
- 第13回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」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： 10:15:00

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

20分50秒1 高津　美鈴4283 ﾀｶﾂ ﾐｽｽﾞ (山口県)

22分14秒2 加藤　奈緒美4212 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ (出雲市)

23分31秒3 三島　恵美子4220 ﾐｼﾏ ｴﾐｺ (出雲市)

23分45秒4 柏井　麻紀4271 ｶｼﾜｲ ﾏｷ (松江市)

23分51秒5 重親　由佳理4268 ｼｶﾞﾁｶ ﾕｶﾘ (出雲市)

25分17秒6 栗原　久美子4201 ｸﾘﾊﾗ ｸﾐｺ (奥出雲町)

25分38秒7 石飛　玲子4257 ｲｼﾄﾋﾞ ﾚｲｺ (米子市)

25分50秒8 上田　愛4270 ｳｴﾀﾞ ｱｲ (松江市)

25分56秒9 大石　実佳子4252 ｵｵｲｼ ﾐｶｺ (松江市)

26分09秒10 前田　三枝4224 ﾏｴﾀ ﾐｴ (米子市)

26分09秒11 足立　美紀4216 ｱﾀﾞﾁ ﾐｷ (松江市)

26分33秒12 伊藤　陽子4249 ｲﾄｳ ﾖｳｺ (米子市)

26分53秒13 木村　倫子4209 ｷﾑﾗ ﾐﾁｺ (米子市)

27分14秒14 宇原　和子4205 ｳﾊﾞﾗ ｶｽﾞｺ (出雲市)

27分19秒15 石本　静香4264 ｲｼﾓﾄ ｼｽﾞｶ (松江市)

27分56秒16 三島　知香子4273 ﾐｼﾏ ﾁｶｺ (松江市)

28分31秒17 曳野　真知子4228 ﾋｷﾉ ﾏﾁｺ (松江市)

28分59秒18 折戸　佳奈子4244 ｵﾘﾄ ｶﾅｺ (米子市)

29分05秒19 長野　裕子4237 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｺ (松江市)

29分31秒20 山﨑　紀子4250 ﾔﾏｻｷ ﾉﾘｺ (雲南市)

29分42秒21 -4274 - -

29分43秒22 松岡　有子4231 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｺ (安来市)

29分54秒23 毛利　知子4251 ﾓｳﾘ ﾄﾓｺ (米子市)

29分56秒24 植田　智子4248 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ (南部町)

29分57秒25 梶谷　綾子4280 ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾔｺ (松江市)

30分09秒26 高見　美加4203 ﾀｶﾐ ﾐｶ (雲南市)

30分57秒27 松浦　道子4282 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾁｺ (米子市)

31分08秒28 山﨑　綾香4217 ﾔﾏｻｷ ｱﾔｶ (境港市)

31分10秒29 内田　由理4276 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘ (出雲市)

31分11秒30 高嶋　朋子4213 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｺ (松江市)

31分17秒31 田中　志保4288 ﾀﾅｶ ｼﾎ (松江市)

31分18秒32 庄司　美佐子4226 ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｺ (安来市)

31分22秒33 矢田　直美4225 ﾔﾀﾞ ﾅｵﾐ (松江市)

31分46秒34 岡田　祥子4236 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ (松江市)

31分57秒35 佐藤　好恵4275 ｻﾄｳ ﾖｼｴ (松江市)

31分58秒36 綿貫　直子4272 ﾜﾀﾇｷ ﾅｵｺ (米子市)

31分59秒37 高橋　潤子4239 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ (安来市)

32分01秒38 足立　清子4281 ｱﾀﾞﾁ ｷﾖｺ (境港市)

32分31秒39 日野　望4218 ﾋﾉ ﾉｿﾞﾐ (出雲市)

32分43秒40 奥村　由美子4211 ｵｸﾑﾗ ﾕﾐｺ (境港市)

32分54秒41 山田　紀子4214 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ (安来市)

33分07秒42 白鳥　みゆき4222 ｼﾗﾄﾘ ﾐﾕｷ (米子市)

33分17秒43 福岡　和子4235 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞｺ (米子市)

33分29秒44 小西　順子4247 ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ (湯梨浜町)

33分35秒45 坪内　祥子4202 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾖｼｺ (米子市)

33分47秒46 常松　明美4206 ﾂﾈﾏﾂ ｱｹﾐ (出雲市)

33分51秒47 井上　美穂4278 ｲﾉｳｴ ﾐﾎ (松江市)

33分51秒48 Piola　Hermania4207 ﾋﾟｵﾗ ｴﾙﾏﾆｱ (出雲市)

33分58秒49 土江　陽子4284 ﾂﾁｴ ﾖｳｺ (松江市)

34分00秒50 松浦　清香4266 ﾏﾂｳﾗ ｻﾔｶ (米子市)
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34分08秒51 上谷　みどり4210 ｶﾐﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ (松江市)

34分17秒52 内藤　純子4242 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ (松江市)

34分22秒53 塚本　美保4221 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾎ (米子市)

34分27秒54 内田　裕紀4267 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ (米子市)

34分30秒55 渡部　めぐみ4233 ﾜﾀﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ (安来市)

34分34秒56 坂口　由紀枝4258 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷｴ (浜田市)

35分14秒57 山根　桂子4289 ﾔﾏﾈ ｹｲｺ (松江市)

35分14秒58 佐々木　理絵4279 ｻｻｷ ﾘｴ (境港市)

35分24秒59 長岡　弘子4204 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｺ (松江市)

35分46秒60 木村　礼子4269 ｷﾑﾗ ﾚｲｺ (松江市)

35分55秒61 高木　裕子4230 ﾀｶｷ ﾕｳｺ (出雲市)

36分14秒62 戸田　亜矢子4215 ﾄﾀﾞ ｱﾔｺ (安来市)

36分35秒63 吉田　有希4285 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ (米子市)

37分30秒64 中島　みか4254 ﾅｶｼﾏ ﾐｶ (松江市)

37分46秒65 根来　直子4260 ﾈｺﾞﾛ ﾅｵｺ (愛知県)

38分11秒66 村社　陽子4219 ﾑﾗｺｿ ﾖｳｺ (安来市)

38分12秒67 岩田　和美4256 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾐ (松江市)

38分14秒68 長棟　由絵4286 ﾅｶﾞﾑﾈ ﾖｼｴ (安来市)

38分15秒69 永見　香織4287 ﾅｶﾞﾐ ｶｵﾘ (米子市)

39分31秒70 青木　由香4232 ｱｵｷ ﾕｶ (出雲市)

41分02秒71 嘉藤　昌子4263 ｶﾄｳ ｼｮｳｺ (出雲市)

41分02秒72 青戸　伊智子4277 ｱｵﾄ ｲﾁｺ (安来市)

46分51秒73 田村　こずえ4261 ﾀﾑﾗ ｺｽﾞｴ (倉吉市)

48分22秒74 神田　華代4227 ｶﾝﾀﾞ ｶﾖ (安来市)
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