
第39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1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 1045 青山　紗羽 ｱｵﾔﾏ ｻﾜ 島根 佐太小学校 4分41秒
2 1019 永見　杏花 ﾅｶﾞﾐ ｷｮｳｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分53秒
3 1038 森脇　舞 ﾓﾘﾜｷ ﾏｲ 島根 古江小学校 4分56秒
4 1026 福間　芽依 ﾌｸﾏ ﾒｲ 島根 玉湯小学校 5分01秒
5 1024 柳原　花南 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅﾝ 島根 津田小学校 5分08秒
6 1039 松尾　栞里 ﾏﾂｵ ｼｵﾘ 島根 島大附属小学校 5分10秒

7 1003 田川 澪 ﾀｶﾞﾜ ﾚｲ 島根 5分10秒

8 1041 松本　眞依 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ 島根 美保関小学校 5分13秒

9 1030 立花　乃愛 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉｱ 島根 嵩の森バレーボールクラブ 5分15秒

10 1043 鳥谷　陽南 ﾄﾔ ﾋﾅﾀ 島根 竹矢小学校 5分15秒

11 1018 押川　美月 ｵｼｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 島根 乃木小学校 5分15秒

12 1001 藤原 奈佑 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾕ 島根 乃木小学校 5分15秒

13 1023 藤原　繭絆 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾕｷ 島根 津田小学校 5分20秒

14 1029 忰部　茜 ﾊｾﾍﾞ ｱｶﾈ 島根 八雲小学校 5分21秒

15 1046 青山　千秋 ｱｵﾔﾏ ﾁｱｷ 島根 鹿島小学校 5分23秒

16 1031 園山　環 ｿﾉﾔﾏ ﾒｸﾞﾙ 島根 津田小学校 5分26秒

17 1007 森脇 寧音 ﾓﾘﾜｷ ﾈﾈ 島根 忌部小学校 5分26秒

18 1015 森山　愛望 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾐ 島根 川津小学校 5分27秒

19 1022 藤原　瑞絆 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 島根 津田小学校 5分27秒

20 1032 石川　佳弥音 ｲｼｶﾜ ｶﾔﾈ 島根 川津小学校 5分32秒

21 1013 三成　望 ﾐﾅﾘ ﾏﾄﾞｶ 島根 津田小学校 5分36秒

22 1017 吉高　愛 ﾖｼﾀｶ ｱｲ 鳥取 加茂小学校 5分36秒

23 1006 上田 実叶 ｳｴﾀﾞ ﾐﾄ 島根 古志原小学校 5分37秒

24 1021 梶原　心愛 ｶｼﾞﾊﾗ ｺｺｱ 島根 津田小学校 5分42秒

25 1034 門脇　琉加 ｶﾄﾞﾜｷ ﾙｶ 島根 古江小学校 5分47秒

26 1009 足立　理桜 ｱﾀﾞﾁ ﾘｵ 島根 松江市立津田小学校 5分48秒

27 1016 竹邊　絢 ﾀｹﾍﾞ ｱﾔ 島根 母衣小学校 5分50秒

28 1020 平野　花 ﾋﾗﾉ ﾊﾅ 島根 川津小学校 5分54秒

29 1037 青戸　心春 ｱｵﾄ ｺｺﾊ 島根 津田キャリッド 6分05秒

30 1002 山根 こころ ﾔﾏﾈ ｺｺﾛ 島根 母衣小学校 6分06秒

31 1044 広瀬　夏鈴 ﾋﾛｾ ｶﾘﾝ 島根 附属小学校 6分07秒

32 1036 中村　果穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 島根 乃木小学校 6分09秒

33 1025 井上　結梨 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 島根 鹿島東小学校 6分19秒

34 1027 堀田　雛愛 ﾎｯﾀ ﾋﾅ 島根 出雲郷小学校 6分24秒

35 1040 前野　心都 ﾏｴﾉ ｺﾄ 島根 島根大学教育学部附属小学校 6分33秒

36 1042 陰山　珠京 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾏｷ 島根 母衣小学校 6分33秒

37 1011 宮廻　咲空 ﾐﾔｻﾞｺ ｻｸ 島根 鹿島東小学校 6分35秒

38 1033 井上　陽万浬 ｲﾉｳｴ ﾋﾏﾘ 島根 川津小学校 6分43秒

39 1028 谷口　真桜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 島根 八雲小学校 6分48秒

40 1010 井上　マナホ ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾎ 島根 6分50秒

41 1008 金森　桃香 ｶﾅﾓﾘ ﾓﾓｶ 島根 津田小学校 6分55秒

42 1035 田中　千尋 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 島根 母衣小学校 6分56秒

43 1004 壽山 さくら ｼﾞｭﾔﾏ ｻｸﾗ 島根 中央小学校 7分24秒

44 1014 二岡　湖都 ﾌﾀｵｶ ｺﾄ 島根 母衣小学校 7分25秒
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