾕｳﾐ (松江市)

23分48秒4 足立　美月4101 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ (松江市)

23分50秒5 森山　彩花4187 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔｶ (出雲市)

24分02秒6 高橋　史加4122 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｶ (安来市)

24分14秒7 須山　逸美4113 ｽﾔﾏ ｲﾂﾐ (安来市)

24分31秒8 近田　若菜4105 ｺﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ (安来市)

24分39秒9 山根　紫野4120 ﾔﾏﾈ ｼﾉ (出雲市)

24分40秒10 城戸　春菜4102 ｷﾄﾞ ﾊﾙﾅ (境港市)

25分01秒11 祖田　歩美4112 ｿﾀﾞ ｱﾕﾐ (安来市)

25分36秒12 寺岡　千織4165 ﾃﾗｵｶ ﾁｵﾘ (米子市)

25分37秒13 土井　睦美4137 ﾄﾞｲ ﾑﾂﾐ (出雲市)

25分58秒14 原　香織4161 ﾊﾗ ｶｵﾘ (安来市)

26分17秒15 小林　里美4174 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ (鳥取市)

26分22秒16 井上　真由香4180 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ (奥出雲町)

26分22秒17 石倉　味歩4108 ｲｼｸﾗ ﾐﾎ (松江市)

26分54秒18 三木　千秋4159 ﾐｷ ﾁｱｷ (米子市)

27分24秒19 小豆澤　宏美4170 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ (松江市)

27分33秒20 小川　舞子4196 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ (松江市)

27分44秒21 松本　夏希4166 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ (米子市)

27分57秒22 石場　智子4185 ｲｼﾊﾞ ﾄﾓｺ (安来市)

28分07秒23 徳岡　小春4134 ﾄｸｵｶ ｺﾊﾙ (江府町)

28分35秒24 土江　芙実4173 ﾂﾁｴ ﾌﾐ (出雲市)

28分38秒25 平木　弥栄子4148 ﾋﾗｷﾞ ﾔｴｺ (米子市)

28分38秒26 嘉本　真奈美4175 ｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ (出雲市)

28分48秒27 山城　由佳4160 ﾔﾏｼﾛ ﾕｶ (米子市)

29分04秒28 坂本　裕美4119 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ (松江市)

29分10秒29 足立　真理子4167 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘｺ (米子市)

29分18秒30 野口　詩織4121 ﾉｸﾞﾁ ｼｵﾘ (安来市)

29分27秒31 伊中　知世4133 ｲﾅｶ ﾄﾓﾖ (米子市)

29分34秒32 桑本　茜4110 ｸﾜﾓﾄ ｱｶﾈ (大山町)

29分38秒33 作野　麻美4130 ｻｸﾉ ｱｻﾐ (安来市)

29分42秒34 塩野　亜衣4169 ｼｵﾉ ｱｲ (米子市)

29分58秒35 山田　鈴奈4114 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾞﾅ (安来市)

30分12秒36 土井豆　香苗4149 ﾂﾁｲｽﾞ ｶﾅｴ (出雲市)

30分18秒37 田中　麗生4131 ﾀﾅｶ ﾚﾐ (米子市)

30分20秒38 住川　東子4186 ｽﾐｶﾜ ﾄｳｺ (松江市)

30分37秒39 岩切　朋子4184 ｲﾜｷﾘ ﾄﾓｺ (境港市)

30分45秒40 遠藤　菜穂4188 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾎ (神奈川県)

30分56秒41 石倉　汐莉4163 ｲｼｸﾗ ｼｵﾘ (松江市)

31分04秒42 堀江　悠美4194 ﾎﾘｴ ﾕﾐ (雲南市)

31分16秒43 村田　恵美4109 ﾑﾗﾀ ﾒｸﾞﾐ (安来市)

31分40秒44 津田　明美4124 ﾂﾀﾞ ｱｹﾐ (安来市)

31分43秒45 角　佳織4168 ｽﾐ ｶｵﾘ (境港市)

31分45秒46 長野　芙香4103 ﾅｶﾞﾉ ﾌｳｶ (松江市)

32分08秒47 岡田　早紀4125 ｵｶﾀﾞ ｻｷ (松江市)

32分08秒48 坂本　相奈4132 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ (米子市)

32分15秒49 石村　舞4182 ｲｼﾑﾗ ﾏｲ (松江市)

32分21秒50 稲田　英里4176 ｲﾅﾀ ｴﾘ (安来市)
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32分24秒51 門脇　真理亜4141 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾘｱ (松江市)

32分31秒52 今岡　美紀4162 ｲﾏｵｶ ﾐｷ (安来市)

32分31秒53 日野　茜4118 ﾋﾉ ｱｶﾈ (松江市)

32分34秒54 柴田　知子4116 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｺ (安来市)

32分36秒55 木島　綾香4123 ｷｼﾞﾏ ｱﾔｶ (安来市)

32分36秒56 加藤　愛4146 ｶﾄｳ ｱｲ (雲南市)

32分47秒57 岩佐　かづき4104 ｲﾜｻ ｶﾂﾞｷ (松江市)

32分54秒58 大江　典子4190 ｵｵｴ ﾉﾘｺ (米子市)

32分54秒59 三島　輝子4191 ﾐｼﾏ ﾃﾙｺ (米子市)

32分59秒60 大島　麻美4145 ｵｵｼﾏ ﾏﾐ (雲南市)

33分04秒61 杉原　有香4144 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｶ (出雲市)

33分08秒62 加藤　奈央美4106 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ (安来市)

33分14秒63 北垣　曜4183 ｷﾀｶﾞｷ ﾖｳ (安来市)

33分41秒64 佐伯　和代4178 ｻｴｷ ｶｽﾞﾖ (松江市)

33分51秒65 阿部　ちひろ4151 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ (米子市)

33分58秒66 山崎　愛佳4126 ﾔﾏｻｷ ｱｲｶ (安来市)

34分08秒67 今井　友梨香4156 ｲﾏｲ ﾕﾘｶ (松江市)

34分09秒68 安部　由香里4192 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ (安来市)

34分09秒69 遠藤　なつ美4193 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ (安来市)

34分50秒70 渡辺　綾子4129 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ (米子市)

35分13秒71 曽田　水鳥4154 ｿﾀ ﾐﾄﾞﾘ (松江市)

35分14秒72 永田　真理4155 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾘ (松江市)

35分30秒73 景山　美里4117 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｻﾄ (安来市)

35分56秒74 坂田　弘美4139 ｻｶﾀ ﾋﾛﾐ (安来市)

36分25秒75 佐々木　千恵4136 ｻｻｷ ﾁｴ (米子市)

36分35秒76 木島　美幸4189 ｷｼﾞﾏ ﾐﾕｷ (米子市)

36分40秒77 井原　絵梨子4195 ｲﾊﾗ ｴﾘｺ (松江市)

36分57秒78 石倉　夕希江4142 ｲｼｸﾗ ﾕｷｴ (松江市)

38分04秒79 長坂　伊都4158 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾄ (松江市)

38分35秒80 浜田　妙子4150 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｴｺ (米子市)

38分41秒81 武田　美穂4147 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ (雲南市)

38分42秒82 藤原　夏咲4115 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ (安来市)

38分46秒83 後藤　祐希4128 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ (松江市)

39分28秒84 実重　悦子4157 ｻﾈｼｹﾞ ｴﾂｺ (松江市)

40分41秒85 高橋　佳純4127 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾐ (八頭町)

42分55秒86 窪田　幸4140 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕｷ (出雲市)

44分07秒87 槇原　由香4143 ﾏｷﾊﾗ ﾕｶ (出雲市)
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