
- 第14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

 2018/11/4

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

45分11秒1 柿田　有理3148 (大田市)ｶｷﾀ ﾕﾘ

46分07秒2 岩本　麻菜美3189 (松江市)ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ

46分46秒3 若槻　暢子3159 (松江市)ﾜｶﾂｷ ﾉﾌﾞｺ

47分16秒4 高木　明美3185 (出雲市)ﾀｶｷ ｱｹﾐ

48分46秒5 松田　佳恵3116 (奥出雲町)ﾏﾂﾀﾞ ｶｴ

49分47秒6 森本　あすか3172 (鳥取市)ﾓﾘﾓﾄ ｱｽｶ

50分28秒7 熊谷　多美3146 (米子市)ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾐ

52分17秒8 上田　愛3164 (松江市)ｳｴﾀﾞ ｱｲ

52分25秒9 高橋　の�ら3167 (江津市)ﾀｶﾊｼ ﾉﾊﾗ

52分32秒10 石田　瞳3142 (広島県)ｲｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ

53分06秒11 早川　晶子3170 (隠岐の島町)ﾊﾔｶﾜ ｱｷｺ

53分19秒12 馬庭　祐子3132 (出雲市)ﾏﾆﾜ ﾕｳｺ

53分20秒13 岩石　暁子3160 (出雲市)ｲﾜｲｼ ｱｷｺ

53分43秒14 山花　美礼3135 (米子市)ﾔﾏﾊﾅ ﾐﾚ

53分52秒15 岩田　恵理子3194 (松江市)ｲﾜﾀ ｴﾘｺ

54分25秒16 小草　達子3143 (松江市)ｵｸﾞｻ ﾀﾂｺ

55分12秒17 清水　礼子3151 (松江市)ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ

55分16秒18 糸川　真奈美3182 (大阪府)ｲﾄｶﾜ ﾏﾅﾐ

55分34秒19 高梨　純子3119 (松江市)ﾀｶﾅｼ ｼﾞｭﾝｺ

55分35秒20 曽田　恵子3144 (松江市)ｿﾀ ｹｲｺ

55分38秒21 小林　佐智子3102 (米子市)ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ

55分49秒22 松岡　奈緒子3108 (松江市)ﾏﾂｵｶ ﾅｵｺ

56分37秒23 天野　直子3180 (琴浦町)ｱﾏﾉ ﾅｵｺ

56分37秒24 田邊　さおり3181 (松江市)ﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ

56分45秒25 原田　由美3127 (米子市)ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ

56分59秒26 大辻　聖華3131 (浜田市)ｵｵﾂｼﾞ ｾｲｶ

57分36秒27 足立　みぎわ3122 (境港市)ｱﾀﾞﾁ ﾐｷﾞﾜ

58分01秒28 加納　麻衣3145 (安来市)ｶﾉｳ ﾏｲ

58分23秒29 村川　亜由美3166 (米子市)ﾑﾗｶﾜ ｱﾕﾐ

58分44秒30 山本　陽子3114 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ

58分53秒31 南野　麻央3138 (松江市)ﾅﾝﾉ ﾏｵ

58分57秒32 佐藤　歩歌3188 (琴浦町)ｻﾄｳ ｱﾕｶ

58分59秒33 木村　邦子3115 (松江市)ｷﾑﾗ ｸﾆｺ

59分00秒34 陶山　香3193 (松江市)ｽﾔﾏ ｶｵﾘ

59分00秒35 松本　陽子3173 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ

59分10秒36 木村　恵3186 (松江市)ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

59分51秒37 今嶋　美由紀3161 (米子市)ｲﾏｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

59分52秒38 鷲森　聡美3139 (安来市)ﾜｼﾓﾘ ｻﾄﾐ

1時間00分10秒39 才野　恵3130 (南部町)ｻｲﾉ ﾒｸﾞﾐ

1時間00分17秒40 恩田　加代3125 (松江市)ｵﾝﾀﾞ ｶﾖ

1時間00分34秒41 大山　美緒3120 (米子市)ｵｵﾔﾏ ﾐｵ

1時間00分35秒42 大嶋　裕美子3101 (広島県)ｵｵｼﾏ ﾕﾐｺ

1時間00分43秒43 細田　淳子3140 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間01分03秒44 石淵　由美子3163 (鳥取市)ｲｼﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ

1時間02分40秒45 石橋　久美子3183 (松江市)ｲｼﾊﾞｼ ｸﾐｺ

1時間02分45秒46 小村　愛子3113 (米子市)ｺﾑﾗ ｱｲｺ

1時間02分56秒47 池田　克子3106 (岡山県)ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ

1時間03分28秒48 大塚　紀子3121 (出雲市)ｵｵﾂｶ ﾉﾘｺ

1時間03分33秒49 笹岡　裕季3103 (出雲市)ｻｻｵｶ ﾕｷ

1時間04分00秒50 錦織　由美3169 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ﾕﾐ
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1時間04分37秒51 西古　久恵3187 (伯耆町)ｻｲｺ ﾋｻｴ

1時間04分48秒52 松重　八千代3178 (米子市)ﾏﾂｼｹﾞ ﾔﾁﾖ

1時間04分57秒53 佐分利　恵3168 (日吉津村)ｻﾌﾞﾘ ﾒｸﾞﾐ

1時間05分12秒54 福田　倫子3112 (松江市)ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝｺ

1時間05分16秒55 小橋　元子3153 (岡山県)ｺﾊﾞｼ ﾓﾄｺ

1時間05分27秒56 高松　優美3175 (出雲市)ﾀｶﾏﾂ ﾕﾐ

1時間05分40秒57 内田　美保3134 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾐﾎ

1時間06分53秒58 烏田　一美3107 (出雲市)ｶﾗｽﾀﾞ ﾋﾄﾐ

1時間08分03秒59 吉原　潤子3171 (広島県)ﾖｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間08分48秒60 藤原　綾子3110 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔｺ

1時間08分56秒61 山本　里佳3141 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ

1時間09分12秒62 福羅　美香3123 (倉吉市)ﾌｸﾗ ﾐｶ

1時間09分28秒63 米澤　久美子3162 (倉吉市)ﾖﾈｻﾞﾜ ｸﾐｺ

1時間09分28秒64 伊藤　恵子3154 (出雲市)ｲﾄｳ ｹｲｺ

1時間09分46秒65 山本　利枝3176 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ

1時間10分41秒66 仙田　五月3109 (松江市)ｾﾝﾀﾞ ｻﾂｷ

1時間11分31秒67 高木　三恵3177 (大阪府)ﾀｶｷﾞ ﾐﾂｴ

1時間11分48秒68 Wang　Ah Ying3190 (Hong Kong)Wang Ah Ying

1時間12分08秒69 河内　昌子3128 (米子市)ｶﾜｳﾁ ﾏｻｺ

1時間12分15秒70 花岡　真由美3191 (松江市)ﾊﾅｵｶ ﾏﾕﾐ

1時間12分55秒71 古瀬　奈津美3104 (境港市)ﾌﾙｾ ﾅﾂﾐ

1時間13分37秒72 久保木　早奈恵3118 (米子市)ｸﾎﾞｷ ｻﾅｴ

1時間14分18秒73 吉田　美香3155 (出雲市)ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ

1時間15分26秒74 河野　美樹3158 (千葉県)ｶﾜﾉ ﾐｷ

1時間17分59秒75 石原　幸美3157 (兵庫県)ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾐ

1時間18分50秒76 坂口　由紀枝3137 (浜田市)ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷｴ

1時間20分14秒77 浦上　美佳3174 (広島県)ｳﾗｶﾐ ﾐｶ

1時間24分24秒78 一条　珠美3184 (境港市)ｲﾁｼﾞｮｳ ﾀﾏﾐ

1時間24分24秒79 岡田　美八子3149 (境港市)ｵｶﾀﾞ ﾐﾔｺ

1時間36分45秒80 山根　由美3124 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾕﾐ

1時間36分45秒81 宝島　真波3117 (米子市)ﾎｳｼﾏ ﾏﾅﾐ
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