
第37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 2072 臼井 利依 ｳｽｲ ﾘｴ 島根 4分20秒
2 2063 森山　佳乃 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉ 島根 城北小学校 4分26秒
3 2076 尾崎 妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取 米子陸上クラブ 4分27秒
4 2055 角田　瑞奈 ｽﾐﾀ ﾐｽﾞﾅ 島根 法吉小学校 4分27秒
5 2080 安藤 優名 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 鳥取 加茂小学校 4分27秒
6 2033 行平咲葵 ﾕｷﾋﾗｻｷ 島根 秋鹿小学校 4分30秒

7 2074 小川 晄奈 ｵｶﾞﾜ ｺﾅ 山口 4分32秒

8 2071 日野 真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根 チーム四中 4分32秒

9 2075 伊藤 綺華 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 久多美小学校 4分33秒

10 2067 和泉 暖 ｲｽﾞﾐ ﾉﾝ 島根 内中原小学校 4分33秒

11 2004 門脇　葵 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 伊野小学校 4分35秒

12 2064 園山　果林 ｿﾉﾔﾏ ｶﾘﾝ 島根 高浜小学校 4分36秒

13 2059 須山　一香 ｽﾔﾏ ｲﾂｶ 島根 美保関小学校 4分37秒

14 2053 村松　由菜 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾅ 島根 川津小学校 4分37秒

15 2081 石倉 美咲 ｲｼｸﾗ ﾐｻｷ 島根 法吉小学校 4分42秒

16 2002 小笹奈々帆 ｵｻﾞｻﾅﾅﾎ 島根 母衣小学校 4分44秒

17 2008 石倉実咲 ｲｼｸﾗﾐｻｷ 島根 大庭小学校 4分45秒

18 2044 小池さくら ｺｲｹｻｸﾗ 島根 八束小学校 4分47秒

19 2034 小谷美桜 ｺﾀﾆﾐｵ 島根 古志原小学校 4分48秒

20 2079 白石 星凪 ｼﾗｲｼ ｾﾅ 鳥取 福生東小学校 4分48秒

21 2078 林 真央 ﾊﾔｼ ﾏｵ 島根 4分49秒

22 2023 山村美羽 ﾔﾏﾑﾗﾐｳ 島根 法吉小学校 4分49秒

23 2073 門脇 仁香 ｶﾄﾞﾜｷ ﾆｺ 鳥取 4分49秒

24 2086 八壁咲空 ﾔｶﾍﾞｻﾗ 島根 大庭小学校 4分50秒

25 2085 近藤 美緒 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｵ 島根 4分51秒

26 2068 宮本 倫加 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾝｶ 島根 Ｇスカウト松江 4分52秒

27 2077 藤原 愛梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 島根 阿井小学校 4分54秒

28 2058 門脇　凪花 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅ 島根 八束学園 4分57秒

29 2065 佐々木　里紗 ｻｻｷ ﾘｻ 島根 5分00秒

30 2037 山本明依 ﾔﾏﾓﾄﾒｲ 島根 母衣小学校 5分02秒

31 2031 木原麻結 ｷﾊﾗﾏﾕ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分02秒

32 2009 鵜飼真衣 ｳｶｲﾏｲ 島根 古志原小学校 5分03秒

33 2019 万代　優 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分03秒

34 2029 石原優愛 ｲｼﾊﾗﾉｱ 島根 佐太小学校 5分04秒

35 2015 土屋七海 ﾂﾁﾔﾅﾅﾐ 島根 阿用小学校 5分04秒

36 2016 太田一花 ｵｵﾀﾋﾄｶ 島根 城北小学校 5分05秒

37 2021 小豆澤佳那 ｱｽﾞｷｻﾞﾜｶﾅ 島根 川津小学校 5分06秒

38 2069 深田 怜杏 ﾌｶﾀﾞ ﾚｱﾝ 島根 宍道小学校 5分06秒

39 2028 菅井　閑 ｽｶﾞｲ ﾉﾄﾞｶ 島根 5分10秒

40 2036 永島希星 ﾅｶﾞｼﾏｷﾗ 島根 古江小学校 5分11秒

41 2013 高井純子 ﾀｶｲｼﾞｭﾝｺ 島根 内中原小学校 5分11秒

42 2001 新井心音葉 ﾆｲｲｺﾄﾊ 島根 岐久小学校 5分12秒

43 2027 尾添真都 ｵｿﾞｴﾏｺﾄ 島根 八雲小学校 5分13秒

44 2018 松本莉奈 ﾏﾂﾓﾄﾘﾅ 島根 美保関小学校 5分14秒

45 2005 松下奈央 ﾏﾂｼﾀﾅｵ 島根 母衣小学校 5分14秒

46 2051 中村　心咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 島根 内中原小学校 5分15秒

47 2083 松尾 澪里 ﾏﾂｵ ﾐｵﾘ 島根 城北小学校 5分15秒

48 2010 松本佳歩 ﾏﾂﾓﾄｶﾎ 島根 乃木小学校 5分17秒

49 2066 中島　朱加里 ﾅｶｼﾏ ｱｶﾘ 島根 乃木小学校 5分18秒

50 2035 野田みもり ﾉﾀﾞﾐﾓﾘ 島根 ガールスカウト松江 5分21秒

51 2025 金田有未 ｶﾈﾀﾞｱﾐ 島根 乃木小学校 5分22秒

52 2049 松林　瑠那 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 島根 5分27秒

53 2020 山内一華 ﾔﾏｳﾁｲﾁｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分30秒

54 2070 平塚 留奈 ﾋﾗﾂｶ ﾙﾅ 島根 城北小学校 5分33秒

55 2017 恩田愛理 ｵﾝﾀﾞｱｲﾘ 島根 忌部小学校 5分36秒

56 2046 落合　結愛 ｵﾁｱｲ ﾕｱ 島根 乃木小学校 5分36秒

57 2042 橋本侑奈 ﾊｼﾓﾄﾕｳﾅ 島根 古江小学校 5分36秒

58 2050 荒河　万優子 ｱﾗｶﾜ ﾏﾕｺ 島根 城北小学校 5分40秒

59 2022 兼本葵衣 ｶﾈﾓﾄｱｵｲ 島根 城北小学校 5分41秒

60 2052 今村　侑衣 ｲﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分43秒

61 2057 瀧本　怜奈 ﾀｷﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根 5分46秒

62 2041 長嶋音羽 ﾊｶﾞｼﾏﾈﾈ 島根 中央小学校 5分46秒

63 2040 成相沙良 ﾅﾘｱｲｻﾗ 島根 母衣小学校 5分47秒
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64 2003 川上美夢 ｶﾜｶﾐﾐﾕ 島根 母衣小学校 5分47秒

65 2047 安達　一花 ｱﾀﾞﾁ ｲﾁｶ 島根 母衣小学校 5分47秒

66 2038 山田　唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分48秒

67 2060 二岡　莉乃 ﾌﾀｵｶ ﾘﾉ 島根 母衣小学校 5分49秒

68 2061 矢野　杏奈 ﾔﾉ ｱﾝﾅ 島根 津田小学校 5分49秒

69 2014 外山　葵 ﾄﾔﾏ ｱｵｲ 島根 5分49秒

70 2048 森下　芽依 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ 島根 5分53秒

71 2043 内部芽依 ｳﾁﾍﾞﾒｲ 島根 内中原小学校 5分55秒

72 2007 高田真子 ﾀｶﾀﾏｺ 島根 内中原小学校 5分55秒

73 2062 汐見　侑華 ｼｵﾐ ﾕｳｶ 島根 母衣小学校 5分55秒

74 2045 藤原　温花 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根 5分56秒

75 2006 大田沙也加 ｵｵﾀｻﾔｶ 島根 八雲小学校 5分59秒

76 2056 木本　華恩 ｷﾓﾄ ｶｵﾝ 島根 本庄小学校 6分17秒

77 2024 三島香織 ﾐｼﾏｶｵﾘ 島根 乃木 6分22秒

78 2012 三島奈々花 ﾐｼﾏﾅﾅｶ 島根 八雲小学校 6分36秒

79 2082 宮本 姫菜 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅ 島根 美保関小学校 6分47秒

80 2030 渡部志織 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｵﾘ 島根 松江養護学校 10分20秒

2/2


