
第39回まつえレディースハーフマラソン
 Ⅱ部10km女子（40歳代の部）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 7401 松本 華奈 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ 島根 松江陸上クラブ 42分15秒
2 7422 吉元 晶子 ﾖｼﾓﾄ ｱｷｺ 鳥取 46分54秒
3 7438 若槻　淳子 ﾜｶﾂｷ ｼﾞｭﾝｺ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 50分33秒
4 7413 関根 真紀子 ｾｷﾈ ﾏｷｺ 東京 51分42秒
5 7439 青山　奈津子 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｺ 島根 52分01秒
6 7411 中村 加枝 ﾅｶﾑﾗ ｶｴ 島根 53分41秒

7 7436 足立　聡子 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄｺ 島根 54分18秒

8 7425 遠藤 貴子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｺ 鳥取 54分31秒

9 7408 中祖 葉子 ﾅｶｿ ﾖｳｺ 兵庫 54分38秒

10 7424 島田 由貴 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 神奈川 54分58秒

11 7414 谷村 奈津子 ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾂｺ 島根 たにむら内科クリニック 55分47秒

12 7435 杉田　千苗 ｽｷﾞﾀ ﾁﾅｴ 神奈川 57分14秒

13 7409 細田 淳子 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 57分15秒

14 7432 勝部 敦子 ｶﾂﾍﾞ ｱﾂｺ 島根 奥出雲町職 57分19秒

15 7426 久保田 美穂 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎ 島根 57分24秒

16 7404 山根 みゆき ﾔﾏﾈ ﾐﾕｷ 島根 57分26秒

17 7437 坂本　美和 ｻｶﾓﾄ ﾐﾜ 島根 57分41秒

18 7441 木村　恵 ｷﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 島根 おやこ劇場松江センター 58分09秒

19 7442 髙橋　朋子 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｺ 島根 58分45秒

20 7410 鷲森 聡美 ﾜｼﾓﾘ ｻﾄﾐ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 58分57秒

21 7431 田中 友紀 ﾀﾅｶ ﾕｷ 島根 59分33秒

22 7428 西山 由美子 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐｺ 神奈川 59分55秒

23 7416 林原 あすみ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｱｽﾐ 鳥取 1時間00分19秒

24 7430 松浦 香代子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾖｺ 島根 山陰ランクラブ／島根県庁 1時間00分21秒

25 7427 河本 圭子 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｺ 島根 1時間00分43秒

26 7415 嘉儀 奈美子 ｶｷﾞ ﾅﾐｺ 島根 1時間00分44秒

27 7407 池田 克子 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｺ 岡山 1時間01分36秒

28 7420 小澤 利恵子 ｵｻﾞﾜ ﾘｴｺ 東京都 1時間02分36秒

29 7423 橋本 喜子 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｺ 神奈川 1時間02分47秒

30 7405 永野 もえぎ ﾅｶﾞﾉ ﾓｴｷﾞ 島根 1時間03分53秒

31 7440 橘　志穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾎ 島根 1時間04分13秒

32 7406 小村 愛子 ｺﾑﾗ ｱｲｺ 鳥取 チーム白くま 1時間06分14秒

33 7434 仙田　五月 ｾﾝﾀﾞ ｻﾂｷ 島根 1時間06分17秒

34 7418 瓦間 貴子 ｶﾜﾗﾏ ﾀｶｺ 和歌山 1時間10分01秒

35 7402 花岡 真由美 ﾊﾅｵｶ ﾏﾕﾐ 島根 1時間10分43秒

36 7421 錦織 恵子 ﾆｼｷｵﾘ ｹｲｺ 島根 ブルーマリーン 1時間11分43秒

37 7412 遠藤 和恵 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｴ 神奈川 1時間19分37秒

38 7433 山根 寿子 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｺ 島根 1時間20分40秒
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