
- 第15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

 2019/11/3

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

44分07秒1 高木　明美3324 (出雲市)ﾀｶｷ ｱｹﾐ

44分40秒2 俊野　里美3338 (茨城県)ﾄｼﾉ ｻﾄﾐ

46分35秒3 池淵　由希3364 (境港市)ｲｹﾌﾞﾁ ﾕｷ

47分50秒4 若槻　暢子3360 (松江市)ﾜｶﾂｷ ﾉﾌﾞｺ

49分55秒5 栗原　久美子3378 (奥出雲町)ｸﾘﾊﾗ ｸﾐｺ

50分54秒6 高橋　のはら3367 (江津市)ﾀｶﾊｼ ﾉﾊﾗ

51分25秒7 松田　佳恵3315 (奥出雲町)ﾏﾂﾀﾞ ｶｴ

52分07秒8 若杉　智美3327 (大山町)ﾜｶｽｷﾞ ﾄﾓﾐ

52分14秒9 早川　晶子3386 (浜田市)ﾊﾔｶﾜ ｱｷｺ

52分52秒10 加藤　奈保子3345 (出雲市)ｶﾄｳ ﾅｵｺ

53分58秒11 岩石　暁子3361 (出雲市)ｲﾜｲｼ ｱｷｺ

54分16秒12 高橋　香3356 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ

54分25秒13 佐藤　歩歌3385 (琴浦町)ｻﾄｳ ｱﾕｶ

54分41秒14 世古　知子3377 (岡山県)ｾｺ ﾄﾓｺ

54分43秒15 小草　達子3349 (松江市)ｵｸﾞｻ ﾀﾂｺ

54分46秒16 岩田　恵理子3318 (松江市)ｲﾜﾀ ｴﾘｺ

54分59秒17 門脇　恵理3342 (出雲市)ｶﾄﾞﾜｷ ｴﾘ

55分17秒18 影本　悦子3332 (南部町)ｶｹﾞﾓﾄ ｴﾂｺ

55分25秒19 細田　淳子3333 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

55分29秒20 勝部　敦子3374 (雲南市)ｶﾂﾍﾞ ｱﾂｺ

55分35秒21 山本　真奈美3375 (愛知県)ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ

55分35秒22 山田　純子3329 (米子市)ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

55分46秒23 佐藤　牧子3387 (松江市)ｻﾄｳ ﾏｷｺ

56分18秒24 福羅　美香3331 (倉吉市)ﾌｸﾗ ﾐｶ

56分43秒25 原　美代子3311 (安来市)ﾊﾗ ﾐﾖｺ

56分50秒26 原田　多恵3326 (岡山県)ﾊﾗﾀﾞ ﾀｴ

57分00秒27 岩崎　智子3359 (湯梨浜町)ｲﾜｻﾞｷ ﾄﾓｺ

57分02秒28 遠藤　朋子3350 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ

57分32秒29 加納　麻衣3352 (安来市)ｶﾉｳ ﾏｲ

57分41秒30 門脇　麻美3316 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ｱｻﾐ

58分38秒31 松岡　奈緒子3314 (松江市)ﾏﾂｵｶ ﾅｵｺ

58分41秒32 岩見　佳奈子3344 (松江市)ｲﾜﾐ ｶﾅｺ

58分52秒33 井上　礼子3381 (広島県)ｲﾉｳｴ ﾚｲｺ

59分48秒34 山本　陽子3380 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ

1時間00分10秒35 平松　慶子3321 (岡山県)ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｺ

1時間00分13秒36 長野　裕子3317 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｺ

1時間00分17秒37 原田　由美3336 (米子市)ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾐ

1時間01分09秒38 小林　幸子3322 (岡山県)ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ

1時間01分22秒39 田中　景子3388 (松江市)ﾀﾅｶ ｹｲｺ

1時間01分24秒40 生間　可奈子3362 (松江市)ｲｸﾏ ｶﾅｺ

1時間01分42秒41 今嶋　美由紀3307 (米子市)ｲﾏｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

1時間01分51秒42 大嶋　裕美子3301 (広島県)ｵｵｼﾏ ﾕﾐｺ

1時間02分13秒43 錦織　由美3368 (松江市)ﾆｼｺｵﾘ ﾕﾐ

1時間02分23秒44 石淵　由美子3366 (鳥取市)ｲｼﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ

1時間02分50秒45 曽田　恵子3351 (松江市)ｿﾀ ｹｲｺ

1時間03分10秒46 山﨑　紀子3335 (雲南市)ﾔﾏｻｷ ﾉﾘｺ

1時間03分12秒47 森脇　ユウ子3310 (松江市)ﾓﾘﾜｷ ﾕｳｺ

1時間03分15秒48 杉原　玲子3369 (松江市)ｽｷﾞﾊﾗ ﾚｲｺ

1時間03分28秒49 渡部　真理子3382 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ

1時間03分46秒50 木村　瑠美子3340 (雲南市)ｷﾑﾗ ﾙﾐｺ
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1時間04分13秒51 森脇　和子3384 (松江市)ﾓﾘﾜｷ ｶｽﾞｺ

1時間04分27秒52 梶谷　綾子3319 (松江市)ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾔｺ

1時間04分34秒53 松重　八千代3376 (米子市)ﾏﾂｼｹﾞ ﾔﾁﾖ

1時間04分36秒54 児玉　由紀恵3370 (松江市)ｺﾀﾞﾏ ﾕｷｴ

1時間04分51秒55 内田　美保3343 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾐﾎ

1時間05分56秒56 石橋　久美子3320 (松江市)ｲｼﾊﾞｼ ｸﾐｺ

1時間05分57秒57 松村　美由紀3304 (松江市)ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕｷ

1時間05分59秒58 仙田　五月3312 (松江市)ｾﾝﾀﾞ ｻﾂｷ

1時間06分04秒59 庄司　美佐子3313 (安来市)ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｺ

1時間07分17秒60 池田　克子3308 (岡山県)ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ

1時間07分22秒61 富田　恵3353 (米子市)ﾄﾐﾀ ﾒｸﾞﾐ

1時間07分48秒62 定光　愛3389 (南部町)ｻﾀﾞﾐﾂ ｱｲ

1時間08分36秒63 笹岡　裕季3302 (出雲市)ｻｻｵｶ ﾕｷ

1時間08分56秒64 小松　美由紀3355 (境港市)ｺﾏﾂ ﾐﾕｷ

1時間09分05秒65 山崎　知子3341 (出雲市)ﾔﾏｻｷ ﾄﾓｺ

1時間09分27秒66 大塚　紀子3328 (出雲市)ｵｵﾂｶ ﾉﾘｺ

1時間09分48秒67 今岡　弥生3309 (松江市)ｲﾏｵｶ ﾔﾖｲ

1時間10分35秒68 村上　祐子3390 (松江市)ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ

1時間10分37秒69 山本　里佳3348 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ

1時間12分35秒70 花岡　真由美3379 (松江市)ﾊﾅｵｶ ﾏﾕﾐ

1時間12分48秒71 足森　洋子3372 (松江市)ｱｼﾓﾘ ﾖｳｺ

1時間12分49秒72 遠藤　直子3391 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ

1時間13分24秒73 吉田　美香3358 (出雲市)ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ

1時間14分31秒74 河内　昌子3337 (米子市)ｶﾜｳﾁ ﾏｻｺ

1時間14分46秒75 紙谷　道子3392 (大阪府)ｶﾐﾀﾆ ﾐﾁｺ

1時間14分49秒76 伊藤　恵子3357 (出雲市)ｲﾄｳ ｹｲｺ

1時間14分50秒77 南　妙子3347 (米子市)ﾐﾅﾐ ﾀｴｺ

1時間16分14秒78 山本　美幸3363 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ

1時間23分35秒79 浦上　美佳3371 (岡山県)ｳﾗｶﾐ ﾐｶ

1時間35分31秒80 宝島　真波3325 (米子市)ﾎｳｼﾏ ﾏﾅﾐ

2時間23分07秒81 高橋　恵里3303 (松江市)ﾀｶﾊｼ ｴﾘ
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