
- 第14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

 2018/11/4

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29分44秒1 塩見　志保1922 (米子市)ｼｵﾐ ｼﾎ

1時間29分59秒2 角　美恵1938 (松江市)ｽﾐ ﾐｴ

1時間30分46秒3 太田　香1906 (岡山県)ｵｵﾀ ｶｵﾘ

1時間34分47秒4 岡村　和美1973 (鳥取市)ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

1時間36分22秒5 原　美恵1905 (米子市)ﾊﾗ ﾐｴ

1時間37分41秒6 米原　理恵1977 (松江市)ﾖﾈﾊﾗ ﾘｴ

1時間42分44秒7 椙原　恵美1939 (南部町)ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

1時間44分26秒8 大庭　雅1923 (米子市)ｵｵﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ

1時間44分43秒9 植村　恵子1961 (岡山県)ｳｴﾑﾗ ｹｲｺ

1時間45分01秒10 湯浅　朝美2173 (米子市)ﾕｱｻ ｱｻﾐ

1時間45分53秒11 藤岡　瞳1950 (広島県)ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾄﾐ

1時間51分07秒12 浅村　陽子1924 (鳥取市)ｱｻﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間51分54秒13 山本　由香里1957 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ

1時間52分37秒14 森口　さつき1945 (江津市)ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾂｷ

1時間53分32秒15 塚根　悦子1919 (松江市)ﾂｶﾈ ｴﾂｺ

1時間54分09秒16 山村　三恵1920 (松江市)ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ

1時間55分40秒17 須山　忍1918 (米子市)ｽﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ

1時間58分52秒18 小巌　香織1926 (米子市)ｺｲﾜ ｶｵﾘ

1時間58分59秒19 河野　昭子1925 (出雲市)ｺｳﾉ ｱｷｺ

1時間59分06秒20 永田　有美1934 (琴浦町)ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐ

2時間00分00秒21 中曽　尚子1942 (大山町)ﾅｶｿ ﾅｵｺ

2時間00分04秒22 平塚　千草1999 (松江市)ﾋﾗﾂｶ ﾁｸﾞｻ

2時間00分15秒23 郷原　由紀子1965 (出雲市)ｺﾞｳﾊﾗ ﾕｷｺ

2時間01分22秒24 加藤　奈保子1940 (出雲市)ｶﾄｳ ﾅｵｺ

2時間02分10秒25 川野　恵美1979 (米子市)ｶﾜﾉ ｴﾐ

2時間02分13秒26 佐竹　暁子1911 (鳥取市)ｻﾀｹ ｱｷｺ

2時間03分03秒27 畠中　知子1997 (境港市)ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｺ

2時間03分31秒28 金築　美帆1982 (米子市)ｶﾈﾁｸ ﾐﾎ

2時間03分33秒29 稲田　美智子1903 (米子市)ｲﾅﾀ ﾐﾁｺ

2時間04分01秒30 石飛　玲子1949 (米子市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾚｲｺ

2時間06分20秒31 長谷　恵子1930 (岡山県)ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲｺ

2時間06分47秒32 三上　玲子1913 (松江市)ﾐｶﾐ ﾚｲｺ

2時間07分31秒33 吾郷　春奈1990 (奥出雲町)ｱｺﾞｳ ﾊﾙﾅ

2時間07分55秒34 津村　綾1941 (広島県)ﾂﾑﾗ ｱﾔ

2時間08分37秒35 富田　和子1996 (安来市)ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｺ

2時間08分46秒36 岩淵　慶子1953 (松江市)ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｺ

2時間09分06秒37 多久和　瑞穂1907 (松江市)ﾀｸﾜ ﾐｽﾞﾎ

2時間09分30秒38 高橋　伸江1981 (松江市)ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ

2時間09分31秒39 小林　絵美1991 (奥出雲町)ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ

2時間10分01秒40 宝石　晶子1966 (米子市)ﾀｶﾗｲｼ ｱｷｺ

2時間10分03秒41 板倉　朋子1951 (広島県)ｲﾀｸﾗ ﾄﾓｺ

2時間10分19秒42 勝部　敦子1989 (雲南市)ｶﾂﾍﾞ ｱﾂｺ

2時間10分26秒43 久保田　美穂1978 (松江市)ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎ

2時間10分27秒44 實近　和代1902 (岡山県)ｻﾈﾁｶ ｶｽﾞﾖ

2時間11分44秒45 森澤　恵1954 (高知県)ﾓﾘｻﾜ ﾒｸﾞﾐ

2時間11分59秒46 西尾　由佳1910 (倉吉市)ﾆｼｵ ﾕｶ

2時間12分06秒47 河合　由季子1943 (京都府)ｶﾜｲ ﾕｷｺ

2時間12分33秒48 山田　純子1921 (米子市)ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

2時間12分34秒49 小須賀　晴美1983 (松江市)ｵｽｶ ﾊﾙﾐ

2時間12分38秒50 広田　貴代1960 (奈良県)ﾋﾛﾀ ｷﾖ
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2時間12分54秒51 杉原　佐代子1998 (出雲市)ｽｷﾞﾊﾗ ｻﾖｺ

2時間13分31秒52 市之瀬　まどか1946 (埼玉県)ｲﾁﾉｾ ﾏﾄﾞｶ

2時間13分33秒53 遠藤　貴子1975 (境港市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ

2時間14分29秒54 長谷川　智子1988 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ

2時間15分37秒55 大塚　沙矢香1993 (雲南市)ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ

2時間15分48秒56 家森　あい1937 (琴浦町)ﾔﾓﾘ ｱｲ

2時間15分52秒57 井勝　千佳子1967 (米子市)ｲｶﾂ ﾁｶｺ

2時間16分00秒58 杉村　美香1974 (松江市)ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｶ

2時間16分15秒59 目崎　直美1969 (奈良県)ﾒｻｷ ﾅｵﾐ

2時間16分25秒60 門永　恵里1987 (米子市)ｶﾄﾞﾅｶﾞ ｴﾘ

2時間17分01秒61 前田　ゆかり1959 (琴浦町)ﾏｴﾀ ﾕｶﾘ

2時間19分40秒62 石倉　真由美1952 (松江市)ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ

2時間20分30秒63 田村　知温1986 (鳥取市)ﾀﾑﾗ ﾁﾊﾙ

2時間20分39秒64 嶋岡　薫子1936 (滋賀県)ｼﾏｵｶ ｶｵﾙｺ

2時間20分57秒65 武良　梨沙1980 (米子市)ﾑﾗ ﾘｻ

2時間21分26秒66 山本　里子1931 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ

2時間21分58秒67 木村　瑠美子1935 (雲南市)ｷﾑﾗ ﾙﾐｺ

2時間22分25秒68 吉川　朋子1932 (北栄町)ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｺ

2時間25分38秒69 高松　友子1985 (大阪府)ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓｺ

2時間25分47秒70 富田　恵1958 (米子市)ﾄﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ

2時間25分55秒71 又葉　徳子1962 (安来市)ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ

2時間26分23秒72 武田　夏子2000 (大山町)ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｺ

2時間27分39秒73 仲佐　菜生子1955 (松江市)ﾅｶｻ ﾅｵｺ

2時間27分48秒74 小畠　由佳子1956 (大阪府)ｺﾊﾞﾀ ﾕｶｺ

2時間28分44秒75 西田　真理子1968 (倉吉市)ﾆｼﾀﾞ ﾏﾘｺ

2時間29分06秒76 西村　典恵1917 (松江市)ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｴ

2時間29分53秒77 斉木　博子1912 (米子市)ｻｲｷ ﾋﾛｺ

2時間35分18秒78 阿部　直子1904 (伯耆町)ｱﾍﾞ ﾅｵｺ

2時間35分25秒79 岩本　麻理子1909 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｺ

2時間37分17秒80 金山　泰葉1971 (大阪府)ｶﾈﾔﾏ ﾔｽﾊ

2時間38分27秒81 大塚　祐子1992 (南部町)ｵｵﾂｶ ﾕｳｺ

2時間39分05秒82 黒木　智穂1995 (広島県)ｸﾛｷ ﾁﾎ

2時間39分06秒83 宇野　慶子1933 (松江市)ｳﾉ ｹｲｺ

2時間42分55秒84 富田　朋子1927 (南部町)ﾄﾐﾀ ﾄﾓｺ

2時間48分53秒85 向村　俊恵1963 (松江市)ﾑｺｳﾑﾗ ﾄｼｴ
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