
第39回まつえレディースハーフマラソン
 Ⅲ部ジョギング結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 9206 嘉本　容己 ｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 島根 松江市立第四中学校 10分39秒
2 9536 曳野　颯真 ﾋｷﾉ ｿｳﾏ 島根 松江北高等学校 10分43秒
3 9319 加藤　小雪 ｶﾄｳ ｺﾕｷ 島根 仁多中学校 10分54秒
4 9242 加藤　蒼梧 ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 島根 松江第二中学校 10分58秒
5 9462 星野　直輝 ﾎｼﾉ ﾅｵｷ 島根 松江第二中学校 11分13秒
6 9360 木村　虎太郎 ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 島根 11分22秒

7 9232 藤原　隆星 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 島根 雲南市立掛合中学校 11分23秒

8 9320 加藤　美咲 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 島根 仁多中学校 11分33秒

9 9101 大櫃 快生 ｵｵﾋﾞﾂ ｶｲｾｲ 鳥取 アスリート米子 11分37秒

10 9584 白石　翔太 ﾊｸｲｼ ｼｮｳﾀ 島根 松江市立湖北中学校 11分48秒

11 9362 長野　翔馬 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾏ 島根 松江市立第四中学校 11分48秒

12 9089 宮崎 悠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙ 兵庫 11分49秒

13 9121 森脇 恵太 ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 島根 美保関中学校 11分53秒

14 9326 細井　星志 ﾎｿｲ ｾｲｼﾞ 島根 八雲スターウォーカーズ 12分04秒

15 9494 長野　敬 ﾅｶﾞﾉ ｹｲ 島根 湖北中学校 12分05秒

16 9166 福田　惺也 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 島根 内中原Bee Magic 12分15秒

17 9639 梶野　南翔 ｶｼﾞﾉ ﾐﾅﾄ 島根 12分18秒

18 9165 浅田　雅春 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 島根 12分22秒

19 9085 谷村 萌人 ﾀﾆﾑﾗ ﾓｴﾄ 島根 松江市立城北小学校 12分22秒

20 9358 内藤　悠喜 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 島根 川津小学校 12分31秒

21 9331 岡田　伊吹 ｵｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 島根 松江市立玉湯小学校 12分33秒

22 9079 尾原 周太 ｵﾊﾞﾗ ｼｭｳﾀ 島根 内中原小学校 12分36秒

23 9445 田淵　遥子 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｺ 島根 湖北ファイターズ 12分42秒

24 9428 多久和　雅人 ﾀｸﾜ ﾏｻﾄ 島根 （株）サピイ 12分45秒

25 9163 奥村　一惺 ｵｸﾑﾗ ｲｯｾｲ 島根 内中原Bee Magic 12分51秒

26 9640 村松　真彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋｺ 島根 12分53秒

27 9152 権代　虎太朗 ｺﾞﾝﾀﾞｲ ｺﾀﾛｳ 島根 12分53秒

28 9182 石原　孔明 ｲｼﾊﾗ ｺｳﾒｲ 島根 内中原Bee Magic 12分55秒

29 9517 松浦　健真 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｼﾝ 島根 湖北中学校 13分01秒

30 9247 森　心菜 ﾓﾘ ｺｺﾅ 島根 内中原小学校 13分02秒

31 9350 日下　優希 ｸｻｶ ﾕｳｷ 島根 13分03秒

32 9259 土江　莉子 ﾂﾁｴ ﾘｺ 島根 松江市立第一中学校 13分03秒

33 9384 原田　結丞 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 島根 松江市立第一中学校 13分04秒

34 9437 川上　小雪 ｶﾜｶﾐ ｺﾕｷ 島根 東出雲中学校 13分04秒

35 9151 三成　優 ﾐﾅﾘ ﾕﾀｶ 島根 13分06秒

36 9006 花岡 大輝 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｷ 島根 ふなつきFC 13分07秒

37 9250 久保田　琉斗 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 島根 城東ふなつきFC 13分09秒

38 9220 植田　陽詩 ｳｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 島根 内中原スマイルズ 13分15秒

39 9150 中山　智徳 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 島根 13分16秒

40 9251 土谷　三徳 ﾂﾁﾀﾆ ﾐﾉﾘ 島根 13分18秒

41 9565 小林　隆志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 島根 玉湯中学校 13分18秒

42 9407 田村　誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 島根 13分20秒

43 9159 三代　隼矢 ﾐｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 島根 城東ふなつきFC 13分23秒

44 9175 井上　稜惺 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｾｲ 島根 内中原Bee Magic 13分24秒

45 9104 奥原 咲希 ｵｸﾊﾗ ｻｷ 島根 内中原スマイルズ 13分24秒

46 9283 越野　りほ ｺｼﾉ ﾘﾎ 島根 東出雲中学校 13分25秒

47 9122 森脇 美生 ﾓﾘﾜｷ ﾐﾅ 島根 美保関小学校 13分27秒

48 9598 千賀　ヒロノリ ｾﾝｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 島根 13分30秒

49 9171 原田　満 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 島根 内中原Bee Magic 13分31秒

50 9594 野津　貴信 ﾉﾂ ﾀｶﾉﾌﾞ 島根 松江東高校 13分31秒

51 9176 奥原　拓眞 ｵｸﾊﾗ ﾀｸﾏ 島根 内中原Bee Magic 13分32秒

52 9406 岡田　和華 ｵｶﾀﾞ ﾜｶ 島根 津田キャリッド 13分32秒

53 9001 川上 めい ｶﾜｶﾐ ﾒｲ 島根 出雲市立第一中学校 13分33秒

54 9084 山根 友作 ﾔﾏﾈ ﾕｳｻｸ 島根 城東ふなつきＦＣ 13分34秒

55 9179 松崎　優陽 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾋ 島根 内中原Bee Magic 13分36秒

56 9433 坪内　友平 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾍｲ 島根 城北小学校 13分37秒

57 9470 荒木　大河 ｱﾗｷ ﾀｲｶﾞ 島根 松江一中 13分38秒

58 9196 井上　湊天 ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ 島根 内中原Bee Magic 13分39秒

59 9599 足立　照彦 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 鳥取 13分39秒

60 9438 松尾　俊来 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ 島根 松江市立第一中学校 13分46秒

61 9033 深田 裕 ﾌｶﾀﾞ ﾕﾀｶ 島根 サンレイズ 13分47秒

62 9533 永江　ゆうか ﾅｶﾞｴ ﾕｳｶ 島根 宍道中学校 13分51秒

63 9185 土居　俊也 ﾄﾞｲ ﾄｼﾔ 島根 内中原Bee Magic 13分53秒
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64 9105 安藤 優名 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 鳥取 加茂小学校 13分53秒

65 9352 勝田　慎司 ｶﾂﾀ ｼﾝｼﾞ 島根 母衣小教員ＡＣ 13分55秒

66 9469 佐佐木　恵音 ｻｻｷ ｹｲﾄ 島根 城東ふなつきフットボールクラブ 13分57秒

67 9272 中川　周 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 島根 附属中学校 13分57秒

68 9488 梅木　琢磨 ｳﾒｷ ﾀｸﾏ 島根 美保関小学校 13分58秒

69 9111 母里 一真 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 島根 城東ふなつきＦＣ 14分00秒

70 9118 高橋 希良 ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 島根 14分01秒

71 9338 山口　祥弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 島根 松江養護学校 14分05秒

72 9466 御神本　心晴 ﾐｶﾓﾄ ｺﾊﾙ 島根 城北ビクトリーズ 14分05秒

73 9184 安部　照 ｱﾍﾞ ｼｮｳ 島根 内中原Bee Magic 14分06秒

74 9378 松崎　佑香 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｶ 島根 城北ビクトリーズ 14分08秒

75 9399 狩野　大誠 ｶﾘﾉ ﾀｲｾｲ 島根 松江市立第一中学校 14分09秒

76 9373 松田　僚介 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 島根 城北ビクトリーズ 14分11秒

77 9382 三島　恵美子 ﾐｼﾏ ｴﾐｺ 島根 ジョイフルフィットネスクラブ 14分13秒

78 9447 岩倉　那知 ｲﾜｸﾗ ﾅﾁ 島根 湖北ファイターズ 14分15秒

79 9008 平田 千聖 ﾋﾗﾀ ﾁｻﾄ 島根 城東ふなつきFC 14分15秒

80 9625 中倉　海斗 ﾅｶｸﾗ ｶｲﾄ 島根 松江西高等学校 14分15秒

81 9448 吉岡　夏 ﾖｼｵｶ ﾅﾂ 島根 湖北ファイターズ 14分15秒

82 9221 大草　絢菜 ｵｵｸｻ ｱﾔﾅ 島根 内中原スマイルズ 14分16秒

83 9459 三島　詩織 ﾐｼﾏ ｼｵﾘ 島根 津田キャリッド 14分17秒

84 9354 板倉　海里 ｲﾀｸﾗ ｶｲﾘ 島根 出雲郷小学校 14分23秒

85 9483 森脇　柊 ﾓﾘﾜｷ ｼｭｳ 島根 古江小学校 14分24秒

86 9065 錦織 裕介 ﾆｼｺﾘ ﾕｳｽｹ 島根 14分24秒

87 9400 舩木　哲永 ﾌﾅｷ ｱｷﾄ 島根 松江市立城北小学校 14分26秒

88 9634 梶谷　良和 ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼｶｽﾞ 島根 古江小学校 14分26秒

89 9504 木原　みりあ ｷﾊﾗ ﾐﾘｱ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 14分26秒

90 9535 金井　秀太 ｶﾅｲ ｼｭｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 14分29秒

91 9172 川本　暖 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙ 島根 14分30秒

92 9194 奥村　颯士 ｵｸﾑﾗ ｿｳｼ 島根 内中原Bee Magic 14分30秒

93 9521 木原　麻緒 ｷﾊﾗ ﾏｵ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 14分30秒

94 9167 福田　陽大 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾀ 島根 内中原Bee Magic 14分33秒

95 9522 木原　麻維 ｷﾊﾗ ﾏｲ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 14分34秒

96 9168 中筋　將 ﾅｶｽｼﾞ ｼｮｳ 島根 内中原Bee Magic 14分35秒

97 9481 多久和　寿弥 ﾀｸﾜ ﾄｼﾔ 島根 古江小学校 14分37秒

98 9520 木原　麻結 ｷﾊﾗ ﾏﾕ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 14分38秒

99 9387 金織　壱麒 ｶﾅｵﾘ ｲｯｷ 島根 意東小学校 14分38秒

100 9529 石川　雄司 ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 島根 14分39秒

101 9157 橋本　康祐 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 島根 城西レッドスターズ 14分40秒

102 9621 上山　奨天 ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ 島根 乃木小学校 14分41秒

103 9638 梶野　杏南 ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 島根 14分41秒

104 9099 川岡 琢磨 ｶﾜｵｶ ﾀｸﾏ 島根 内中原小学校 14分42秒

105 9444 中村　凪 ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞ 島根 湖北ファイターズ 14分42秒

106 9246 伊藤　瑠那 ｲﾄｳ ﾙﾅ 島根 内中原小学校 14分44秒

107 9043 溝口 佐希子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻｷｺ 兵庫 14分45秒

108 9334 立花　茉愛 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾅ 島根 嵩の森バレーボールクラブ 14分46秒

109 9410 山内　利洋 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾋﾛ 島根 14分46秒

110 9416 錦織　遥 ﾆｼｺｵﾘ ﾊﾙｶ 島根 湖北ファイターズ 14分46秒

111 9078 細木 蒼一 ﾎｿｷﾞ ｿｳｲﾁ 島根 14分46秒

112 9439 佐藤　優莉 ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 島根 湖北ファイターズ 14分46秒

113 9449 眞田　莉奈 ｻﾅﾀﾞ ﾘﾅ 島根 湖北ファイターズ 14分46秒

114 9398 藤井　利州 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｸﾆ 島根 14分47秒

115 9442 橋本　侑奈 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾅ 島根 湖北ファイターズ 14分49秒

116 9642 安部　千春 ｱﾍﾞ ﾁﾊﾙ 島根 14分52秒

117 9308 細田　訓子 ﾎｿﾀﾞ ﾉﾘｺ 島根 14分53秒

118 9202 奥村　泉俐 ｵｸﾑﾗ ｾﾝﾘ 島根 内中原Bee Magic 14分54秒

119 9187 松原　倖太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 島根 内中原Bee Magic 14分55秒

120 9266 佐伯　彩悠 ｻｴｷ ｱﾔﾄ 島根 内中原小学校 14分57秒

121 9505 小前　航太 ｺﾏｴ ｺｳﾀ 島根 城北 14分57秒

122 9361 長野　芙香 ﾅｶﾞﾉ ﾌｳｶ 島根 島根県立松江商業高等学校 14分57秒

123 9154 金山　遙斗 ｶﾅﾔﾏ ﾊﾙﾄ 島根 持田小学校 14分57秒

124 9389 金織　琉羽 ｶﾅｵﾘ ﾙｳ 島根 東出雲中学校 14分58秒

125 9464 築道　莉奈 ﾂｲﾄﾞｳ ﾘﾅ 島根 城北ビクトリーズ 14分58秒

126 9374 竹下　真未 ﾀｹｼﾀ ﾏﾐ 島根 城北ビクトリーズ 14分58秒
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127 9290 服部　新太 ﾊｯﾄﾘ ｱﾗﾀ 島根 城北小学校 14分58秒

128 9222 富田　倖生 ﾄﾐﾀ ｻｷ 島根 内中原スマイルズ 15分00秒

129 9155 大野　颯太 ｵｵﾉ ｿｳﾀ 島根 内中原Bee Magic 15分00秒

130 9048 渡野 亮 ﾜﾀﾉ ﾘｮｳ 島根 ラン・ラン・ら～ん 15分03秒

131 9195 奈良井　賢心 ﾅﾗｲ ｹﾝｼﾝ 島根 内中原Bee Magic 15分05秒

132 9226 橋本　柚稀 ﾊｼﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 島根 内中原スマイルズ 15分09秒

133 9628 光川　泰三 ﾐﾂｶﾜ ﾀｲｿﾞｳ 島根 住まいの縁結び 15分14秒

134 9629 光川　知斗 ﾐﾂｶﾜ ｶｽﾞﾄ 島根 乃木小学校 15分15秒

135 9271 中川　修一 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 島根 15分15秒

136 9223 木村　日向 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ 島根 内中原スマイルズ 15分18秒

137 9090 幡垣 航大 ﾊﾀｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 島根 佐太小学校 15分18秒

138 9532 永江　亘 ﾅｶﾞｴ ﾜﾀﾙ 島根 15分20秒

139 9180 福本　和生 ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 島根 内中原Bee Magic 15分20秒

140 9463 山本　楓花 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 島根 津田キャリッド 15分22秒

141 9293 中沢　佳亮 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 島根 15分22秒

142 9460 熊野　陸 ｸﾏﾉ ﾘｸ 島根 城東ＦＣ 15分23秒

143 9419 吾郷　利宏 ｱｺﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 島根 15分25秒

144 9227 繁浪　夏凛 ｼｹﾞﾅﾐ ｶﾘﾝ 島根 内中原スマイルズ 15分25秒

145 9230 橘　慶一朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｲﾁﾛｳ 島根 八束学園 15分25秒

146 9307 佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 大阪 15分26秒

147 9477 福田　莉子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 島根 津田キャリッド 15分27秒

148 9480 伊藤　織都 ｲﾄｳ ｵﾄ 島根 津田キャリッド 15分27秒

149 9035 坂根 ゆかり ｻｶﾈ ﾕｶﾘ 島根 15分30秒

150 9215 永見　那樹 ﾅｶﾞﾐ ﾅﾂｷ 島根 乃木小学校 15分30秒

151 9216 永見　寛之 ﾅｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 島根 15分32秒

152 9191 原　颯汰 ﾊﾗ ｿｳﾀ 島根 内中原Bee Magic 15分32秒

153 9365 長瀬　雅史 ﾅｶﾞｾ ﾏｻﾌﾐ 島根 15分33秒

154 9224 高野　歩 ﾀｶﾉ ｱﾕﾐ 島根 内中原スマイルズ 15分33秒

155 9423 陶山　結生 ｽﾔﾏ ﾕｲ 島根 松江市立乃木小学校 15分33秒

156 9192 藤井　良太 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 島根 内中原Bee Magic 15分34秒

157 9248 野津　颯志 ﾉﾂ ｿｳｼ 島根 内中原小学校 15分36秒

158 9509 中尾　胡奈 ﾅｶｵ ｺﾅ 島根 松江市立第二中学校 15分36秒

159 9131 三成　亮 ﾐﾅﾘ ﾘｮｳ 島根 15分37秒

160 9377 松田　明寿咲 ﾏﾂﾀﾞ ｱｽﾞｻ 島根 城北ビクトリーズ 15分38秒

161 9379 林　美空 ﾊﾔｼ ﾐｸ 島根 城北ビクトリーズ 15分38秒

162 9169 坂田　一真 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾏ 島根 内中原Bee Magic 15分39秒

163 9294 松原　結子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｺ 島根 内中原小学校 15分39秒

164 9385 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 島根 15分40秒

165 9472 鹿島　弓子 ｶｼﾏ ﾕﾐｺ 島根 15分40秒

166 9007 安部 雅樹 ｱﾍﾞ ﾏｻｷ 島根 15分41秒

167 9270 大草　優月 ｵｵｸｻ ﾕﾂﾞｷ 島根 内中原小学校 15分41秒

168 9452 井原　悠貴 ｲﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 島根 松江市立内中原小学校 15分42秒

169 9386 佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 島根 内中原小学校 15分43秒

170 9623 多久和　悠成 ﾀｸﾜ ﾕｳｾｲ 島根 古江小学校 15分46秒

171 9003 成瀬 心奏 ﾅﾙｾ ﾐｶﾅ 島根 城北小学校 15分47秒

172 9537 濱崎　佑晟 ﾊﾏｻｷ ﾕｳｾｲ 島根 古江小学校 15分47秒

173 9432 赤名　遼人 ｱｶﾅ ﾊﾙﾄ 島根 奥出雲町立布勢小学校 15分48秒

174 9542 野村　陽世 ﾉﾑﾗ ﾋﾖ 島根 松江市立第二中学校 15分48秒

175 9624 中倉　悠斗 ﾅｶｸﾗ ﾕｳﾄ 島根 古江小学校 15分49秒

176 9236 伊藤　朱璃 ｲﾄｳ ｼｭﾘ 島根 内中原小学校　スマイルズ 15分50秒

177 9024 立石 実 ﾀﾃｲｼ ﾐﾉﾙ 島根 15分52秒

178 9534 吉田　和子 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｺ 島根 15分53秒

179 9243 水津　寛樹 ｽｲｽﾞ ﾋﾛｷ 島根 15分53秒

180 9238 青戸　唯來 ｱｵﾄ ﾕﾗ 島根 内中原スマイルズ 15分57秒

181 9397 野津　勇矢 ﾉﾂ ﾕｳﾔ 島根 15分59秒

182 9241 門脇　智子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓｺ 島根 15分59秒

183 9125 野津　明久 ﾉﾂ ｱｷﾋｻ 島根 15分59秒

184 9495 安立　正人 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ 島根 ランナーズハイ 16分00秒

185 9161 山根　悠 ﾔﾏﾈ ﾕｳ 島根 城西レッドスターズ 16分04秒

186 9113 上田 凛玖 ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 島根 古志原小学校 16分05秒

187 9474 鹿島　萌楓 ｶｼﾏ ﾓｴｶ 島根 津田小学校 16分07秒

188 9103 川邉 幸 ｶﾜﾍﾞ ﾕｷ 鳥取 米子市立福米中学校 16分08秒

189 9278 足立　夢翔 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾒﾄ 島根 城北小学校 16分09秒
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190 9347 内田　葵大 ｳﾁﾀﾞ ｱｵﾀ 島根 城北小学校 16分09秒

191 9405 山﨑　直哉 ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾔ 島根 城東ふなつきFC 16分10秒

192 9590 來海　洪貴 ｷﾏﾁ ｺｳｷ 島根 城北小学校 16分10秒

193 9064 高橋 のはら ﾀｶﾊｼ ﾉﾊﾗ 島根 16分11秒

194 9051 永田 裕佳 ﾅｶﾞﾀ ﾕｶ 島根 まがたま荘 16分11秒

195 9506 小前　昇太 ｺﾏｴ ｼｮｳﾀ 島根 城北 16分11秒

196 9285 細田　晃佑 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｽｹ 島根 乃木小学校 16分14秒

197 9234 吉井　達哉 ﾖｼｲ ﾀﾂﾔ 島根 古志原小学校 16分14秒

198 9525 永島　桃花 ﾅｶﾞｼﾏ ﾓﾓｶ 島根 津田キャリッド 16分15秒

199 9404 吉岡　鈴菜 ﾖｼｵｶ ｽｽﾞﾅ 島根 津田キャリッド 16分15秒

200 9518 成相　匠 ﾅﾘｱｲ ｼｮｳ 島根 16分16秒

201 9482 多久和　恵 ﾀｸﾜ ﾒｸﾞﾐ 島根 16分16秒

202 9514 吉田　恭二 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 島根 16分19秒

203 9515 吉田　晄大 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 島根 生馬小学校 16分19秒

204 9225 高野　兼夫 ﾀｶﾉ ｶﾈｵ 広島 広島マスターズ 16分20秒

205 9309 飯野　想汰 ｲｲﾉ ｿｳﾀ 島根 城東ふなつきFC 16分22秒

206 9501 渡部　耀太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 島根 乃木小学校 16分25秒

207 9510 金村　利加 ｶﾈﾑﾗ ﾘｶ 島根 16分25秒

208 9611 土江　隆雄 ﾂﾁｴ ﾀｶｵ 島根 16分27秒

209 9368 八田　沙也 ﾊｯﾀ ｻﾔ 島根 城北ビクトリーズ 16分29秒

210 9097 中村 優樹 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 島根 松江市立母衣小学校 16分30秒

211 9164 佐々木　樹 ｻｻｷ ｲﾂｷ 島根 乃木小学校 16分32秒

212 9190 米原　涼佑 ﾖﾈﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 島根 内中原Bee Magic 16分34秒

213 9607 川西　理人 ｶﾜﾆｼ ﾘﾄ 島根 津田小学校 16分34秒

214 9127 原　浩太 ﾊﾗ ｺｳﾀ 島根 16分35秒

215 9288 石倉　もも華 ｲｼｸﾗ ﾓﾓｶ 島根 八雲小学校 16分36秒

216 9541 野村　恭一 ﾉﾑﾗ ｷｮｳｲﾁ 島根 16分36秒

217 9604 川西　融 ｶﾜﾆｼ ﾄｵﾙ 島根 16分37秒

218 9289 門脇　梨香 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｺ 島根 16分37秒

219 9622 石倉　和文 ｲｼｸﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 島根 16分43秒

220 9233 柳　まゆみ ﾔﾅｷﾞ ﾏﾕﾐ 島根 16分43秒

221 9543 山本　修也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ 島根 城北小学校 16分44秒

222 9636 梶野　綾子 ｶｼﾞﾉ ｱﾔｺ 島根 16分44秒

223 9310 曳野　真知子 ﾋｷﾉ ﾏﾁｺ 島根 16分46秒

224 9311 山根　稚香 ﾔﾏﾈ ﾁｶ 島根 16分46秒

225 9609 小山　鉄生 ｺﾔﾏ ﾃｯｼｮｳ 島根 乃木小学校 16分47秒

226 9100 川岡 ひより ｶﾜｵｶ ﾋﾖﾘ 島根 内中原小学校 16分47秒

227 9269 大草　俊平 ｵｵｸｻ ｼｭﾝﾍﾟｲ 島根 16分48秒

228 9498 吾郷　明美 ｱｺﾞｳ ｱｹﾐ 島根 16分48秒

229 9413 村上　麗海 ﾑﾗｶﾐ ﾚﾐ 島根 島根小学校 16分48秒

230 9330 岡田　季 ｵｶﾀﾞ ﾄｷ 島根 松江市立玉湯小学校 16分49秒

231 9086 谷村 一葉 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 島根 松江市立城北小学校 16分49秒

232 9475 青戸　稀星 ｱｵﾄ ｷﾗﾗ 島根 津田キャリッド 16分49秒

233 9153 佐野　ななみ ｻﾉ ﾅﾅﾐ 島根 16分50秒

234 9158 糸川　令流 ｲﾄｶﾞﾜ ﾚｲﾅ 島根 16分50秒

235 9332 岡田　顕 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 島根 16分51秒

236 9591 來海　花英 ｷﾏﾁ ｶｴ 島根 松江一中 16分52秒

237 9417 吾郷　秀太 ｱｺﾞｳ ｼｭｳﾀ 島根 乃木小学校 16分53秒

238 9602 日下　貴裕 ｸｻｶ ﾀｶﾋﾛ 島根 出雲市立今市小学校 16分53秒

239 9193 佐草　遊音 ｻｸｻ ﾕｳﾄ 島根 内中原Bee Magic 16分55秒

240 9596 松本　莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 島根 美保関小学校 16分57秒

241 9465 杉原　陽葵 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾏﾘ 島根 城北ビクトリーズ 16分58秒

242 9040 幡垣 恵里香 ﾊﾀｶﾞｷ ｴﾘｶ 島根 17分00秒

243 9244 鍜冶　珀翔 ｶｼﾞ ﾊｸﾄ 島根 鹿島東小学校 17分01秒

244 9277 足立　亜夢 ｱﾀﾞﾁ ｱﾑ 島根 城北小学校 17分01秒

245 9005 松尾 澪里 ﾏﾂｵ ﾐｵﾘ 島根 城北小学校 17分01秒

246 9478 松浦　由奈 ﾏﾂｳﾗ ﾕﾅ 島根 津田キャリッド 17分03秒

247 9435 瀧本　怜奈 ﾀｷﾓﾄ ﾚｲﾅ 島根 津田キャリッド 17分03秒

248 9595 松本　華歩 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾎ 島根 美保関小学校 17分03秒

249 9479 高井　心 ﾀｶｲ ｺｺﾛ 島根 津田キャリッド 17分03秒

250 9575 矢野　裕之 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 島根 JAくにびき走ろう会 17分05秒

251 9353 板倉　大翔 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛﾄ 島根 出雲郷小学校 17分06秒

252 9355 板倉　幸二 ｲﾀｸﾗ ｺｳｼﾞ 島根 17分06秒
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253 9436 松尾　美希 ﾏﾂｵ ﾐｷ 島根 城北小学校 17分08秒

254 9324 岩佐　初芽 ｲﾜｻ ﾊﾂﾒ 島根 津田小学校 17分09秒

255 9538 東　悠希 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ 島根 スピナー 17分10秒

256 9059 岩佐 英之 ｲﾜｻ ﾋﾃﾞﾕｷ 島根 17分11秒

257 9181 染次　新太 ｿﾒｼﾞ ｱﾗﾀ 島根 内中原Bee Magic 17分14秒

258 9380 拝上　紗來 ﾊｲｶﾞﾐ ｻﾗ 島根 城北ビクトリーズ 17分15秒

259 9339 佐藤　麻由 ｻﾄｳ ﾏﾕ 島根 17分15秒

260 9456 犬山　穂乃佳 ｲﾇﾔﾏ ﾎﾉｶ 島根 来待小学校 17分18秒

261 9091 高嶋 心愛 ﾀｶｼﾏ ｺｺｱ 島根 17分19秒

262 9583 川谷　勇策 ｶﾜﾀﾆ ﾕｳｻｸ 島根 JAくにびき走ろう会 17分21秒

263 9455 園山　結月 ｿﾉﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 島根 17分22秒

264 9620 竹田　健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 中央小学校 17分24秒

265 9256 勝部　明子 ｶﾂﾍﾞ ｱｷｺ 鳥取 17分25秒

266 9454 園山　浩司 ｿﾉﾔﾏ ｺｳｼﾞ 島根 17分26秒

267 9371 野口　創一郎 ﾉｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 島根 能義小学校 17分28秒

268 9580 原田　笑花 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾐｶ 島根 JAくにびき走ろう会 17分28秒

269 9573 岩田　政彦 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋｺ 島根 JAくにびき走ろう会 17分28秒

270 9213 川端　美夢 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾕ 島根 鹿島東小学校 17分29秒

271 9325 中谷　望 ﾅｶﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 島根 17分31秒

272 9002 成瀬 健仁 ﾅﾙｾ ﾀｹﾋﾄ 島根 城北小学校 17分32秒

273 9568 後藤　理恵子 ｺﾞﾄｳ ﾘｴｺ 島根 17分32秒

274 9393 高井　純子 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝｺ 島根 松江市立内中原小学校 17分33秒

275 9392 高井　亮 ﾀｶｲ ﾘｮｳ 島根 17分34秒

276 9245 鍛治　杏珠 ｶｼﾞ ｱﾝｼﾞｭ 島根 鹿島東小学校 17分35秒

277 9139 川本　広志 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ 島根 17分36秒

278 9337 青戸　大晃 ｱｵﾄ ﾋﾛｱｷ 島根 生馬小学校 17分37秒

279 9581 野津　隆 ﾉﾂ ﾀｶｼ 島根 JAくにびき走ろう会 17分37秒

280 9274 小立　瞬太 ｵﾀﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 島根 津田ＦＣ 17分37秒

281 9149 佐々木　智美 ｻｻｷ ｻﾄﾐ 島根 17分38秒

282 9183 金山　祐大 ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾀ 島根 持田小学校 17分40秒

283 9273 曽田　美保 ｿﾀ ﾐﾎ 島根 17分41秒

284 9130 中谷　知秀 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾋﾃﾞ 島根 17分43秒

285 9231 高見　美加 ﾀｶﾐ ﾐｶ 島根 17分44秒

286 9129 福田　俊太郎 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 島根 17分45秒

287 9316 野津　剛 ﾉﾂ ｺﾞｳ 島根 乃木小学校 17分46秒

288 9632 石倉　政宗 ｲｼｸﾗ ﾏｻﾑﾈ 島根 八雲小学校 17分49秒

289 9570 石倉　浩一郎 ｲｼｸﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 島根 JAくにびき走ろう会 17分49秒

290 9218 野津　柾宏 ﾉﾂ ﾏｻﾋﾛ 島根 中央小学校 17分50秒

291 9200 山根　慶次郎 ﾔﾏﾈ ｹｲｼﾞﾛｳ 島根 内中原Bee Magic 17分51秒

292 9032 武田 隆司 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 島根 17分51秒

293 9646 上山　帆南 ｶﾐﾔﾏ ﾎﾅﾐ 島根 内中原小学校 17分52秒

294 9042 高嶋 彰彦 ﾀｶｼﾏ ｱｷﾋｺ 島根 17分53秒

295 9041 高嶋 朋子 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｺ 島根 17分53秒

296 9258 藤原　温絆 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 島根 津田小学校 17分54秒

297 9606 川西　陽太 ｶﾜﾆｼ ﾖｳﾀ 島根 津田小学校 17分55秒

298 9608 小山　智子 ｺﾔﾏ ﾄﾓｺ 島根 17分55秒

299 9189 中村　隼一 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 島根 内中原Bee Magic 17分55秒

300 9372 武田　みゆき ﾀｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 島根 17分56秒

301 9188 山根　陽明 ﾔﾏﾈ ﾋｱｷ 島根 内中原Bee Magic 17分56秒

302 9306 祐源　実里 ﾕｳｹﾞﾝ ﾐﾉﾘ 島根 おやこ劇場松江センター 17分56秒

303 9228 内部　芽依 ｳﾁﾍﾞ ﾒｲ 島根 内中原スマイルズ 17分57秒

304 9275 小立　塁太 ｵﾀﾞﾁ ﾙｲﾀ 島根 17分58秒

305 9411 森脇　弥生 ﾓﾘﾜｷ ﾔﾖｲ 島根 18分01秒

306 9138 奥野　与志子 ｵｸﾉ ﾖｼｺ 島根 18分02秒

307 9296 佐藤　範子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 島根 18分02秒

308 9503 渡部　和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 島根 18分02秒

309 9610 土江　進大 ﾂﾁｴ ｼﾝﾀ 島根 松江市立生馬小学校 18分02秒

310 9299 勝部　万里子 ｶﾂﾍﾞ ﾏﾘｺ 島根 18分04秒

311 9363 長野　裕子 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｺ 島根 18分05秒

312 9508 中尾　未央 ﾅｶｵ ﾐｵ 島根 18分06秒

313 9579 槇野　あずさ ﾏｷﾉ ｱｽﾞｻ 島根 JAくにびき走ろう会 18分07秒

314 9476 青戸　英二 ｱｵﾄ ｴｲｼﾞ 島根 津田キャリッド 18分08秒

315 9655 福間　薫子 ﾌｸﾏ ﾕｷｺ 島根 18分09秒
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316 9641 安部　遼太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 島根 持田小学校 18分11秒

317 9328 小川　和也 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 島根 18分11秒

318 9170 神谷　柚衣 ｶﾐﾔ ﾕｲ 島根 18分11秒

319 9499 和田　こはる ﾜﾀﾞ ｺﾊﾙ 島根 城北小学校 18分12秒

320 9375 山本　凛香 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 島根 城北ビクトリーズ 18分12秒

321 9376 古川　舞 ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ 島根 城北ビクトリーズ 18分12秒

322 9627 石倉　奏音 ｲｼｸﾗ ｶﾅﾈ 島根 松江市立八雲小学校 18分14秒

323 9649 平野　いろは ﾋﾗﾉ ｲﾛﾊ 島根 松江市立忌部小学校 18分17秒

324 9613 大島　理輝 ｵｵｼﾏ ﾘｷ 島根 附属小学校 18分17秒

325 9551 井上　友美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 島根 18分18秒

326 9370 野口　菜々 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ 島根 能義小学校 18分19秒

327 9070 原田 美保子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾎｺ 島根 18分21秒

328 9388 金織　玲士 ｶﾅｵﾘ ﾚﾅ 島根 意東小学校 18分21秒

329 9369 野口　大輔 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 島根 18分21秒

330 9217 野津　豪洋 ﾉﾂ ﾀｹﾋﾛ 島根 18分22秒

331 9197 渡部　咲月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾂｷ 島根 意東小学校 18分23秒

332 9496 野田　万由 ﾉﾀﾞ ﾏﾕ 島根 ガールスカウト島根 18分27秒

333 9391 金織　正弥 ｶﾅｵﾘ ﾏｻﾔ 島根 18分30秒

334 9414 多根　初美 ﾀﾈ ﾊﾂﾐ 島根 18分32秒

335 9424 和田　聖 ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ 島根 18分38秒

336 9208 大坪　愛郁羅 ｵｵﾂﾎﾞ ｱｲﾗ 島根 18分38秒

337 9257 矢原　孝二 ﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞ 島根 18分39秒

338 9126 矢田　憲司 ﾔﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 島根 コルビキュラーズ 18分40秒

339 9004 森脇 麟太郎 ﾓﾘﾜｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 島根 川津小学校 18分40秒

340 9050 布村 千保 ﾇﾉﾑﾗ ﾁﾎ 島根 まがたま荘 18分40秒

341 9450 眞田　一志 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾄｼ 島根 18分42秒

342 9276 足立　里佳 ｱﾀﾞﾁ ﾘｶ 島根 18分43秒

343 9364 松本　絢音 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾈ 島根 内中原小学校 18分43秒

344 9356 田中　羽菜 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 島根 内中原小学校 18分44秒

345 9430 三代　千惺 ﾐｼﾛ ﾁｻﾄ 島根 内中原小学校 18分44秒

346 9160 原　桃可 ﾊﾗ ﾓﾓｶ 島根 松江市立津田小学校 18分45秒

347 9519 参成　隼児 ﾐﾅﾘ ｼﾞｭﾝｼﾞ 島根 ＳＯＮ・島根 18分46秒

348 9305 祐源　朋子 ﾕｳｹﾞﾝ ﾄﾓｺ 島根 おやこ劇場松江センター 18分46秒

349 9422 松本　采明 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾒ 島根 安来市立社日小学校 18分46秒

350 9063 光谷 嘉高 ﾐﾂﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 島根 18分48秒

351 9431 陶山　千尋 ｽﾔﾏ ﾁﾋﾛ 島根 松江市立乃木小学校 18分48秒

352 9593 安部　陽翔 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ 島根 松江市立乃木小学校 18分50秒

353 9286 細田　陽万梨 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾏﾘ 島根 乃木小学校 18分50秒

354 9133 佐々木　洋 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 島根 18分51秒

355 9284 細田　充郎 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾂﾛｳ 島根 18分52秒

356 9119 大江 香凛 ｵｵｴ ｶﾘﾝ 鳥取 18分53秒

357 9574 山根　敏行 ﾔﾏﾈ ﾄｼﾕｷ 島根 JAくにびき走ろう会 18分53秒

358 9440 松尾　浩司 ﾏﾂｵ ｺｳｼ 島根 18分54秒

359 9484 小笹　優春 ｵｻﾞｻ ﾏｻﾊﾙ 島根 18分55秒

360 9136 井上　愛祐子 ｲﾉｳｴ ｱﾕｺ 島根 18分55秒

361 9009 樫木 聡太朗 ｶﾀｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 島根 持田小学校 18分55秒

362 9457 犬山　さおり ｲﾇﾔﾏ ｻｵﾘ 島根 18分55秒

363 9010 樫木 保徳 ｶﾀｷﾞ ﾔｽﾉﾘ 島根 18分56秒

364 9074 大江 典子 ｵｵｴ ﾉﾘｺ 鳥取 18分58秒

365 9329 栂　実香 ﾄｶﾞ ﾐｶ 島根 18分58秒

366 9267 佐伯　愛子 ｻｴｷ ｱｲｺ 島根 19分00秒

367 9265 松村　菊向子 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾅｺ 島根 島根大学附属中学校 19分01秒

368 9282 寺本　恵衣 ﾃﾗﾓﾄ ﾒｲ 島根 附属中学校 19分01秒

369 9291 真野　蒼太朗 ﾏﾉ ｿｳﾀﾛｳ 島根 城北小学校 19分01秒

370 9549 松浦　美希 ﾏﾂｳﾗ ﾐｷ 島根 19分02秒

371 9219 佐藤　一喜 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 島根 松江市立母衣小学校 19分02秒

372 9134 林　淑恵 ﾊﾔｼ ﾖｼｴ 島根 19分02秒

373 9029 山﨑 紀子 ﾔﾏｻｷ ﾉﾘｺ 島根 ｔｅａｍ柳川鍋 19分02秒

374 9028 戸山 孝弘 ﾄﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 島根 19分02秒

375 9071 高木 睦 ﾀｶｷ ﾑﾂﾐ 島根 19分02秒

376 9539 東　涼真 ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾏ 島根 スピナー 19分03秒

377 9081 戸山 茉紀 ﾄﾔﾏ ﾏｷ 島根 鹿島東小学校 19分03秒

378 9301 三原　有美子 ﾐﾊﾗ ﾕﾐｺ 島根 おやこ劇場松江センター 19分05秒
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379 9057 飯田 優子 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｺ 島根 19分05秒

380 9083 佐野 祥大 ｻﾉ ｼｮｳﾀ 兵庫 19分06秒

381 9141 渡部　裕美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ 島根 19分07秒

382 9295 東　順子 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝｺ 島根 19分07秒

383 9066 仲佐 晴美 ﾅｶｻ ﾊﾙﾐ 島根 19分08秒

384 9381 三島　由香 ﾐｼﾏ ﾕｶ 島根 19分09秒

385 9427 和田　陽翔 ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾄ 島根 松江市立母衣小学校 19分11秒

386 9323 春木　芭菜 ﾊﾙｷ ﾊﾅ 島根 松江市立城北小学校 19分11秒

387 9321 春木　陽人 ﾊﾙｷ ﾋﾛﾄ 島根 松江市立城北小学校 19分12秒

388 9618 山本　千裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 島根 松徳学院 19分12秒

389 9616 大島　一也 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ 島根 19分13秒

390 9492 福井　あゆみ ﾌｸｲ ｱﾕﾐ 島根 19分14秒

391 9403 永田　美紀 ﾅｶﾞﾀ ﾐｷ 島根 19分14秒

392 9287 井上　美穂 ｲﾉｳｴ ﾐﾎ 島根 19分15秒

393 9548 松浦　渡 ﾏﾂｳﾗ ﾜﾀﾙ 島根 19分16秒

394 9254 長岡　弘子 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｺ 島根 19分22秒

395 9203 小堀　さゆり ｺﾎﾘ ｻﾕﾘ 島根 19分25秒

396 9390 金織　久美子 ｶﾅｵﾘ ｸﾐｺ 島根 19分26秒

397 9577 金村　槙 ｶﾈﾑﾗ ｼﾝ 島根 JAくにびき走ろう会 19分27秒

398 9298 向　皐名 ﾑｶｲ ｻﾅ 島根 川津小学校 19分27秒

399 9597 葉山　裕介 ﾊﾔﾏ ﾕｳｽｹ 島根 19分29秒

400 9263 村松　紫帆 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾎ 島根 母衣小学校 19分31秒

401 9261 村松　智加 ﾑﾗﾏﾂ ﾁｶ 島根 19分32秒

402 9589 來海　花香 ｷﾏﾁ ﾊﾙｶ 島根 城北小学校 19分34秒

403 9402 斎藤　理佳 ｻｲﾄｳ ﾘｶ 島根 19分35秒

404 9619 竹田　優子 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ 島根 19分35秒

405 9342 小林　京子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 島根 19分35秒

406 9396 野津　みのり ﾉﾂ ﾐﾉﾘ 島根 19分36秒

407 9096 藤原 温花 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 島根 19分37秒

408 9044 藤原 将 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾑ 島根 19分38秒

409 9262 村松　教隆 ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾘﾀｶ 島根 19分38秒

410 9264 村松　憲一 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 島根 母衣小学校 19分38秒

411 9512 三島　由香 ﾐｼﾏ ﾕｶ 島根 19分39秒

412 9547 高島　圭祐 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 島根 19分40秒

413 9349 松原　直斗 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ 島根 内中原小学校 19分40秒

414 9348 松原　厚知 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂﾄﾓ 島根 19分41秒

415 9576 奥原　展芳 ｵｸﾊﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ 島根 JAくにびき走ろう会 19分44秒

416 9087 坂根 玖妃 ｻｶﾈ ﾀﾏｷ 島根 19分44秒

417 9415 岩谷　美佳 ｲﾜﾔ ﾐﾖｼ 島根 19分45秒

418 9408 千原　侑大 ﾁﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 島根 津田小学校 19分45秒

419 9566 渡邉　文香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｶ 島根 19分45秒

420 9058 安部 孝輔 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 広島 19分46秒

421 9253 西　久美子 ﾆｼ ｸﾐｺ 島根 19分46秒

422 9493 池田　早桜里 ｲｹﾀﾞ ｻｵﾘ 島根 19分47秒

423 9546 高島　佳子 ﾀｶｼﾏ ﾖｼｺ 島根 19分48秒

424 9067 余村 麻美 ﾖﾑﾗ ｱｻﾐ 島根 19分51秒

425 9076 吉田 瑞紀 ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 島根 19分54秒

426 9572 栂　圭佑 ﾄｶﾞ ｹｲｽｹ 島根 JAくにびき走ろう会 19分56秒

427 9229 橘　光二朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞﾛｳ 島根 八束学園 19分56秒

428 9635 萩本　泉 ﾊｷﾞﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 島根 19分56秒

429 9240 武田　健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 島根 母衣小学校 19分57秒

430 9612 大島　遥 ｵｵｼﾏ ﾊﾙｶ 島根 附属小学校 19分57秒

431 9239 武田　泰明 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ 島根 19分58秒

432 9630 稲根　舞 ｲﾅﾈ ﾏｲ 島根 19分58秒

433 9335 秦本　瑠々 ﾊﾀﾞﾓﾄ ﾙﾙ 島根 母衣小学校 20分03秒

434 9344 小松原　千春 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾊﾙ 島根 20分05秒

435 9336 秦本　誠 ﾊﾀﾞﾓﾄ ﾏｺﾄ 島根 20分08秒

436 9072 山崎 瞳 ﾔﾏｻｷ ﾋﾄﾐ 島根 20分13秒

437 9516 成相　満里子 ﾅﾘｱｲ ﾏﾘｺ 島根 エリザジョグクラブ 20分15秒

438 9429 藤田　由香里 ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾘ 島根 20分24秒

439 9527 山口　ルイ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 島根 ひまわりキッズ 20分25秒

440 9451 井原　厚子 ｲﾊﾞﾗ ｱﾂｺ 島根 20分26秒

441 9080 戸山 沙紀 ﾄﾔﾏ ｻｷ 島根 鹿島東小学校 20分26秒
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442 9027 戸山 卓也 ﾄﾔﾏ ﾀｸﾔ 島根 20分27秒

443 9601 小山　大助 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 島根 20分27秒

444 9571 井原　絵梨子 ｲﾊﾗ ｴﾘｺ 島根 JAくにびき走ろう会 20分27秒

445 9650 平塚　留奈 ﾋﾗﾂｶ ﾙﾅ 島根 松江城北小学校 20分28秒

446 9652 平塚　洋介 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｽｹ 島根 サンインボルト 20分28秒

447 9552 安達　博和 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 島根 NPOこだま 20分28秒

448 9614 安部　由香里 ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ 島根 20分30秒

449 9082 佐野 絢音 ｻﾉ ｱﾔﾈ 兵庫 20分33秒

450 9030 佐野 純子 ｻﾉ ｼﾞｭﾝｺ 兵庫 20分34秒

451 9511 三島　智也 ﾐｼﾏ ﾄﾓﾔ 島根 乃木小学校 20分37秒

452 9605 川西　玲子 ｶﾜﾆｼ ﾚｲｺ 島根 20分37秒

453 9109 片山 晃大 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 島根 乃木小学校 20分39秒

454 9108 片山 洸大 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 島根 乃木小学校 20分39秒

455 9055 片山 俊介 ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 島根 20分39秒

456 9037 坂口 由紀枝 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷｴ 島根 20分40秒

457 9038 坂口 敏彦 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 島根 20分40秒

458 9031 角 一彦 ｽﾐ ｶｽﾞﾋｺ 鳥取 20分42秒

459 9056 中村 卓司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 島根 20分42秒

460 9110 中村 心咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 島根 内中原小学校 20分42秒

461 9209 竹内　穂 ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾘ 島根 生馬小学校 20分46秒

462 9214 矢内　敬子 ﾔﾅｲ ｹｲｺ 島根 20分46秒

463 9340 黒田　ゆいか ｸﾛﾀﾞ ﾕｲｶ 島根 20分47秒

464 9346 山本　清美 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ 島根 20分47秒

465 9026 立石 華穂 ﾀﾃｲｼ ｶﾎ 島根 20分47秒

466 9025 立石 治美 ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾐ 島根 20分47秒

467 9199 原　梨可 ﾊﾗ ﾘﾘｶ 島根 松江市立津田小学校 20分52秒

468 9312 平野　彩葉 ﾋﾗﾉ ｲﾛﾊ 島根 古志原小学校 20分52秒

469 9441 松尾　佳美 ﾏﾂｵ ﾖｼﾐ 島根 20分53秒

470 9409 千原　圭司 ﾁﾊﾗ ｹｲｼﾞ 島根 20分56秒

471 9132 原　好可 ﾊﾗ ﾖｼｶ 島根 20分56秒

472 9198 佐々木　彩音 ｻｻｷ ｱﾔﾈ 島根 乃木小学校 20分57秒

473 9137 佐々木　陽子 ｻｻｷ ﾖｳｺ 島根 20分57秒

474 9513 三島　香織 ﾐｼﾏ ｶｵﾘ 島根 乃木小学校 20分59秒

475 9648 平野　佑樹 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 島根 21分01秒

476 9124 坪倉　政義 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏｻﾖｼ 島根 21分10秒

477 9102 川邉 光太郎 ｶﾜﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 鳥取 米子市立福米西小学生 21分11秒

478 9357 田中　恵 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 島根 21分12秒

479 9327 秦　美和 ﾊﾀ ﾐﾜ 島根 21分13秒

480 9490 大垰　美佳 ｵｵﾀｵ ﾐｶ 島根 21分14秒

481 9485 岩田　奈央子 ｲﾜﾀ ﾅｵｺ 島根 21分14秒

482 9528 藤田　まさき ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 島根 ひまわりキッズ 21分16秒

483 9561 山岡　智英 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓﾋﾃﾞ 島根 NPOこだま 21分16秒

484 9526 余村　広美 ﾖﾑﾗ ﾋﾛﾐ 島根 ひまわりキッズ 21分16秒

485 9468 青戸　陽菜 ｱｵﾄ ﾊﾙﾅ 島根 城北小学校 21分17秒

486 9315 野津　美咲 ﾉﾂ ﾐｻｷ 島根 乃木小学校 21分20秒

487 9317 野津　美穂子 ﾉﾂ ﾐﾎｺ 島根 21分22秒

488 9412 友塚　美晴 ﾄﾓﾂｶ ﾐﾊﾙ 島根 21分24秒

489 9280 石橋　日向 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾅﾀ 島根 島根小学校 21分25秒

490 9279 石橋　康作 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｻｸ 島根 21分25秒

491 9313 平野　康代 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾖ 島根 21分28秒

492 9458 角　一沙 ｽﾐ ｶｽﾞｻ 島根 ガールスカウト島根４団 21分30秒

493 9471 松岡　汐音 ﾏﾂｵｶ ｼｵﾈ 島根 ガールスカウト松江 21分30秒

494 9069 三田 初美 ｻﾝﾀ ﾊﾂﾐ 島根 21分31秒

495 9068 保名 紀美 ﾔｽﾅ ｺﾄﾐ 島根 21分31秒

496 9140 今岡　玲子 ｲﾏｵｶ ﾚｲｺ 島根 株式会社島根富士通 21分34秒

497 9260 森口　彩香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱﾔｶ 島根 松江清心養護学校 21分35秒

498 9322 春木　真二 ﾊﾙｷ ｼﾝｼﾞ 島根 21分35秒

499 9115 小田川 美優 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾕ 島根 21分35秒

500 9654 福間　篤子 ﾌｸﾏ ｱｷｺ 島根 21分36秒

501 9252 山田　友也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 島根 21分36秒

502 9656 白井　丈士 ｼﾗｲ ﾀｹｼ 島根 21分36秒

503 9302 三原　麻衣子 ﾐﾊﾗ ﾏｲｺ 島根 おやこ劇場松江センター 21分39秒

504 9545 小塚　寧妃 ｵﾂﾞｶ ｼｽﾞｷ 鳥取 川津小学校 21分39秒
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505 9112 飯田 湊大 ｲｲﾀﾞ ｿｳﾀ 島根 今市小学校 21分43秒

506 9524 宮本　蒼空 ﾐﾔﾓﾄ ｿﾗ 島根 今市小学校 21分49秒

507 9615 リニー・エルマワティ ﾘﾆｰ ｴﾙﾏﾜﾃｨ 島根 21分50秒

508 9530 須山　由美 ｽﾔﾏ ﾕﾐ 島根 21分56秒

509 9562 竹田　寛 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 島根 NPOこだま 21分56秒

510 9467 松本　幸枝 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｴ 島根 21分59秒

511 9204 小田　聖子 ｵﾀﾞ ｻﾄｺ 島根 21分59秒

512 9047 小田 聖子 ｵﾀﾞ ｻﾄｺ 島根 21分59秒

513 9061 立花 麻美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾐ 島根 22分00秒

514 9343 出川　寿子 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾄｼｺ 島根 22分06秒

515 9318 野津　勝 ﾉﾂ ﾏｻﾙ 島根 22分13秒

516 9114 野々村 優里 ﾉﾉﾑﾗ ﾕﾘ 島根 雲南市立大東西小学校 22分13秒

517 9060 野々村 英里子 ﾉﾉﾑﾗ ｴﾘｺ 島根 松江赤十字病院 22分13秒

518 9626 佐藤　友香里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 島根 22分13秒

519 9073 千原 さおり ﾁﾊﾗ ｻｵﾘ 島根 22分19秒

520 9146 武部　美奈見 ﾀｹﾍﾞ ﾐﾅﾐ 島根 22分21秒

521 9147 矢野　亜由美 ﾔﾉ ｱﾕﾐ 島根 22分22秒

522 9144 野島　利佳 ﾉｼﾞﾏ ﾘｶ 島根 22分22秒

523 9145 福嶋　由美 ﾌｸｼﾏ ﾕﾐ 島根 22分22秒

524 9297 向　晴生 ﾑｶｲ ﾊﾙｵ 島根 22分28秒

525 9049 眞野 竜也 ﾏﾉ ﾀﾂﾔ 島根 ラン・ラン・ら～ん 22分28秒

526 9453 三船　英利 ﾐﾌﾈ ﾋﾃﾞﾄｼ 島根 22分35秒

527 9212 川端　菜那 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾅ 島根 鹿島東小学校 22分39秒

528 9143 大峠　良夫 ｵｵｺﾞｴ ﾖｼｵ 島根 22分40秒

529 9142 大峠　彰子 ｵｵｺﾞｴ ｱｷｺ 島根 22分40秒

530 9426 目次　瑠奈 ﾒﾂｷﾞ ﾙﾅ 島根 松江市立八束学園 22分43秒

531 9341 黒田　美奈子 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾅｺ 島根 22分44秒

532 9586 渡部　春香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 島根 22分44秒

533 9600 阿食　愛 ｱｼﾞｷ ｱｲ 島根 22分46秒

534 9211 安達　真由美 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕﾐ 島根 22分46秒

535 9486 八壁　亜希子 ﾔｶﾍﾞ ｱｷｺ 島根 22分49秒

536 9425 和田　真理 ﾜﾀﾞ ﾏﾘ 島根 22分52秒

537 9292 加藤　美由紀 ｶﾄｳ ﾐﾕｷ 鳥取 22分55秒

538 9303 藤井　浩子 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｺ 島根 おやこ劇場松江センター 22分59秒

539 9544 小塚　のりこ ｵﾂﾞｶ ﾉﾘｺ 鳥取 23分07秒

540 9587 手錢　麻衣子 ﾃｾﾞﾝ ﾏｲｺ 島根 23分12秒

541 9637 水上　恵子 ﾐｽﾞｶﾐ ｹｲｺ 島根 23分12秒

542 9128 山本　英津子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂｺ 島根 23分23秒

543 9186 三島　奈々花 ﾐｼﾏ ﾅﾅｶ 島根 23分24秒

544 9540 上山　淳子 ｶﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 島根 23分29秒

545 9603 宮永　純子 ﾐﾔﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 島根 23分40秒

546 9345 山本　明依 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 島根 松江市立津田小学校 23分43秒

547 9300 木村　富美子 ｷﾑﾗ ﾌﾐｺ 島根 24分07秒

548 9075 足森 洋子 ｱｼﾓﾘ ﾖｳｺ 島根 24分17秒

549 9120 足森 美優 ｱｼﾓﾘ ﾐﾕ 島根 母衣小学校 24分17秒

550 9645 山根　英理香 ﾔﾏﾈ ｴﾘｶ 島根 24分18秒

551 9643 江田　茉純 ｴﾀﾞ ﾏｽﾐ 島根 24分19秒

552 9555 森　和也 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ 島根 NPOこだま 24分19秒

553 9434 松崎　朋子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｺ 島根 24分25秒

554 9443 田尻　照子 ﾀｼﾞﾘ ｱｷｺ 島根 24分25秒

555 9106 遠藤 彩乃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 鳥取 24分29秒

556 9523 宮本　良恵 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼｴ 島根 24分33秒

557 9359 西村　夕子 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺ 島根 24分34秒

558 9135 三島　修 ﾐｼﾏ ｵｻﾑ 島根 24分35秒

559 9366 門脇　志保 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾎ 島根 24分41秒

560 9394 福頼　優月 ﾌｸﾖﾘ ﾕﾂﾞｷ 島根 母衣小学校 24分44秒

561 9395 福頼　弘樹 ﾌｸﾖﾘ ﾋﾛｷ 島根 （株）フクテコ 24分45秒

562 9304 中島　紋子 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｺ 島根 NPO法人おやこ劇場松江センター 25分07秒

563 9107 島本 泰地 ｼﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ 島根 大庭小学校 25分19秒

564 9054 島本 貴章 ｼﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 島根 三隅ようかん 25分19秒

565 9487 野津　由美子 ﾉﾂ ﾕﾐｺ 島根 25分19秒

566 9268 山本　玉江 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｴ 島根 25分22秒

567 9045 吉元 涼子 ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｺ 島根 25分54秒
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568 9556 後長　隆之助 ｺﾞﾁｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 島根 NPOこだま 26分20秒

569 9116 小田川 遥斗 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 島根 26分54秒

570 9062 小田川 美穂 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾎ 島根 26分54秒

571 9617 田中　充 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾙ 島根 希望の園 27分48秒

572 9557 高原　由貴子 ﾀｶﾊﾗ ﾕｷｺ 島根 NPOこだま 29分31秒

573 9560 八壁　剛 ﾔｶﾍﾞ ﾀｹｼ 島根 NPOこだま 29分51秒

574 9023 篠原 守 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾓﾙ 愛媛 32分58秒

575 9559 藤井　勝至 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 島根 NPOこだま 33分25秒

576 9554 赤山　拓実 ｱｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 島根 NPOこだま 33分27秒

577 9553 中村　尚志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 島根 NPOこだま 44分16秒

578 9558 園山　明莉 ｿﾉﾔﾏ ｱｶﾘ 島根 NPOこだま 51分32秒
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