
- 第15回なかうみマラソン全国大会 -

亀島コース「２㎞」女小学生1～3年

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/11/3

スタート： 9:40:00

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

8分59秒1 長　実乃里5191 (伯耆町)ﾁｮｳ ﾐﾉﾘ

9分02秒2 藤本　蘭5116 (安来市)ﾌｼﾞﾓﾄ ﾗﾝ

9分11秒3 柳原　花南5107 (松江市)ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ

9分24秒4 北　奈優羽5127 (米子市)ｷﾀ ﾅﾕﾊ

9分26秒5 原　百花5177 (米子市)ﾊﾗ ﾓﾓｶ

9分33秒6 渋谷　美桜5178 (益田市)ｼﾌﾞﾀﾆ ﾐｵ

9分33秒7 田中　和奈5109 (広島県)ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ

9分39秒8 門脇　くるみ5187 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ｸﾙﾐ

9分48秒9 石飛　里花5147 (雲南市)ｲｼﾄﾋﾞ ﾘｶ

9分54秒10 佐藤　志帆5101 (松江市)ｻﾄｳ ｼﾎ

9分59秒11 桑谷　希安5194 (松江市)ｸﾜﾀﾆ ﾉｱﾝ

10分00秒12 河津　みち5185 (松江市)ｶﾜﾂ ﾐﾁ

10分09秒13 高木　紗彩5115 (安来市)ﾀｶｷ ｻﾔ

10分18秒14 尾原　凜5156 (出雲市)ｵﾊﾞﾗ ﾘﾝ

10分20秒15 川上　知穂5126 (安来市)ｶﾜｶﾐ ﾁﾎ

10分23秒16 福嶋　あいさ5204 (安来市)ﾌｸｼﾏ ｱｲｻ

10分25秒17 吉高　愛5128 (米子市)ﾖｼﾀｶ ｱｲ

10分27秒18 井川　明梨5201 (米子市)ｲｶﾞﾜ ｱｶﾘ

10分33秒19 高橋　詩希5182 (江津市)ﾀｶﾊｼ ｼｷ

10分34秒20 石田　陽菜5195 (松江市)ｲｼﾀﾞ ﾋﾅ

10分34秒21 足立　茉優5197 (松江市)ｱﾀﾞﾁ ﾏﾋﾛ

10分37秒22 松本　寧音5198 (安来市)ﾏﾂﾓﾄ ﾈﾈ

10分39秒23 宇山　あおい5138 (安来市)ｳﾔﾏ ｱｵｲ

10分40秒24 南脇　莉空5119 (安来市)ﾐﾅﾐﾜｷ ﾘｸ

10分40秒25 田中　紗映5180 (松江市)ﾀﾅｶ ｻｴ

10分40秒26 永田　千依5142 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ﾁｲ

10分43秒27 岩田　日和5135 (安来市)ｲﾜﾀ ﾋﾖﾘ

10分45秒28 田中　凛5118 (安来市)ﾀﾅｶ ﾘﾝ

10分46秒29 新石　春日5137 (安来市)ｱﾗｲｼ ﾊﾙﾋ

10分46秒30 米田　伊織5206 (安来市)ﾖﾈﾀﾞ ｲｵﾘ

10分47秒31 矢壁　莉衣奈5120 (安来市)ﾔｶﾍﾞ ﾘｲﾅ

10分51秒32 遠藤　陽5193 (米子市)ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ

10分54秒33 飯橋　雫5131 (安来市)ﾊﾝﾉｴ ｼｽﾞｸ

10分56秒34 東谷　柚那5114 (安来市)ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾕｽﾞﾅ

11分03秒35 加藤　杏奈5161 (出雲市)ｶﾄｳ ｱﾝﾅ

11分04秒36 高浦　芽花5188 (米子市)ﾀｶｳﾗ ﾒｲｶ

11分07秒37 生田　紋梨5176 (伯耆町)ｲｸﾀ ｱﾔﾘ

11分09秒38 武良　栞里5168 (米子市)ﾑﾗ ｼｵﾘ

11分10秒39 田川　澪5158 (松江市)ﾀｶﾞﾜ ﾚｲ

11分21秒40 井上　愛歩5190 (松江市)ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾎ

11分23秒41 水沼　野乃葉5175 (松江市)ﾐｽﾞﾇﾏ ﾉﾉﾊ

11分26秒42 臼井　孝依5163 (松江市)ｳｽｲ ﾀｶｴ

11分28秒43 高橋　由枝5144 (安来市)ﾀｶﾊｼ ﾕｴ

11分29秒44 門脇　瑠璃華5143 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ﾙﾘｶ

11分30秒45 原　千尋5179 (安来市)ﾊﾗ ﾁﾋﾛ

11分32秒46 山根　ことみ5117 (安来市)ﾔﾏﾈ ｺﾄﾐ

11分35秒47 佐野　久瑠美5149 (松江市)ｻﾉ ｸﾙﾐ

11分35秒48 田中　結菜5167 (安来市)ﾀﾅｶ ﾕﾅ

11分36秒49 山角　咲幸5184 (松江市)ﾔﾏｽﾐ ｻﾁ

11分36秒50 小村　結愛5129 (安来市)ｵﾑﾗ ﾕｱ
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11分37秒51 増田　澪5132 (安来市)ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ

11分37秒52 天野　志保5108 (安来市)ｱﾏﾉ ｼﾎ

11分38秒53 秦　さくら5151 (安来市)ﾊﾀﾞ ｻｸﾗ

11分38秒54 岩見　紀奈里5160 (松江市)ｲﾜﾐ ｷﾅﾘ

11分41秒55 三浦　栞奈5164 (松江市)ﾐｳﾗ ｶﾝﾅ

11分44秒56 高橋　ななか5133 (安来市)ﾀｶﾊｼ ﾅﾅｶ

11分44秒57 野々村　琉愛5189 (安来市)ﾉﾉﾑﾗ ﾙｱ

11分46秒58 木村　心春5200 (境港市)ｷﾑﾗ ｺﾊﾙ

11分50秒59 山根　こころ5157 (松江市)ﾔﾏﾈ ｺｺﾛ

11分51秒60 中村　朱里5183 (松江市)ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ

11分55秒61 藤原　青5121 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｵ

11分57秒62 後藤　香月5208 (雲南市)ｺﾞﾄｳ ｶﾂｷ

11分58秒63 新田　もも5124 (安来市)ﾆｯﾀ ﾓﾓ

11分58秒64 永田　華楓5103 (安来市)ﾅｶﾞﾀ ｶｴﾃﾞ

12分00秒65 岩﨑　南奈5146 (安来市)ｲﾜｻｷ ﾅﾅ

12分10秒66 岩田　芽5112 (安来市)ｲﾜﾀ ﾒｲ

12分11秒67 北本　春心5166 (境港市)ｷﾀﾓﾄ ﾊﾅ

12分13秒68 仲佐　うた5169 (松江市)ﾅｶｻ ｳﾀ

12分15秒69 増田　悠菜5113 (安来市)ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾅ

12分16秒70 門脇　鈴5106 (安来市)ｶﾄﾞﾜｷ ｽｽﾞ

12分16秒71 石原　由希5123 (安来市)ｲｼﾊﾗ ﾕｷ

12分18秒72 恩田　春希5202 (奥出雲町)ｵﾝﾀﾞ ｱﾂｷ

12分27秒73 細田　真央5148 (安来市)ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ

12分31秒74 引野　生成5186 (松江市)ﾋｷﾉ ｷﾅﾘ

12分35秒75 伊藤　晶子5155 (米子市)ｲﾄｳ ｼｮｳｺ

12分42秒76 團野　瑠香5199 (松江市)ﾀﾞﾝﾉ ﾙｶ

12分45秒77 祖田　せり5207 (安来市)ｿﾀ ｾﾘ

12分46秒78 大坂　彩菜5173 (松江市)ｵｵｻｶ ｱﾔﾅ

12分47秒79 福田　有咲5134 (安来市)ﾌｸﾀﾞ ｱｻｷ

12分51秒80 松崎　葵5203 (米子市)ﾏﾂｻﾞｷ ｱｵｲ

12分51秒81 池田　朱花5140 (安来市)ｲｹﾀﾞ ｼｭｶ

12分51秒82 山本　結衣5152 (安来市)ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ

13分13秒83 須山　芽咲5125 (安来市)ｽﾔﾏ ﾒｲ

13分17秒84 岩佐　麻優香5150 (安来市)ｲﾜｻ ﾏﾕｶ

13分31秒85 来海　月乃5104 (安来市)ｷﾏﾁ ﾂｷﾉ

13分41秒86 小山　穂乃5170 (安来市)ｺﾔﾏ ﾎﾉ

13分41秒87 吉川　こゆき5209 (安来市)ｷｯｶﾜ ｺﾕｷ

13分54秒88 砂原　瑠璃5165 (米子市)ｽﾅﾊﾗ ﾙﾘ

13分59秒89 渡部　優花5141 (安来市)ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ

14分01秒90 勝部　真帆5122 (安来市)ｶﾂﾍﾞ ﾏﾎ

14分24秒91 小山　優芽5171 (安来市)ｺﾔﾏ ﾕﾒ

14分25秒92 小山　莉叶5110 (安来市)ｺﾔﾏ ﾘﾄ

14分25秒93 藤井　凛5130 (安来市)ﾌｼﾞｲ ﾘﾝ

14分25秒94 岩見　美知瑠5102 (安来市)ｲﾜﾐ ﾐﾁﾙ

14分45秒95 田邊　心結5145 (安来市)ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ

14分45秒96 竹野下　南美5139 (安来市)ﾀｹﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ

14分53秒97 山田　鈴奈5205 (松江市)ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ

15分02秒98 片山　悠加5181 (松江市)ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙｶ

15分16秒99 執行　彩華5111 (松江市)ｼｷﾞｮｳ ｱﾔｶ

15分18秒100 小林　莉心5162 (松江市)ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ
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16分06秒101 引田　優月5196 (安来市)ﾋｷﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

17分31秒102 野津　妃那5153 (出雲市)ﾉﾂ ﾋﾒﾅ
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