
- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

十神山コース「５km」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： 10:15:00

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

21分02秒1 永海　昌子4536 (米子市)ﾅｶﾞﾐ ｼｮｳｺ

25分46秒2 村田　美咲子4541 (益田市)ﾑﾗﾀ ﾐｻｺ

26分14秒3 亀山　瑞江4507 (米子市)ｶﾒﾔﾏ ﾐｽﾞｴ

26分42秒4 吾郷　明美4540 (松江市)ｱｺﾞｳ ｱｹﾐ

26分45秒5 細貝　玉江4526 (大山町)ﾎｿｶﾞｲ ﾀﾏｴ

26分54秒6 吉野　由里子4569 (松江市)ﾖｼﾉ ﾕﾘｺ

27分06秒7 森脇　雅恵4543 (出雲市)ﾓﾘﾜｷ ﾏｻｴ

27分13秒8 山根　洋子4525 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾖｳｺ

27分35秒9 大江　典子4519 (岡山県)ｵｵｴ ﾉﾘｺ

27分42秒10 山元　広美4551 (鳥取市)ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

27分47秒11 新井　由利子4544 (松江市)ﾆｲ ﾕﾘｺ

28分26秒12 奥井　好子4527 (出雲市)ｵｸｲ ﾖｼｺ

28分33秒13 宮崎　麻由美4556 (安来市)ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾐ

28分48秒14 蔦谷　泰枝4571 (松江市)ﾂﾀﾀﾆ ﾔｽｴ

28分57秒15 永見　美千子4557 (出雲市)ﾅｶﾞﾐ ﾐﾁｺ

29分19秒16 横井　裕子4565 (松江市)ﾖｺｲ ﾕｳｺ

29分41秒17 岡田　宮子4503 (安来市)ｵｶﾀﾞ ﾐﾔｺ

29分52秒18 井原　美恵4552 (松江市)ｲﾊﾞﾗ ﾖｼｴ

30分02秒19 遠藤　美智子4516 (松江市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｺ

30分25秒20 森　輝美4548 (米子市)ﾓﾘ ﾃﾙﾐ

30分26秒21 後藤　節子4508 (出雲市)ｺﾞﾄｳ ｾﾂｺ

30分28秒22 奥村　智恵子4566 (出雲市)ｵｸﾑﾗ ﾁｴｺ

30分46秒23 石原　和美4531 (米子市)ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾐ

30分55秒24 大谷　晶子4558 (松江市)ｵｵﾀﾆ ｱｷｺ

31分14秒25 牧野　真由美4546 (松江市)ﾏｷﾉ ﾏﾕﾐ

31分25秒26 小倉　加代子4563 (岡山県)ｵｸﾞﾗ ｶﾖｺ

31分57秒27 山根　由加里4520 (安来市)ﾔﾏﾈ ﾕｶﾘ

32分11秒28 吉木　八千代4567 (安来市)ﾖｼｷﾞ ﾔﾁﾖ

32分21秒29 渡部　文枝4529 (松江市)ﾜﾀナﾍﾞ ﾌﾐｴ

32分24秒30 長谷川　真由美4530 (安来市)ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ

32分32秒31 佐藤　智明4535 (米子市)ｻﾄｳ ﾁｱｷ

32分34秒32 三田　初美4554 (邑南町)ｻﾝﾀ ﾊﾂﾐ

32分36秒33 小西　順子4539 (湯梨浜町)ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ

32分45秒34 安達　美和子4537 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾐﾜｺ

32分58秒35 須山　由美4533 (松江市)ｽﾔﾏ ﾕﾐ

33分10秒36 長廻　民江4553 (松江市)ﾅｶﾞｻｺ ﾀﾐｴ

33分29秒37 兼本　真里4504 (米子市)ｶﾈﾓﾄ ﾏﾘ

33分44秒38 玉木　敬子4505 (出雲市)ﾀﾏｷ ｹｲｺ

33分55秒39 井上　美穂4570 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾐﾎ

33分58秒40 足立　博子4518 (南部町)ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｺ

34分22秒41 朝比奈　佳子4506 (米子市)ｱｻﾋﾅ ﾖｼｺ

34分27秒42 箕原　京子4545 (鳥取市)ﾐﾉﾊﾗ ｷｮｳｺ

34分46秒43 渡部　由美子4524 (松江市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ

35分11秒44 波多野　紀世子4559 (愛知県)ﾊﾀﾉ ｷﾖｺ

35分17秒45 渡　博子4549 (松江市)ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ

35分39秒46 稲田　裕子4521 (安来市)ｲﾅﾀ ﾕｳｺ

35分44秒47 塚田　千秋4510 (米子市)ﾂｶﾀﾞ ﾁｱｷ

35分47秒48 小酒　萬喜子4560 (米子市)ｺｻｶ ﾏｷｺ

36分01秒49 秦　裕美4517 (出雲市)ﾊﾀ ﾋﾛﾐ

36分05秒50 八木　洋子4547 (松江市)ﾔｷﾞ ﾖｳｺ
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36分42秒51 松本　美保4564 (境港市)ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾎ

37分01秒52 竹内　佐智子4532 (松江市)ﾀｹｳﾁ ｻﾁｺ

37分01秒53 柳田　美奈子4561 (大山町)ﾔﾅｷﾞﾀ ﾐﾅｺ

37分54秒54 仲田　かおり4538 (米子市)ﾅｶﾀﾞ ｶｵﾘ

37分55秒55 渡辺　綾子4562 (米子市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ

38分03秒56 中村　勝恵4523 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｴ

38分28秒57 武内　敏子4514 (岡山県)ﾀｹｳﾁ ﾄｼｺ

38分45秒58 谷岡　ひとみ4502 (鳥取市)ﾀﾆｵｶ ﾋﾄﾐ

38分49秒59 穐山　伊佐恵4509 (北栄町)ｱｷﾔﾏ ｲｻｴ

38分58秒60 金谷　美津子4515 (岡山県)ｶﾅﾀﾆ ﾐﾂｺ

39分10秒61 井上　順子4522 (安来市)ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｺ

39分13秒62 松浦　恵美4572 (松江市)ﾏﾂｳﾗ ｴﾐ

39分24秒63 真野　早苗4513 (西ノ島町)ﾏﾉ ｻﾅｴ

40分26秒64 八幡　明美4511 (米子市)ﾔﾜﾀ ｱｹﾐ

42分40秒65 泰田　三代子4512 (兵庫県)ﾀｲﾃﾞﾝ ﾐﾖｺ

43分43秒66 釜江　雅子4501 (広島県)ｶﾏｴ ﾏｻｺ

49分15秒67 吉元　涼子4550 (安来市)ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｺ
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