
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km女子（30歳代の部）結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 7304 森下育枝 ﾓﾘｼﾀｲｸｴ 広島 38:28
2 7309 角　美恵 ｽﾐ ﾐｴ 島根 松江陸上クラブ 41:51
3 7311 多久和暁子 ﾀｸﾜｱｷｺ 島根 42:13
4 7318 立石　真菜美 ﾀﾃｲｼ ﾏﾅﾐ 島根 44:27
5 7328 大國 沙輝子 ｵｵｸﾞﾆ ｻｷｺ 島根 45:36
6 7316 岩本　麻菜美 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 島根 46:25

7 7331 森 桐子 ﾓﾘ ｷﾘｺ 島根 チームムカパラ 47:33

8 7305 片石厚子 ｶﾀｲｼｱﾂｺ 島根 48:03

9 7341 仲佐 菜生子 ﾅｶｻ ﾅｵｺ 島根 山陰ランクラブ 48:39

10 7324 高田佳代子 ﾀｶﾀｶﾖｺ 島根 49:03

11 7312 若槻朋未 ﾜｶﾂｷﾄﾓﾐ 島根 49:05

12 7323 向山恵子 ﾑｺｳﾔﾏｹｲｺ 島根 HANS.北陽警備保障㈱ 51:05

13 7326 山村 三恵 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ 島根 51:10

14 7333 金田 佳世 ｶﾈﾀﾞ ｶﾖ 島根 51:43

15 7336 谷村 奈津子 ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾂｺ 島根 55:03

16 7302 松本香子 ﾏﾂﾓﾄｷｮｳｺ 島根 55:06

17 7325 徳永 まゆみ ﾄｸﾅｶﾞ ﾏﾕﾐ 鳥取 56:58

18 7345 野原 幸恵 ﾉﾊﾗ ｻﾁｴ 島根 チーム暇人 57:05

19 7338 中村 果林 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 鳥取 57:21

20 7337 曽根田 愛子 ｿﾈﾀﾞ ｱｲｺ 島根 57:25

21 7308 河本圭子 ｶﾜﾓﾄｹｲｺ 島根 57:56

22 7340 山本 里佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ 島根 山陰ランクラブ 57:58

23 7344 吉田 真理絵 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘｴ 広島 58:10

24 7332 多久和 理映 ﾀｸﾜ ﾘｴ 島根 58:30

25 7334 児玉 由紀恵 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷｴ 島根 58:54

26 7306 高見美加 ﾀｶﾐﾐｶ 島根 川西ランニングクラブ 59:08

27 7320 高松優美 ﾀｶﾏﾂﾕﾐ 島根 59:22

28 7342 杉橋 琴美 ｽｷﾞﾊｼ ｺﾄﾐ 島根 59:24

29 7310 西村典恵 ﾆｼﾑﾗﾉﾘｴ 島根 1:00:03

30 7321 曽田　望 ｿﾀ ﾉｿﾞﾐ 島根 1:00:04

31 7301 植田 ユ可 ｳｴﾀﾞﾕｶ 島根 1:00:33

32 7343 實重 温子 ｻﾈｼｹﾞ ｱﾂｺ 島根 山陰ランクラブ 1:01:43

33 7346 大野 紀恵 ｵｵﾉ ｷｴ 島根 1:01:49

34 7315 岩田　昌子 ｲﾜﾀ ﾏｻｺ 島根 1:02:16

35 7327 福冨 阿沙子 ﾌｸﾄﾐ ｱｻｺ 島根 松江赤十字病院 1:02:49

36 7347 角市 直美 ｶｸｲﾁ ﾅｵﾐ 島根 1:05:49

37 7317 角市　久美子 ｶｸｲﾁ ｸﾐｺ 島根 1:05:49

38 7319 林原　ゆか ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾕｶ 島根 1:06:03

39 7335 ロー リリー ﾛｰ ﾘﾘｰ 岡山 1:06:06
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