
第39回まつえレディースハーフマラソン
 Ⅱ部10km女子（39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 7002 高島　由香 ﾀｶｼﾏ ﾕｶ 東京 資生堂 32分29秒 大会新

2 7003 菊地　優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 北海道 ホクレン 32分49秒
3 7006 河辺　友依 ｶﾜﾍﾞ ﾕｲ 北海道 ホクレン 33分53秒
4 7007 寺島　優奈 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 北海道 ホクレン 34分18秒
5 7001 田山　満理 ﾀﾔﾏ ﾏﾘ 茨城 日立製作所 35分23秒
6 7008 田中 愛樹 ﾀﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 島根 平田高校 36分51秒

7 7010 野津　きなり ﾉﾂ ｷﾅﾘ 島根 平田高校 36分59秒

8 7017 塚本　美波 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 広島 広島県立高揚東高校 38分38秒

9 7022 小手川　紀名子 ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ 長崎 活水女子大学 39分22秒

10 7009 渡部　沙千 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ 島根 平田高校 40分06秒

11 7011 山本　春 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 島根 平田高校 40分33秒

12 7019 片寄　結衣 ｶﾀﾖｾ ﾕｲ 島根 出雲商業 41分33秒

13 7014 松本 真実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 広島 高陽東高等学校 41分42秒

14 7021 前田　流歌 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 徳島 島根大学 41分51秒

15 7012 角　夢子 ｽﾐ ﾕﾒｺ 島根 島根県立出雲高等学校 42分53秒

16 7020 高橋　ほたる ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾙ 島根 出雲商業高校 43分20秒

17 7016 加藤　琴乃 ｶﾄｳ ｺﾄﾉ 広島 広島県立高陽東高校 44分07秒

18 7013 山田 梨緒菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 広島 高陽東高等学校 45分00秒

19 7056 森澤 知奈 ﾓﾘｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 島根 45分21秒

20 7052 高田 佳代子 ﾀｶﾀ ｶﾖｺ 島根 46分30秒

21 7068 三村　マリ ﾐﾑﾗ ﾏﾘ 島根 46分52秒

22 7026 高井 名菜 ﾀｶｲ ﾅﾅ 島根 47分35秒

23 7061 宮木 ゆか ﾐﾔｷﾞ ﾕｶ 鳥取 48分33秒

24 7015 住金キャロル 亜弥 ｽﾐｶﾈｷｬﾛﾙ ｱﾔ 広島 高陽東高等学校 48分41秒

25 7042 山村 三恵 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｴ 島根 50分07秒

26 7032 鳥谷 香子 ﾄﾔ ｷｮｳｺ 島根 50分25秒

27 7033 勝部　愛子 ｶﾂﾍﾞ ｱｲｺ 島根 team u 50分48秒

28 7073 片石　厚子 ｶﾀｲｼ ｱﾂｺ 島根 51分32秒

29 7055 川上 麻美 ｶﾜｶﾐ ｱｻﾐ 鳥取 51分39秒

30 7058 上田 愛 ｳｴﾀﾞ ｱｲ 島根 ＨＴＫ　ＲＣ 53分56秒

31 7075 錦織　彩 ﾆｼｺｵﾘ ｱﾔ 島根 54分08秒

32 7063 松本 陽子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺ 鳥取 56分14秒

33 7040 清水　妃菜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 島根 56分16秒

34 7039 羽室　櫻子 ﾊﾑﾛ ｻｸﾗｺ 島根 56分16秒

35 7038 上田　栞奈 ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾅ 島根 56分17秒

36 7047 矢田 佳代 ﾔﾀﾞ ｶﾖ 島根 56分20秒

37 7074 小松原　久美子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 島根 57分13秒

38 7065 矢野 涼子 ﾔﾉ ﾘｮｳｺ 島根 チームマンモ 57分34秒

39 7071 石倉　真由美 ｲｼｸﾗ ﾏﾕﾐ 島根 山ガール八雲 57分47秒

40 7057 柏井 梨江 ｶｼﾜｲ ﾘｴ 島根 57分47秒

41 7050 門脇 朋子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓｺ 鳥取 58分03秒

42 7034 新宅　みゆき ｼﾝﾀｸ ﾐﾕｷ 島根 58分06秒

43 7036 寄高　千聖 ﾖﾘﾀｶ ﾁｻﾄ 広島 58分15秒

44 7035 竹ノ内　杏衣 ﾀｹﾉｳﾁ ｱｲ 広島 58分15秒

45 7031 池淵 菜穂 ｲｹﾌﾞﾁ ﾅﾎ 島根 59分27秒

46 7041 藤原 裕子 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳｺ 島根 59分36秒

47 7045 千原 優子 ﾁﾊﾗ ﾕｳｺ 島根 1時間00分28秒

48 7062 辻本 真由美 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾕﾐ 島根 1時間01分00秒

49 7046 又葉 徳子 ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ 島根 アニバナ×チームマンモ 1時間01分22秒

50 7028 山崎 眞美 ﾔﾏｻｷ ﾏﾐ 島根 まがたま荘 1時間01分48秒

51 7053 高橋 加奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 東京 1時間03分49秒

52 7029 野口 詩織 ﾉｸﾞﾁ ｼｵﾘ 島根 出雲造機走る会 1時間04分13秒

53 7054 齊田 周子 ｻｲﾀﾞ ｼｭｳｺ 島根 ＪＡしまね 1時間04分24秒

54 7067 西村 典恵 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｴ 島根 1時間05分59秒

55 7025 福島 貴代美 ﾌｸｼﾏ ｷﾖﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 1時間10分28秒

56 7064 ピオラ エルマニア ﾋﾟｵﾗ ｴﾙﾏﾆｱ 島根 1時間12分46秒
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