
- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」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： 10:15:00

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

20分09秒1 松原　崇子4410 (米子市)ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｺ

21分00秒2 高津　美鈴4455 (山口県)ﾀｶﾂ ﾐｽｽﾞ

22分26秒3 高田　佳代子4427 (東京都)ﾀｶﾀ ｶﾖｺ

23分07秒4 柏井　麻紀4450 (松江市)ｶｼﾜｲ ﾏｷ

23分56秒5 加藤　奈緒美4428 (出雲市)ｶﾄｳ ﾅｵﾐ

24分14秒6 重親　由佳理4419 (出雲市)ｼｹﾞﾁｶ ﾕｶﾘ

25分26秒7 木村　倫子4403 (米子市)ｷﾑﾗ ﾐﾁｺ

25分38秒8 小川　律子4471 (松江市)ｵｶﾞﾜ ﾘﾂｺ

25分46秒9 渋谷　美穂4447 (益田市)ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐﾎ

26分26秒10 永田　由香里4401 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ﾕｶﾘ

26分39秒11 末次　淳子4429 (米子市)ｽｴﾂｸﾞ ｼﾞｭﾝｺ

26分47秒12 宇原　和子4402 (出雲市)ｳﾊﾞﾗ ｶｽﾞｺ

26分56秒13 前田　三枝4411 (米子市)ﾏｴﾀ ﾐｴ

27分45秒14 福山　さつき4462 (安来市)ﾌｸﾔﾏ ｻﾂｷ

27分48秒15 佐藤　協子4449 (松江市)ｻﾄｳ ｷｮｳｷ

28分19秒16 宮崎　知絵4457 (益田市)ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｴ

28分27秒17 田川　あゆ美4437 (松江市)ﾀｶﾞﾜ ｱﾕﾐ

29分00秒18 後藤　智子4475 (米子市)ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ

29分03秒19 高嶋　朋子4416 (松江市)ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｺ

29分08秒20 高見　美加4430 (雲南市)ﾀｶﾐ ﾐｶ

29分16秒21 池田　琴美4482 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾐ

29分24秒22 大西　真理4454 (米子市)ｵｵﾆｼ ﾏﾘ

29分25秒23 檜垣　広美4473 (松江市)ﾋｶﾞｷ ﾋﾛﾐ

29分26秒24 田手　亜矢4461 (米子市)ﾀﾃ ｱﾔ

29分39秒25 津村　美子4418 (安来市)ﾂﾑﾗ ﾖｼｺ

30分08秒26 池田　いつ香4459 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｲﾂｶ

30分14秒27 渡部　由香4424 (安来市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ

30分15秒28 福間　敦子4417 (益田市)ﾌｸﾏ ｱﾂｺ

30分22秒29 吉野　明美4453 (愛媛県)ﾖｼﾉ ｱｹﾐ

30分38秒30 原田　真喜子4412 (安来市)ﾊﾗﾀﾞ ﾏｷｺ

31分00秒31 門脇　直美4479 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵﾐ

31分22秒32 西村　洋子4463 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ

31分52秒33 茂富　由紀4448 (松江市)ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｷ

31分55秒34 松浦　清香4442 (米子市)ﾏﾂｳﾗ ｻﾔｶ

32分02秒35 上谷　みどり4408 (松江市)ｶﾐﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ

32分10秒36 松下　奈津子4423 (米子市)ﾏﾂｼﾀ ﾅﾂｺ

32分25秒37 吉岡　志穂4474 (安来市)ﾖｼｵｶ ｼﾎ

32分33秒38 髙橋　佐恵子4458 (大山町)ﾀｶﾊｼ ｻｴｺ

32分39秒39 金森　典子4406 (松江市)ｶﾅﾓﾘ ﾉﾘｺ

32分51秒40 中村　久美子4443 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ

32分52秒41 岩本　優子4440 (米子市)ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｺ

32分59秒42 生田　佳奈子4470 (松江市)ｲｸﾀ ｶﾅｺ

33分34秒43 高住　由紀子4415 (米子市)ﾀｶｽﾐ ﾕｷｺ

33分42秒44 梶岡　真由美4425 (安来市)ｶｼﾞｵｶ ﾏﾕﾐ

33分45秒45 佐藤　直子4426 (安来市)ｻﾄｳ ﾅｵｺ

34分05秒46 祝原　あゆみ4436 (出雲市)ｲﾜｲﾊﾞﾗ ｱﾕﾐ

34分08秒47 渡部　京子4472 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ

34分10秒48 吉田　有希4480 (米子市)ﾖｼﾀﾞ ﾕｷ

34分32秒49 加藤　奈央美4404 (安来市)ｶﾄｳ ﾅｵﾐ

34分47秒50 内田　裕紀4445 (米子市)ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ
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34分53秒51 井上　美智4451 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾐﾁ

34分57秒52 長井　ゆき子9201 (境港市)ﾅｶﾞｲ ﾕｷｺ

34分57秒53 手島　加世4444 (境港市)ﾃｼﾏ ｶﾖ

34分59秒54 田中　志保4478 (松江市)ﾀﾅｶ ｼﾎ

35分04秒55 永本　美幸4477 (安来市)ﾅｶﾞﾓﾄ ﾐﾕｷ

35分10秒56 渡部　めぐみ4420 (安来市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ

35分16秒57 安田　美和4441 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ﾐﾜ

35分18秒58 柳田　和子4405 (安来市)ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｺ

35分31秒59 藤江　佳代4481 (松江市)ﾌｼﾞｴ ｶﾖ

36分01秒60 西村　玲4464 (米子市)ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ

36分17秒61 塚野　啓子4460 (日吉津村)ﾂｶﾉ ｹｲｺ

36分18秒62 系　千帆4431 (広島県)ｲﾄ ﾁﾎ

36分44秒63 奥村　由美子4414 (境港市)ｵｸﾑﾗ ﾕﾐｺ

36分48秒64 井田　静香4476 (米子市)ｲﾀﾞ ｼｽﾞｶ

36分48秒65 大森　美幸4446 (安来市)ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｷ

37分10秒66 増原　裕子4439 (安来市)ﾏｽﾊﾗ ﾕｳｺ

37分13秒67 内田　由理4452 (出雲市)ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘ

37分33秒68 長岡　弘子4409 (松江市)ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｺ

37分35秒69 常松　明美4435 (出雲市)ﾂﾈﾏﾂ ｱｹﾐ

37分54秒70 足立　佳子4466 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｺ

37分54秒71 住田　久恵4413 (米子市)ｽﾐﾀﾞ ﾋｻｴ

38分57秒72 長谷川　裕子4469 (安来市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ

38分58秒73 二岡　直子4468 (安来市)ﾌﾀｵｶ ﾅｵｺ

39分40秒74 中尾　由紀4421 (松江市)ﾅｶｵ ﾕｷ

40分14秒75 板垣　美鈴4434 (飯南町)ｲﾀｶﾞｷ ﾐｽｽﾞ

41分43秒76 安達　裕子4467 (米子市)ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ

41分43秒77 青戸　孝子4465 (米子市)ｱｵﾄ ﾀｶｺ
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