
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 4069 小川 桃奈 ｵｶﾞﾜ ﾓﾅ 山口 3分59秒
2 4034 余村心愛 ﾖﾑﾗｺｺｱ 島根 島根小学校 3分59秒
3 4046 中島千波 ﾅｶｼﾏﾁﾅﾐ 島根 佐太小学校 4分00秒
4 4068 門脇 萌夏 ｶﾄﾞﾜｷ ﾓｶ 鳥取 4分03秒
5 4040 北窓沙羅 ｷﾀﾏﾄﾞｻﾗ 鳥取 米子陸上クラブ 4分04秒
6 4057 平井　舞 ﾋﾗｲ ﾏｲ 島根 出雲郷小学校 4分04秒

7 4031 高橋心愛 ﾀｶﾊｼｺｺｱ 島根 島根小学校 4分04秒

8 4016 石倉美月 ｲｼｸﾗﾐﾂｷ 島根 内中原小学校 4分10秒

9 4030 品川なのは ｼﾅｶﾞﾜﾅﾉﾊ 島根 島根小学校 4分12秒

10 4072 勝田 ひなぎ ｶｯﾀ ﾋﾅｷﾞ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分12秒

11 4003 多久和陽菜 ﾀｸﾜﾋﾅ 島根 伊野小学校 4分14秒

12 4017 今井　凪 ｲﾏｲ ﾅｷﾞ 島根 4分17秒

13 4002 門脇花音 ｶﾄﾞﾜｷｶﾉﾝ 島根 伊野小学校 4分18秒

14 4048 石原海愛 ｲｼﾊﾗｳｳｱ 島根 佐太小学校 4分22秒

15 4056 井上　せせら ｲﾉｳｴ ｾｾﾗ 島根 鹿島東小学校 4分23秒

16 4011 鵜飼芽生 ｳｶｲﾒｲ 島根 古志原小学校 4分24秒

17 4058 角田　逢月 ｽﾐﾀ ｱﾂﾞｷ 島根 法吉小学校 4分25秒

18 4018 松本絢音 ﾏﾂﾓﾄｱﾔﾈ 島根 内中原小学校 4分29秒

19 4063 深田 実伶 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 島根 宍道小学校 4分30秒

20 4020 古藤桜華 ｺﾄｳﾓﾓｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分30秒

21 4041 武田栞奈 ﾀｹﾀﾞｶﾝﾅ 島根 4分31秒

22 4042 佐々木陽香 ｻｻｷﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分31秒

23 4009 大野和生 ｵｵﾉｶｽﾞｷ 島根 法吉小学校 4分31秒

24 4027 伊藤瑠那 ｲﾄｳﾙﾅ 島根 内中原小学校 4分33秒

25 4049 江藤　莉吏花 ｴﾄｳ ﾘﾘﾅ 島根 宍道小学校 4分34秒

26 4012 大森涼音 ｵｵﾓﾘｽｽﾞﾈ 島根 内中原小学校 4分35秒

27 4007 井川彩音 ｲｶﾞﾜｱﾔﾈ 島根 乃木小学校 4分35秒

28 4014 川岸千紘 ｶﾜｷﾞｼﾁﾋﾛ 島根 持田小学校 4分35秒

29 4066 牧野 希琴 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 島根 古志原小学校 4分37秒

30 4029 村井彩音 ﾑﾗｲｱﾔﾈ 島根 古志原小学校 4分40秒

31 4023 佐藤綾佳 ｻﾄｳｱﾔｶ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分41秒

32 4044 中士代愛梨 ﾁｭｳｼﾀﾞｲｴﾘ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分42秒

33 4001 新井杏和華 ﾆｲｲｱｵｶ 島根 岐久小学校 4分43秒

34 4015 坂本梨緒 ｻｶﾓﾄﾘｵ 島根 津田小学校 4分44秒

35 4019 本常友楽 ﾓﾄﾂﾈﾕﾗ 島根 乃木小学校 4分46秒

36 4062 堀内 萌々子 ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｺ 島根 Ｇスカウト松江 4分47秒

37 4073 奥田 ほのか ｵｸﾀﾞ ﾎﾉｶ 島根 津田小学校 4分48秒

38 4032 朝倉莉乃 ｱｻｸﾗﾘﾉ 島根 島根小学校 4分49秒

39 4026 尾添知暁 ｵｿﾞｴﾁｱｷ 島根 八雲小学校 4分50秒

40 4021 岩田美槻 ｲﾜﾀﾐﾂｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分50秒

41 4036 木原麻緒 ｷﾊﾗﾏｵ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 4分50秒

42 4006 本江向日葵 ﾓﾄｴﾋﾅﾀ 島根 乃木小学校 4分51秒

43 4008 広山　舞 ﾋﾛﾔﾏ ﾏｲ 島根 法吉小学校 4分51秒

44 4022 小畑桜香 ｵﾊﾞﾀﾊﾙｶ 島根 八束学園 4分52秒

45 4053 須山　美海 ｽﾔﾏ ﾐﾐ 島根 美保関小学校 4分52秒

46 4010 松下望乃 ﾏﾂｼﾀﾉﾉ 島根 母衣小学校 4分59秒

47 4050 吉永　涼音 ﾖｼﾅｶﾞ ｽｽﾞﾈ 島根 生馬バレーボールクラブ 4分59秒

48 4039 森本希羅 ﾓﾘﾓﾄｷﾗ 島根 出雲郷小学校 4分59秒

49 4005 寺田理華 ﾃﾗﾀﾞﾘｶ 島根 神戸川小学校 5分02秒

50 4035 木原麻維 ｷﾊﾗﾏｲ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分02秒

51 4004 北野華子 ｷﾀﾉﾊﾅｺ 島根 島根小学校 5分07秒

52 4025 戸﨑優菜 ﾄｻﾞｷﾕｳﾅ 島根 鹿島東小学校 5分09秒

53 4024 佐野真麻 ｻﾉﾏｱｻ 島根 島根小学校 5分09秒

54 4047 新田佑菜 ﾆｯﾀﾕﾅ 島根 出雲郷小学校 5分10秒

55 4071 沖原 なな ｵｷﾊﾗ ﾅﾅ 島根 5分10秒

56 4038 上山愛加 ｳｴﾔﾏｱｲｶ 島根 島根小学校 5分11秒

57 4061 野口 菜々 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ 島根 能義小学校 5分14秒

58 4013 田中羽菜 ﾀﾅｶﾊﾅ 島根 内中原小学校 5分22秒

59 4065 松浦 すみれ ﾏﾂｳﾗ ｽﾐﾚ 島根 乃木小学校 5分22秒

60 4028 土江菜央 ﾂﾁｴﾅﾅｵ 島根 宍道小学校 5分26秒

61 4037 上山日菜 ｳｴﾔﾏﾋﾅ 島根 島根小学校 5分31秒

62 4043 野田あぐり ﾉﾀﾞｱｸﾞﾘ 島根 ガールスカウト松江 5分52秒

63 4054 松岡　汐音 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾈ 島根 ガールスカウト松江 5分52秒
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64 4067 松崎 陽依 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾖﾘ 島根 内中原小学校 5分52秒

65 4070 三島 なほか ﾐｼﾏ ﾅﾎｶ 島根 6分12秒

66 4045 井下美恵 ｲﾉｼﾀﾐｴ 島根 美保関小学校 6分50秒
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