
- 第15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

 2019/11/3

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27分42秒1 角　美恵2033 (松江市)ｽﾐ ﾐｴ

1時間30分47秒2 松本　華奈2018 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ

1時間31分02秒3 塩見　志保2021 (米子市)ｼｵﾐ ｼﾎ

1時間31分47秒4 二分　陽子2064 (米子市)ﾆﾌﾞﾝ ﾖｳｺ

1時間33分15秒5 岩本　美紀2020 (鳥取市)ｲﾜﾓﾄ ﾐｷ

1時間33分29秒6 岡村　和美2066 (鳥取市)ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

1時間35分17秒7 原　美恵2065 (米子市)ﾊﾗ ﾐｴ

1時間38分38秒8 椙原　恵美2034 (南部町)ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ

1時間39分53秒9 柿田　有理2053 (出雲市)ｶｷﾀ ﾕﾘ

1時間40分41秒10 二宮　美香2077 (米子市)ﾆﾉﾐﾔ ﾐｶ

1時間42分45秒11 金山　泰葉2063 (大阪府)ｶﾈﾔﾏ ﾔｽﾊ

1時間42分59秒12 足立　雅子2109 (境港市)ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｺ

1時間46分26秒13 生尾　千恵子2060 (兵庫県)ﾅﾏｵ ﾁｴｺ

1時間47分44秒14 吉元　晶子2057 (米子市)ﾖｼﾓﾄ ｱｷｺ

1時間48分03秒15 森口　さつき2039 (江津市)ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾂｷ

1時間48分44秒16 山本　由香里2048 (米子市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ

1時間49分40秒17 箕田　麻起子2015 (松江市)ﾐﾉﾀﾞ ﾏｷｺ

1時間51分31秒18 山村　三恵2019 (松江市)ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ

1時間51分33秒19 三輪　真弓2013 (松江市)ﾐﾜ ﾏﾕﾐ

1時間51分35秒20 三村　マリ2111 (松江市)ﾐﾑﾗ ﾏﾘ

1時間54分40秒21 浅村　陽子2005 (鳥取市)ｱｻﾑﾗ ﾖｳｺ

1時間55分49秒22 井浦　美穂2027 (徳島県)ｲｳﾗ ﾐﾎ

1時間55分54秒23 三島　恵美子2011 (出雲市)ﾐｼﾏ ｴﾐｺ

1時間57分00秒24 藤原　裕子2085 (奥出雲町)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｺ

1時間57分02秒25 岩淵　慶子2045 (松江市)ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｺ

1時間57分08秒26 大橋　敏恵2095 (琴浦町)ｵｵﾊｼ ﾄｼｴ

1時間57分36秒27 畠中　知子2094 (境港市)ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｺ

1時間58分10秒28 楯身　英香2087 (松江市)ﾀﾃﾐ ｴｲｶ

1時間58分38秒29 前田　ゆかり2049 (琴浦町)ﾏｴﾀ ﾕｶﾘ

1時間58分40秒30 若槻　淳子2004 (出雲市)ﾜｶﾂｷ ｼﾞｭﾝｺ

2時間00分09秒31 平塚　千草2093 (松江市)ﾋﾗﾂｶ ﾁｸﾞｻ

2時間00分10秒32 佐竹　暁子2008 (鳥取市)ｻﾀｹ ｱｷｺ

2時間02分23秒33 小巌　香織2025 (米子市)ｺｲﾜ ｶｵﾘ

2時間02分28秒34 杉村　美香2069 (松江市)ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｶ

2時間02分40秒35 中村　一二三2082 (広島県)ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

2時間03分25秒36 鈴木　孝江2022 (神奈川県)ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ

2時間04分08秒37 久保田　美穂2072 (松江市)ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎ

2時間04分17秒38 山中　玲子2017 (鳥取市)ﾔﾏﾅｶ ﾚｲｺ

2時間04分27秒39 山花　美礼2036 (米子市)ﾔﾏﾊﾅ ﾐﾚ

2時間04分34秒40 仲田　美枝2035 (南部町)ﾅｶﾀﾞ ﾖｼｴ

2時間04分42秒41 大塚　沙矢香2091 (雲南市)ｵｵﾂｶ ｻﾔｶ

2時間05分07秒42 三上　玲子2106 (松江市)ﾐｶﾐ ﾚｲｺ

2時間05分31秒43 谷村　奈津子2037 (松江市)ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾂｺ

2時間05分58秒44 木村　恵2098 (松江市)ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2時間06分03秒45 吾郷　春奈2084 (奥出雲町)ｱｺﾞｳ ﾊﾙﾅ

2時間06分12秒46 金築　美帆2075 (米子市)ｶﾈﾁｸ ﾐﾎ

2時間06分39秒47 比田　真弓2059 (安来市)ﾋﾀﾞ ﾏﾕﾐ

2時間06分53秒48 三宅　信子2041 (東京都)ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞｺ

2時間07分00秒49 多久和　瑞穂2009 (松江市)ﾀｸﾜ ﾐｽﾞﾎ

2時間07分10秒50 小須賀　晴美2076 (松江市)ｵｽｶ ﾊﾙﾐ
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2時間07分11秒51 長谷川　智子2079 (米子市)ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ

2時間07分21秒52 井勝　千佳子2061 (米子市)ｲｶﾂ ﾁｶｺ

2時間07分37秒53 稲田　美智子2002 (米子市)ｲﾅﾀ ﾐﾁｺ

2時間09分11秒54 高橋　ひとみ2062 (琴浦町)ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

2時間09分51秒55 小高　幸子2107 (東京都)ｵﾀﾞｶ ｻﾁｺ

2時間09分59秒56 永田　有美2010 (琴浦町)ﾅｶﾞﾀ ﾕﾐ

2時間10分43秒57 伊藤　陽子2024 (米子市)ｲﾄｳ ﾖｳｺ

2時間11分27秒58 門永　恵里2080 (米子市)ｶﾄﾞﾅｶﾞ ｴﾘ

2時間12分05秒59 坂本　朋美2052 (愛媛県)ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ

2時間12分38秒60 西尾　由佳2012 (倉吉市)ﾆｼｵ ﾕｶ

2時間12分50秒61 森田　由美2043 (兵庫県)ﾓﾘﾀ ﾕﾐ

2時間12分54秒62 春田　馨2099 (松江市)ﾊﾙﾀ ｶｵﾘ

2時間13分28秒63 山根　恵美2067 (三朝町)ﾔﾏﾈ ｴﾐ

2時間14分47秒64 保名　紀美2078 (邑南町)ﾔｽﾅ ｺﾄﾐ

2時間15分29秒65 吉川　朋子2029 (北栄町)ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｺ

2時間15分36秒66 實近　和代2001 (岡山県)ｻﾈﾁｶ ｶｽﾞﾖ

2時間16分06秒67 高橋　伸江2073 (松江市)ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ

2時間16分11秒68 徳山　智美2097 (岡山県)ﾄｸﾔﾏ ﾄﾓﾐ

2時間16分12秒69 米澤　久美子2074 (倉吉市)ﾖﾈｻﾞﾜ ｸﾐｺ

2時間17分52秒70 松本　陽子2081 (米子市)ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間18分16秒71 平塚　直美2038 (松江市)ﾋﾗﾂｶ ﾅｵﾐ

2時間18分48秒72 安食　美絵2006 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾐｴ

2時間20分27秒73 石倉　真由美2044 (松江市)ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ

2時間20分51秒74 宇野　慶子2030 (松江市)ｳﾉ ｹｲｺ

2時間22分14秒75 又葉　徳子2110 (安来市)ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ

2時間22分44秒76 小林　絵美2083 (奥出雲町)ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ

2時間25分18秒77 上月　真紀2102 (鳥取市)ｺｳﾂﾞｷ ﾏｷ

2時間25分18秒78 荊尾　ふみ2090 (鳥取市)ｶﾀﾗｵ ﾌﾐ

2時間25分18秒79 松本　美佳2092 (鳥取市)ﾏﾂﾓﾄ ﾐｶ

2時間26分00秒80 大塚　祐子2089 (南部町)ｵｵﾂｶ ﾕｳｺ

2時間26分52秒81 岸田　千鈴2023 (米子市)ｷｼﾀﾞ ﾁｽｽﾞ

2時間27分19秒82 藤原　綾子2007 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾔｺ

2時間29分20秒83 金築　昌子2054 (米子市)ｶﾈﾂｷ ﾏｻｺ

2時間31分11秒84 岡崎　美里2103 (松江市)ｵｶｻﾞｷ ﾐｻﾄ

2時間33分28秒85 藤原　邦子2042 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｸﾆｺ

2時間35分58秒86 齊田　周子2071 (松江市)ｻｲﾀﾞ ｼｭｳｺ

2時間36分00秒87 斉木　博子2046 (米子市)ｻｲｷ ﾋﾛｺ

2時間38分21秒88 岩本　麻理子2003 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｺ

2時間44分14秒89 吉原　佐智代2055 (松江市)ﾖｼﾊﾗ ｻﾁﾖ
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