
第36回まつえレディースハーフマラソン
Ⅳ部 ちびっこマラソン2年女子結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2001 香川真子 ｶｶﾞﾜﾏｺ 広島 高須小学校 4:19
2 2032 米田真央 ﾖﾈﾀﾞﾏｵ 鳥取 三朝AC 4:27
3 2086 藤村 心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 広島 吉島東小学校 4:27
4 2075 梶野杏南 ｶｼﾞﾉｱﾝﾅ 島根 法吉小学校 4:29
5 2028 長谷川心乃 ﾊｾｶﾞﾜｺｺﾉ 島根 美保関小学校 4:38
6 2089 大倉 美憂 ｵｵｸﾗ ﾐｳ 島根 古志原小 4:39

7 2004 三角真心 ﾐｽﾐﾏｺ 島根 生馬小学校 4:39

8 2078 笠谷心逢 ｶｻﾔｺｺｱ 島根 忌部小学校 4:40

9 2043 島本姫夏 ｼﾏﾓﾄﾋﾅﾂ 島根 本庄ブルーウェーブ 4:40

10 2044 江角結妃 ｴｽﾐﾕｳｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4:45

11 2023 岡村更紗 ｵｶﾑﾗｻﾗｻ 島根 雑賀小学校 4:45

12 2039 森　心菜 ﾓﾘ ｺｺﾅ 島根 内中原小学校 4:46

13 2005 新開美織 ｼﾝｶｲﾐｵﾘ 島根 母衣小学校 4:48

14 2035 藤田芽衣 ﾌｼﾞﾀﾒｲ 島根 古志原小学校 4:49

15 2003 三角愛心 ﾐｽﾐｱｺ 島根 生馬小学校 4:50

16 2082 石橋 絢 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾔ 島根 四絡小 4:51

17 2057 田村優季 ﾀﾑﾗﾕｷ 島根 朝酌小学校 4:51

18 2006 錦織七菜子 ﾆｼｺｵﾘﾅﾅｺ 島根 忌部小学校 4:52

19 2088 小笠原 遥 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根 石見東小学校 4:52

20 2056 石原芽依 ｲｼﾊﾗﾒｲ 島根 八雲小学校 4:53

21 2036 水津　陽 ｽｲｽﾞ ﾋﾅﾀ 島根 城北小学校 4:53

22 2019 髙尾里実 ﾀｶｵｻﾄﾐ 島根 乃木小学校 4:55

23 2034 福新啓恵 ﾌｸｼﾝｹｴ 島根 竹矢小学校 4:55

24 2020 平井美優 ﾋﾗｲﾐﾕ 鳥取 米子陸上クラブ 4:56

25 2087 永江 ともか ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｶ 島根 来待小学校 4:58

26 2052 橋本未菜 ﾊｼﾓﾄﾐｲﾅ 島根 城北小学校 4:58

27 2064 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4:59

28 2059 月森菜友 ﾂｷﾓﾘﾅﾕ 島根 内中原小学校 4:59

29 2074 田和ひなせ ﾀﾜﾋﾅｾ 島根 大庭小学校 5:00

30 2018 森田有紀 ﾓﾘﾀﾕｷ 島根 内中原小学校 5:00

31 2002 遠藤真輝 ｴﾝﾄﾞｳﾏｷ 島根 母里小学校 5:01

32 2092 山本心和 ﾔﾏﾓﾄｺｺﾜ 島根 法吉小学校 5:01

33 2090 吉田 愛琉 ﾖｼﾀﾞ ﾒﾙ 島根 大津小学校 5:01

34 2025 山口姫加 ﾔﾏｸﾞﾁｷｶ 島根 内中原小学校 5:02

35 2038 平儀野晴菜 ﾋﾗｷﾞﾉﾊﾙﾅ 島根 法吉小学校 5:03

36 2030 吉田心春 ﾖｼﾀﾞｺﾊﾙ 島根 母衣小学校 5:03

37 2040 奥村　都 ｵｸﾑﾗ ﾐﾔｺ 島根 法吉小学校 5:03

38 2062 片平陽菜 ｶﾀﾋﾗﾋﾅ 島根 石見東小学校 5:03

39 2091 周藤 夏菜 ｽﾄﾞｳ ｶﾅ 島根 乃木小学校 5:03

40 2079 内田　春 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 島根 城北小学校 5:05

41 2083 錦織 まひろ ﾆｼｺｵﾘ ﾏﾋﾛ 島根 荘原小学校 5:06

42 2024 鎌田　想 ｶﾏﾀﾞ ｿｳ 島根 出雲郷小学校 5:06

43 2048 芹澤友里 ｾﾘｻﾞﾜﾕﾘ 島根 持田小学校 5:07

44 2041 安達藍里 ｱﾀﾞﾁｱｲﾘ 島根 持田小学校 5:08

45 2068 吉野　珠季 ﾖｼﾉ ﾀﾏｷ 島根 大庭小学校 5:08

46 2014 木建七海 ｷﾀﾞﾃﾅﾅﾐ 島根 中央小学校 5:11

47 2026 伊藤凛咲 ｲﾄｳﾘｸ 島根 宍道小学校 5:12

48 2085 田中 陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 島根 内中原小 5:12

49 2011 竹下真未 ﾀｹｼﾀﾏﾐ 島根 中央小学校 5:12

50 2070 金田　彩花 ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｶ 島根 八雲小学校 5:15

51 2017 須藤美鈴 ｽﾄｳﾐｽｽﾞ 島根 中央小学校 5:15

52 2049 伊原麻衣 ｲﾊﾗﾏｲ 島根 中央小学校 5:16

53 2015 青山陽香 ｱｵﾔﾏﾊﾙｶ 島根 持田小学校 5:18

54 2073 桑原佑佳 ｸﾜﾊﾞﾗﾕｳｶ 島根 八雲小学校 5:18
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55 2012 園山詩乃 ｿﾉﾔﾏｳﾀﾉ 島根 津田小学校 5:18

56 2060 野村由月 ﾉﾑﾗﾕﾂﾞｷ 島根 母衣小学校 5:20

57 2016 髙木千優 ﾀｶｷﾞﾁﾋﾛ 島根 5:20

58 2021 多久和芽依 ﾀｸﾜﾒｲ 島根 中央小学校 5:23

59 2063 福田七彩 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｻ 島根 中央小学校 5:23

60 2045 難波涼花 ﾅﾝﾊﾞﾘｮｳｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 5:24

61 2033 米田優花 ﾖﾈﾀﾞﾕｳｶ 島根 内中原小学校 5:24

62 2027 池田佳月 ｲｹﾀﾞｶﾂﾞｷ 島根 内中原小学校 5:26

63 2031 森岡優衣 ﾓﾘｵｶﾕｲ 島根 乃木小学校 5:30

64 2007 山本希美 ﾔﾏﾓﾄﾉｿﾞﾐ 島根 法吉小学校 5:30

65 2076 金森ひなた ｶﾅﾓﾘﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 5:31

66 2046 村上和花 ﾑﾗｶﾐﾜｶ 島根 津田小学校 5:33

67 2042 谷原みちる ﾀﾆﾊﾗﾐﾁﾙ 島根 内中原小学校 5:34

68 2072 嘉本万桜里 ｶﾓﾄﾏｵﾘ 島根 内中原小学校 5:34

69 2054 渡部夏羽 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅﾂﾊ 島根 意東小学校 5:35

70 2080 原　幸海 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 島根 乃木小学校 5:37

71 2047 上山　由 ｳｴﾔﾏ ﾕｳ 島根 島根小学校 5:38

72 2077 中谷里桜 ﾅｶﾀﾆﾘｵ 島根 古志原小学校 5:38

73 2037 前　萌乃 ﾏｴ ﾓｴﾉ 島根 古志原小学校 5:39

74 2009 白築紗弥 ｼﾗﾂｷｻﾔ 島根 内中原小学校 5:40

75 2022 村上暖乃 ﾑﾗｶﾐﾉﾝﾉ 島根 八雲小学校 5:41

76 2010 中尾友音 ﾅｶｵﾄﾓﾈ 島根 城北小学校 5:43

77 2084 錦織 由佳 ﾆｼｺｵﾘ ﾕｶ 島根 竹矢小 5:43

78 2067 今川　ちより ｲﾏｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ 島根 5:43

79 2013 村田望果 ﾑﾗﾀﾓｶ 島根 中央小学校 5:44

80 2061 橋本湖羽 ﾊｼﾓﾄｺﾊﾈ 島根 津田小学校 5:44

81 2051 岩下桃香 ｲﾜｼﾀﾓﾓｶ 島根 内中原小学校 5:46

82 2058 大隈苺香 ｵｵｸﾏｲﾁｶ 島根 内中原小学校 5:48

83 2065 犬山　ゆらり ｲﾇﾔﾏ ﾕﾗﾘ 島根 玉湯小学校 5:50

84 2069 矢野　咲幸 ﾔﾉ ｻﾕｷ 島根 島根県立玉湯小学校 5:53

85 2029 松本華歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 美保関小学校 5:54

86 2071 熊野　弓凛 ｸﾏﾉ ﾕﾘﾝ 島根 城北小学校 5:55

87 2008 大江美依奈 ｵｵｴﾐｲﾅ 島根 八雲小学校 5:56

88 2066 岸本　千花歩 ｷｼﾓﾄ ﾁｶﾎ 島根 松江市中央小学校 6:02

89 2081 杵築杏紗美 ｷﾂﾞｷｱｻﾐ 島根 6:18

90 2050 山本明依 ﾔﾏﾓﾄﾒｲ 島根 津田小学校 6:38
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