
第37回まつえレディースハーフマラソン
Ⅱ部 10km女子（29歳以下の部）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 7208 オバレドリカケルボ ｵﾊﾞﾚﾄﾞﾘｶｹﾙﾎﾞ 茨城 日立 32分33秒 大会新

2 7206 菊地優子 ｷｸﾁﾕｳｺ 北海道 ホクレン 33分16秒
3 7209 黒澤莉楠 ｸﾛｻﾜﾘﾅ 茨城 日立 34分44秒
4 7203 手嶋乃莉子 ﾃｼﾏﾉﾘｺ 兵庫 神戸学院大学 36分05秒
5 7204 浅井加菜子 ｱｻｲｶﾅｺ 兵庫 神戸学院大学 37分12秒
6 7202 田口真琴 ﾀｸﾞﾁﾏｺﾄ 兵庫 神戸学院大学 37分51秒

7 7230 児玉 苑子 ｺﾀﾞﾏ ｿﾉｺ 島根 ミノアカＪＣ 45分53秒

8 7211 山﨑祥子 ﾔﾏｻｷｼｮｳｺ 島根 46分57秒

9 7248 菅原 杏奈 ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾝﾅ 島根 49分01秒

10 7232 峯松 ゆかり ﾐﾈﾏﾂ ﾕｶﾘ 島根 49分53秒

11 7243 佐藤 愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ 島根 51分12秒

12 7229 石原 朋恵 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｴ 鳥取 51分24秒

13 7233 雫 文子 ｼｽﾞｸ ｱﾔｺ 島根 53分07秒

14 7220 佐川　美緒 ｻｶﾞﾜ ﾐｵ 広島 53分22秒

15 7249 田崎 恵美 ﾀｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 鳥取 54分38秒

16 7234 山崎 弘湖 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｺ 島根 55分52秒

17 7214 林　瑞穂 ﾊﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 島根 56分03秒

18 7213 大上祥子 ｵｵｳｴｼｮｳｺ 島根 56分32秒

19 7247 足立 理紗 ｱﾀﾞﾁ ﾘｻ 島根 東女子ＲＣ 56分37秒

20 7245 田辺 あゆみ ﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 島根 島根大学医学部 56分40秒

21 7244 石田 晃子 ｲｼﾀﾞ ｱｷｺ 島根 56分41秒

22 7231 井上 加奈 ｲﾉｳｴ ｶﾅ 京都 56分44秒

23 7224 新宅　みゆき ｼﾝﾀｸ ﾐﾕｷ 島根 57分48秒

24 7218 松村　まみ ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ 島根 びじょがーくらぶ 58分50秒

25 7238 ガルシア イリナ ｶﾞﾙｼｱ ｲﾘﾅ 島根 59分15秒

26 7215 藤江実穂 ﾌｼﾞｴﾐﾎ 島根 59分16秒

27 7226 渡部　紫苑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ 島根 島根大学 59分45秒

28 7212 岩田沙貴 ｲﾜﾀｻｷ 島根 1時間00分23秒

29 7239 大塚 聖子 ｵｵﾂｶ ｾｲｺ 島根 1時間00分23秒

30 7246 渡部 雅子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 島根 1時間00分25秒

31 7251 加藤 由依 ｶﾄｳ ﾕｲ 島根 1時間00分26秒

32 7225 佐藤　襟 ｻﾄｳ ｴﾘ 島根 島根大学 1時間00分42秒

33 7240 井上 絵莉子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 島根 1時間00分42秒

34 7223 近藤　沙也果 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ 島根 島根大学 1時間01分35秒

35 7235 永井 佑季 ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 愛媛 1時間03分23秒

36 7250 大上 綾子 ｵｵｳｴ ｱﾔｺ 島根 1時間03分48秒

37 7227 福島 貴代美 ﾌｸｼﾏ ｷﾖﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間03分54秒

38 7217 中島　由加里 ﾅｶｼﾏ ﾕｶﾘ 島根 RUNDEPO 1時間05分58秒

39 7222 広沢　帆南 ﾋﾛｻﾜ ﾎﾅﾐ 島根 島根大学 1時間10分02秒

40 7242 引野 翔子 ﾋｷﾉ ｼｮｳｺ 島根 1時間13分26秒

41 7228 城 沙奈子 ｼﾛ ｻﾅｺ 島根 1時間13分28秒

42 7219 重谷　汐里 ｵﾓﾀﾆ ｼｵﾘ 島根 1時間13分52秒
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