
- 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50歳以上

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32分50秒1 畦崎　仁美2230 (岡山県)ｳﾈｻｷ ﾋﾄﾐ

1時間38分33秒2 石田　明子2207 (米子市)ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ

1時間38分54秒3 田中　洋子2232 (琴浦町)ﾀﾅｶ ﾖｳｺ

1時間45分29秒4 小林　緑子9001 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾄﾞﾘｺ

1時間49分08秒5 成松　順子2228 (大分県)ﾅﾘﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

1時間49分35秒6 矢田　瑞穂2202 (松江市)ﾔﾀ ﾐｽﾞﾎ

1時間51分54秒7 錦織　貴子2203 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶｺ

1時間53分20秒8 小谷　裕子2235 (岡山県)ｺﾀﾞﾆ ﾕｳｺ

1時間53分39秒9 岡田　智江2220 (大田市)ｵｶﾀﾞ ﾁｴ

1時間55分06秒10 岡本　律子2280 (岡山県)ｵｶﾓﾄ ﾘﾂｺ

1時間55分15秒11 桜田　眞理子2216 (宮城県)ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾘｺ

1時間55分23秒12 永岡　和子2239 (松江市)ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｺ

1時間57分07秒13 小林　律恵2284 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾂｴ

1時間57分56秒14 若木　眞喜子2271 (米子市)ﾜｶｷﾞ ﾏｷｺ

1時間58分47秒15 坂本　桂子2269 (松江市)ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ

1時間59分03秒16 坂本　彰江2211 (出雲市)ｻｶﾓﾄ ｱｷｴ

1時間59分28秒17 講武　由香里2270 (松江市)ｺｳﾌﾞ ﾕｶﾘ

2時間00分27秒18 三崎　英子2253 (鳥取市)ﾐｻｷ ｴｲｺ

2時間00分56秒19 渡部　真弓2222 (境港市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ

2時間02分54秒20 伊藤　邦子2247 (鳥取市)ｲﾄｳ ｸﾆｺ

2時間03分43秒21 吉田　洋子2201 (松江市)ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ

2時間04分16秒22 荒木　貴子2221 (松江市)ｱﾗｷ ﾀｶｺ

2時間04分40秒23 吾郷　あゆみ2248 (大田市)ｱｺﾞｳ ｱﾕﾐ

2時間05分40秒24 池森　幸2267 (広島県)ｲｹﾓﾘ ﾐﾕｷ

2時間05分54秒25 石井　美智子2227 (東京都)ｲｼｲ ﾐﾁｺ

2時間06分16秒26 堀井　伴子2243 (千葉県)ﾎﾘｲ ﾄﾓｺ

2時間06分54秒27 渋谷　美恵2219 (米子市)ｼﾌﾞﾔ ﾐｴ

2時間07分04秒28 三原　圭子2261 (出雲市)ﾐﾊﾗ ｹｲｺ

2時間07分10秒29 富永　幸子2249 (福岡県)ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｷｺ

2時間07分17秒30 勝田　知栄子2258 (松江市)ｶﾂﾀ ﾁｴｺ

2時間08分51秒31 石田　町子2229 (鳥取市)ｲｼﾀﾞ ﾏﾁｺ

2時間09分20秒32 福田　郁子2259 (日南町)ﾌｸﾀﾞ ｲｸｺ

2時間09分28秒33 高尾　和子2286 (松江市)ﾀｶｵ ｶｽﾞｺ

2時間09分31秒34 舟木　智恵子2260 (米子市)ﾌﾅｷ ﾁｴｺ

2時間09分49秒35 荒金　弘子2204 (安来市)ｱﾗｶﾈ ﾋﾛｺ

2時間10分24秒36 堀　万里子2272 (大田市)ﾎﾘ ﾏﾘｺ

2時間10分56秒37 生田　孝子2283 (琴浦町)ｲｸﾀ ﾀｶｺ

2時間11分11秒38 槙原　多美2233 (出雲市)ﾏｷﾊﾗ ﾀﾐ

2時間11分19秒39 岩谷　美由紀2212 (大田市)ｲﾜﾀﾆ ﾐﾕｷ

2時間11分34秒40 坂本　恵子2217 (大田市)ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ

2時間11分40秒41 藤原　幸枝2279 (出雲市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷｴ

2時間11分55秒42 西野　幸美2242 (大阪府)ﾆｼﾉ ﾕｷﾐ

2時間12分32秒43 大谷　裕里2266 (広島県)ｻﾀﾞ ﾕﾘ

2時間12分56秒44 土屋　郷子2240 (出雲市)ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ

2時間13分33秒45 博田　香2282 (鳥取市)ﾊｶﾀ ｶｵﾘ

2時間13分40秒46 本岡　雅子2278 (松江市)ﾓﾄｵｶ ﾏｻｺ

2時間17分41秒47 山本　里子2285 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ

2時間17分49秒48 岡崎　博子2262 (八頭町)ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｺ

2時間18分24秒49 梶谷　久美子2274 (境港市)ｶｼﾞﾀﾆ ｸﾐｺ

2時間18分41秒50 深田　睦英2237 (安来市)ﾌｶﾀﾞ ｱﾂｴ
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2時間18分43秒51 沖田　悦子2244 (津和野町)ｵｷﾀ ｴﾂｺ

2時間18分47秒52 坂本　美智子2268 (松江市)ｻｶﾓﾄ ﾐﾁｺ

2時間18分58秒53 梶川　菜穂子2231 (松江市)ｶｼﾞｶﾜ ﾅﾎｺ

2時間19分16秒54 藤原　志津枝2275 (松江市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｴ

2時間19分24秒55 森本　弥生2224 (鳥取市)ﾓﾘﾓﾄ ﾔﾖｲ

2時間19分35秒56 矢瀧　慶子2226 (米子市)ﾔﾀｷ ｹｲｺ

2時間20分03秒57 植垣　千佐子2206 (鳥取市)ｳｴｶﾞｷ ﾁｻｺ

2時間21分33秒58 和田　悦子2264 (出雲市)ﾜﾀﾞ ｴﾂｺ

2時間22分08秒59 折口　智美2255 (広島県)ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

2時間22分31秒60 足立　里江2213 (安来市)ｱﾀﾞﾁ ﾘｴ

2時間23分25秒61 冨谷　美喜代2251 (大山町)ﾄﾐﾀﾆ ﾐｷﾖ

2時間24分42秒62 田中　正子2209 (鳥取市)ﾀﾅｶ ﾏｻｺ

2時間24分45秒63 万波　美奈江2218 (安来市)ﾏﾝﾅﾐ ﾐﾅｴ

2時間24分56秒64 飯国　敬子2246 (米子市)ｲｲｸﾞﾆ ｹｲｺ

2時間25分28秒65 三ッ國　全代2254 (鳥取市)ﾐﾂｸﾆ ﾏｻﾖ

2時間26分22秒66 前田　邦子2287 (日吉津村)ﾏｴﾀﾞ ｸﾆｺ

2時間28分33秒67 安食　直美2205 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾅｵﾐ

2時間29分05秒68 奥村　みさ2277 (松江市)ｵｸﾑﾗ ﾐｻ

2時間29分37秒69 川上　久美子2257 (松江市)ｶﾜｶﾐ ｸﾐｺ

2時間33分54秒70 河内　けい子2238 (岡山県)ｶﾜﾁ ｹｲｺ

2時間35分04秒71 藤原　良子2215 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳｺ

2時間36分31秒72 金山　弘美2281 (米子市)ｶﾈﾔﾏ ﾋﾛﾐ

2時間37分58秒73 萩原　まり2245 (奈良県)ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾘ

2時間39分57秒74 上田　雅子2223 (米子市)ｳｴﾀﾞ ﾏｻｺ

2時間39分59秒75 松本　郁子2252 (岡山県)ﾏﾂﾓﾄ ｲｸｺ

3時間05分52秒76 坪内　浩子2250 (鳥取市)ﾂﾎﾞｳﾁ ﾋﾛｺ
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