
- 第14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

 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

43分29秒1 東屋　千由里3245 (広島県)ｱｽﾞﾏﾔ ﾁﾕﾘ

45分24秒2 桑本　陽子3219 (大山町)ｸﾜﾓﾄ ﾖｳｺ

46分46秒3 金山　弘美3263 (米子市)ｶﾈﾔﾏ ﾋﾛﾐ

49分46秒4 茶山　奈津3264 (広島県)ﾁｬﾔﾏ ﾅﾂ

50分04秒5 仲田　里美3227 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ｻﾄﾐ

50分21秒6 武藤　雅子3257 (松江市)ﾑﾄｳ ﾏｻｺ

51分14秒7 坂根　久美3261 (倉吉市)ｻｶﾈ ｸﾐ

51分46秒8 西江　礼子3232 (岡山県)ﾆｼｴ ﾚｲｺ

53分35秒9 坂本　桂子3269 (松江市)ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ

53分37秒10 中西　美里3238 (大阪府)ﾅｶﾆｼ ﾐｻﾄ

54分41秒11 岡田　真起子3202 (岡山県)ｵｶﾀﾞ ﾏｷｺ

55分24秒12 小島　典子3268 (神奈川県)ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｺ

55分28秒13 上杉　朋子3234 (安来市)ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓｺ

55分30秒14 森政　憲子3221 (広島県)ﾓﾘﾏｻ ﾉﾘｺ

56分20秒15 奥井　好子3223 (出雲市)ｵｸｲ ﾖｼｺ

56分39秒16 松本　功子3244 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｺ

57分16秒17 加藤　志津江3209 (広島県)ｶﾄｳ ｼｽﾞｴ

58分14秒18 木下　玲子3207 (米子市)ｷﾉｼﾀ ﾚｲｺ

58分28秒19 藤原　幸枝3252 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷｴ

58分29秒20 平野　佳代3275 (大阪府)ﾋﾗﾉ ｶﾖ

58分33秒21 実重　淑美3205 (安来市)ｻﾈｼｹﾞ ﾖｼﾐ

58分39秒22 沖　弥生3204 (倉吉市)ｵｷ ﾔﾖｲ

59分49秒23 戸山　香寿美3210 (出雲市)ﾄﾔﾏ ｶｽﾐ

59分54秒24 寺田　真里3208 (琴浦町)ﾃﾗﾀﾞ ﾏﾘ

59分59秒25 曽田　美保3229 (松江市)ｿﾀ ﾐﾎ

1時間00分09秒26 武田　悦美3248 (松江市)ﾀｹﾀﾞ ｴﾂﾐ

1時間00分20秒27 柿本　三智枝3266 (境港市)ｶｷﾓﾄ ﾐﾁｴ

1時間00分57秒28 藤田　敬子3258 (松江市)ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺ

1時間01分43秒29 長谷川　紀子3255 (松江市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ

1時間01分44秒30 糸賀　理恵3231 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ﾘｴ

1時間01分47秒31 浜中　美津子3226 (隠岐の島町)ﾊﾏﾅｶ ﾐﾂｺ

1時間02分50秒32 万波　美奈江3241 (安来市)ﾏﾝﾅﾐ ﾐﾅｴ

1時間02分58秒33 小笹　春美3262 (米子市)ｺｻﾞｻ ﾊﾙﾐ

1時間03分14秒34 秋山　紀美子3218 (米子市)ｱｷﾔﾏ ｷﾐｺ

1時間03分16秒35 蔦宗　喜久子3259 (岡山県)ﾂﾀﾑﾈ ｷｸｺ

1時間03分33秒36 田中　由美3235 (隠岐の島町)ﾀﾅｶ ﾕﾐ

1時間03分44秒37 杉谷　和子3228 (出雲市)ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｺ

1時間04分34秒38 安食　直美3249 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾅｵﾐ

1時間05分03秒39 安井　登美子3246 (和歌山県)ﾔｽｲ ﾄﾐｺ

1時間05分13秒40 梶谷　久美子3271 (境港市)ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾐｺ

1時間05分16秒41 河内　けい子3250 (岡山県)ｶﾜﾁ ｹｲｺ

1時間05分31秒42 瀬尾　洋子3224 (米子市)ｾｵ ﾖｳｺ

1時間05分37秒43 山口　京子3213 (鳥取市)ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳｺ

1時間06分13秒44 力武　和子3239 (神奈川県)ﾘｷﾀｹ ｶｽﾞｺ

1時間06分24秒45 石輪　佳江3225 (安来市)ｲｼﾜ ﾖｼｴ

1時間07分49秒46 岸本　もとみ3214 (岡山県)ｷｼﾓﾄ ﾓﾄﾐ

1時間08分07秒47 柿田　則子3217 (出雲市)ｶｷﾀ ﾉﾘｺ

1時間08分45秒48 前原　千恵美3233 (松江市)ﾏｴﾊﾗ ﾁｴﾐ

1時間08分49秒49 渡辺　極子3272 (安来市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾜｺ

1時間09分09秒50 妹尾　睦美3215 (雲南市)ｾﾉｵ ﾑﾂﾐ
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1時間09分10秒51 那須　紀子3256 (琴浦町)ﾅｽ ﾉﾘｺ

1時間09分11秒52 渡　博子3211 (松江市)ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ

1時間09分45秒53 岡　弘子3220 (松江市)ｵｶ ﾋﾛｺ

1時間10分08秒54 錦織　のぞみ3253 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ﾉｿﾞﾐ

1時間10分11秒55 浜田　裕子3242 (安来市)ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ

1時間10分25秒56 佐々木　賢弥3273 (東京都)ｻｻｷ ﾖｼﾐ

1時間11分08秒57 田子　瑞恵3206 (米子市)ﾀｺﾞ ﾐｽﾞｴ

1時間11分42秒58 田原　満代3237 (松江市)ﾀﾊﾞﾗ ﾐﾂﾖ

1時間12分02秒59 丸山　明美3277 (米子市)ﾏﾙﾔﾏ ｱｹﾐ

1時間15分09秒60 田中　博子3203 (安来市)ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ

1時間15分42秒61 茅野　和子3270 (米子市)ｶﾔﾉ ｶｽﾞｺ

1時間17分38秒62 米谷　桂子3251 (兵庫県)ﾖﾈﾀﾆ ｹｲｺ

1時間19分04秒63 中田　真理3265 (千葉県)ﾅｶﾀ ﾏﾘ

1時間22分23秒64 千足　博子3278 (兵庫県)ﾁｱｼ ﾋﾛｺ

1時間23分08秒65 三村　俊枝3267 (岡山県)ﾐﾑﾗ ﾄｼｴ

1時間23分55秒66 高橋　恵美子3230 (奥出雲町)ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ

1時間56分46秒67 岩本　二三子3222 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾌﾐｺ
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