
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4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 4008 石田瑞歩 ｲｼﾀﾞﾐｽﾞﾎ 鳥取 明倫小学校 3:52
2 4002 日野山咲希 ﾋﾉﾔﾏｻｷ 島根 石見東小学校 3:54
3 4056 藤村 心瑛菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｴﾅ 広島 吉島東小学校 4:03
4 4039 小村　天音 ｵﾑﾗ ｱﾏﾈ 島根 生馬スポーツクラブ 4:10
5 4047 佐野陽菜 ｻﾉﾋﾅ 島根 津田小学校 4:14
6 4012 宮廻陽向 ﾐﾔｻﾞｺﾋﾅﾀ 島根 城北小学校 4:16

7 4057 永江 ゆうか ﾅｶﾞｴ ﾕｳｶ 島根 来待小学校 4:18

8 4006 薄田幸奈 ｳｽﾀﾞﾕｷﾅ 鳥取 名和小学校 4:19

9 4022 安田麻夏 ﾔｽﾀﾞﾏﾅ 島根 法吉小学校 4:24

10 4026 高尾　萌 ﾀｶｵ ﾓｴ 島根 出雲郷小学校 4:24

11 4045 山﨑　雅 ﾔﾏｻｷ ﾐﾔﾋﾞ 鳥取 加茂小学校 4:25

12 4007 余村　藍 ﾖﾑﾗ ｱｲ 島根 意東小学校 4:25

13 4003 三村菜奈 ﾐﾑﾗﾅﾅ 島根 意東小学校 4:26

14 4009 池田愛佳 ｲｹﾀﾞﾏﾅｶ 鳥取 三朝AC 4:26

15 4036 須山菜々美 ｽﾔﾏﾅﾅﾐ 島根 八雲小学校 4:28

16 4017 原　茉央 ﾊﾗ ﾏｵ 島根 川津小学校 4:28

17 4021 安達樹里 ｱﾀﾞﾁｼﾞｭﾘ 島根 持田小学校 4:28

18 4027 三村麻結 ﾐﾑﾗﾏﾕ 島根 法吉小学校 4:30

19 4046 木下祐稀 ｷﾉｼﾀﾕｳｷ 島根 生馬小学校 4:31

20 4029 平田紗奈 ﾋﾗﾀｻﾅ 島根 生馬バレーボールクラブ 4:31

21 4018 三浦歩和 ﾐｳﾗｱﾕﾅ 島根 持田小学校 4:33

22 4050 須田 沙雪 ｽﾀﾞ ｻﾕｷ 島根 出雲郷小学校 4:34

23 4058 小川 華奈 ｵｶﾞﾜ ﾊﾅ 山口 4:35

24 4052 中尾 来夢 ﾅｶｵ ﾗﾑ 島根 松江市立八雲小学校 4:37

25 4019 引野ひな菜 ﾋｷﾉﾋﾅﾅ 島根 法吉小学校 4:38

26 4054 錦織 加奈 ﾆｼｺｵﾘ ｶﾅ 島根 竹矢小 4:40

27 4038 中村　愛 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 島根 生馬バレーボールクラブ 4:43

28 4005 和泉都亜 ｲｽﾞﾐﾄｱ 島根 法吉小学校 4:46

29 4033 田村優衣 ﾀﾑﾗﾕｲ 島根 朝酌小学校 4:52

30 4015 青山優衣 ｱｵﾔﾏﾕｲ 島根 内中原小学校 4:53

31 4053 江美 香凜 ｴﾐ ｶﾘﾝ 島根 佐太小学校 4:54

32 4041 吉岡　花梨 ﾖｼｵｶ ｶﾘﾝ 島根 生馬バレーボールクラブ 4:54

33 4010 菅井　梓 ｽｶﾞｲ ｱｽﾞｻ 島根 4:55

34 4044 熊野　心優 ｸﾏﾉ ﾐﾕｳ 島根 城北小学校 4:56

35 4020 石橋幸楽 ｲｼﾊﾞｼｻﾗ 島根 八雲小学校 4:57

36 4040 金津　成美 ｶﾅﾂ ﾅﾙﾐ 島根 乃木小学校 4:58

37 4042 高田　歩美 ﾀｶﾀ ｱﾕﾐ 鳥取 車尾小学校 4:59

38 4028 古浦　楓 ｺｳﾗ ｶｴﾃﾞ 島根 中央小学校 5:00

39 4011 二瀬有菜 ﾆﾉｾﾕﾅ 島根 城北小学校 5:04

40 4037 清水　凜音 ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾈ 鳥取 車尾小学校 5:16

41 4001 福間未紗 ﾌｸﾏﾐｻ 島根 神戸川小学校 5:21

42 4016 渡邊由唯 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｲ 島根 母衣小学校 5:22

43 4043 杉本　美冬葉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾄﾊ 島根 津田小学校 5:30

44 4059 松本 芽依 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 島根 津田小学校 5:30

45 4051 井上 あや音 ｲﾉｳｴ ｱﾔﾈ 島根 母衣小学校 5:32

46 4032 周藤奏実 ｽﾄｳｶﾅﾐ 島根 古志原小学校 5:33

47 4014 橋本空良 ﾊｼﾓﾄｿﾗ 島根 津田小学校 5:36

48 4004 松本萌花 ﾏﾂﾓﾄﾓｶ 島根 母衣小学校 5:39

49 4030 松尾汐里 ﾏﾂｵｼｵﾘ 島根 城北小学校 5:43

50 4048 岡田　響 ｵｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 島根 法吉小学校 5:45

51 4049 玉木萌賀 ﾀﾏｷﾓｴｶ 島根 城北小学校 5:46

52 4035 橋本葉月 ﾊｼﾓﾄﾊﾂﾞｷ 島根 津田小学校 5:50

53 4025 村上未来 ﾑﾗｶﾐﾐｸ 島根 津田小学校 5:54

54 4023 金野萌乃華 ｶﾈﾉﾎﾉｶ 島根 内中原スマイルズ 6:30
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