
第38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 4016 藤村 心優花 フジムラ ミユカ 広島 ＣＨＡＳＫＩ 3:57
2 4033 島本姫夏 シマモトヒナツ 島根 本庄ブルーウェーブ 3:59
3 4035 内田美空良 ウチダミソラ 島根 本庄ブルーウェーブ 3:59
4 4008 梶野　杏南 ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根 法吉小学校 3:59
5 4034 門脇美月 カドワキミヅキ 島根 本庄ブルーウェーブ 4:01
6 4036 麻田美翔 アサダミカ 鳥取 三朝AC 4:03

7 4037 米田真央 ヨネダマオ 鳥取 三朝AC 4:05

8 4024 吉田 夏嬉 ヨシダ ナツキ 鳥取 河崎小学校 4:09

9 4056 常松世名 ツネマツセナ 島根 津田小学校 4:09

10 4032 江角結妃 エスミユウキ 島根 本庄ブルーウェーブ 4:11

11 4046 福永野乃 フクナガノノ 島根 八雲スターウォーカーズ 4:13

12 4019 小笠原 遥 オガサワラ ハルカ 島根 いわみＡＣ 4:15

13 4022 石上 日彩 イシガミ ヒイロ 鳥取 大山陸上 4:16

14 4041 林原心花 ハヤシバラミハナ 鳥取 米子陸上クラブ 4:16

15 4038 井上葵花 イノウエキカ 鳥取 弓ヶ浜小学校 4:17

16 4011 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4:18

17 4025 藤田 芽衣 フジタ メイ 島根 古志原小学校 4:19

18 4029 福島幸歩 フクシマサチホ 島根 雑賀小学校 4:22

19 4047 藤原瑠南 フジハラルナ 島根 八雲スターウォーカーズ 4:24

20 4028 福新啓恵 フクシンケエ 島根 竹矢小学校 4:25

21 4044 小林優那 コバヤシユナ 島根 古志原小学校 4:28

22 4009 岡田　和華 ｵｶﾀﾞ ﾜｶ 島根 津田キャリッド 4:29

23 4021 中村 仁香 ナカムラ ニコ 鳥取 大山陸上 4:30

24 4002 平井美優 ヒライミユ 鳥取 米子陸上クラブ 4:30

25 4051 三角真心 ミスミマコ 島根 生馬小学校 4:32

26 4001 遠藤真輝 エンドウマキ 島根 母里小学校 4:35

27 4059 藤田愛歌 フジタウタ 島根 4:35

28 4031 前　萌乃 マエ　モエノ 島根 古志原小学校 4:36

29 4039 石原芽依 イシハラメイ 島根 八雲小学校 4:37

30 4061 長田唯杏 ナガタユアン 島根 古志原小学校 4:39

31 4004 森田有紀 モリタユキ 島根 内中原小学校 4:40

32 4048 髙尾里実 タカオサトミ 島根 乃木小学校 4:41

33 4023 頼田 陽菜里 ヨリタ ヒナリ 鳥取 啓成小学校 4:42

34 4060 日野果凛 ヒノカリン 島根 古志原小学校 4:45

35 4015 錦織 まひろ ニシコオリ マヒロ 島根 斐川ＡＣ 4:46

36 4014 松田 一花 マツダ イチカ 兵庫 北浜ＪＲＣ 4:47

37 4005 岡村更紗 オカムラサラサ 島根 雑賀小学校 4:48

38 4012 渡辺　すみれ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐﾚ 島根 津田キャリッド 4:53

39 4026 曽田涼花 ソタリョウカ 島根 東小学校 4:55

40 4049 村上和花 ムラカミワカ 島根 津田小学校 4:56

41 4006 青山陽香 アオヤマハルカ 島根 持田小学校 4:58

42 4045 大倉美憂 オオクラミウ 島根 古志原小学校 4:59

43 4030 園山詩乃 ソノヤマウタノ 島根 津田小学校 5:02

44 4043 須藤美鈴 ストウミスズ 島根 中央小学校 5:02

45 4017 永江 ともか ナガエ トモカ 島根 来待小学校 5:05

46 4040 渡部夏羽 ワタナベナツハ 島根 意東小学校 5:08

47 4054 持田花稟 モチダカリン 島根 古志原小学校 5:09

48 4003 青戸翠音 アオトスイネ 島根 古志原小学校 5:10

49 4010 山縣　未空 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｸ 島根 5:14

50 4052 金森ひなた カナモリヒナタ 島根 乃木小学校 5:14

51 4058 錦織七菜子 ニシコオリナナコ 島根 忌部小学校 5:15

52 4057 古川紗羽 フルカワサワ 島根 内中原小学校 5:18

53 4013 岸本　千花歩 ｷｼﾓﾄ ﾁｶﾎ 島根 中央小学校 5:20

54 4007 山口莉央 ヤマグチリオ 島根 持田小学校 5:21

55 4055 野村由月 ノムラユヅキ 島根 母衣小学校 5:22

56 4042 細田菜月 ホソダナツキ 島根 古志原小学校 5:41

57 4027 芹澤友里 セリザワユリ 島根 持田小学校 5:41
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