
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2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 2002 日野 夏愛 ﾋﾉ ｶﾅ 島根 チーム四中校区 4分09秒
2 2003 藤村 心澄葉 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺﾄﾊ 広島 ＣＨＡＳＫＩ 4分24秒
3 2021 藤田　ひかり ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾘ 島根 忌部ウィンキッズ 4分31秒
4 2007 浦栃 のどか ｳﾗﾄﾁ ﾉﾄﾞｶ 島根 法吉小学校 4分34秒
5 2009 勝部 瑶望 ｶﾂﾍﾞ ﾀﾏﾐ 島根 阿用小学校 4分34秒
6 2018 加藤　絢萌 ｶﾄｳ ｱﾔﾒ 島根 出雲市立平田小学校 4分38秒

7 2035 佐藤　晏実 ｻﾄｳ ｱﾐ 島根 津田キャリッド 4分40秒

8 2029 西田　真優 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾕ 岡山 西江原小学校 4分41秒

9 2017 内田　理良 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾗ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分41秒

10 2023 沼田　茜 ﾇﾏﾀ ｱｶﾈ 鳥取 米子陸上クラブ 4分42秒

11 2019 佐々木　凛杏 ｻｻｷ ﾘｱ 鳥取 渡小学校 4分44秒

12 2050 石田　愛璃 ｲｼﾀﾞ ﾏﾘ 島根 中央レッドハーツ 4分45秒

13 2044 犬山　琴絵 ｲﾇﾔﾏ ｺﾄｴ 島根 内中原小学校 4分46秒

14 2006 大櫃 みなみ ｵｵﾋﾞﾂ ﾐﾅﾐ 鳥取 4分47秒

15 2025 塩野　莉子 ｼｵﾉ ﾘｺ 島根 八雲小学校 4分50秒

16 2005 上野 莉緒 ｳｴﾉ ﾘｵ 島根 5分00秒

17 2022 福田　莉子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 島根 松江市立古志原小学校 5分01秒

18 2014 中井　梨理香 ﾅｶｲ ﾘﾘｶ 島根 内中原小学校 5分02秒

19 2055 石橋　莉子 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｺ 島根 鹿島小学校 5分03秒

20 2015 福間　桃香 ﾌｸﾏ ﾓﾓｶ 島根 竹矢小学校 5分05秒

21 2049 石田　結璃 ｲｼﾀﾞ ﾕﾘ 島根 中央レッドハーツ 5分06秒

22 2001 高田 結衣 ﾀｶﾀ ﾕｲ 島根 持田小学校 5分10秒

23 2016 佐野　帆奏 ｻﾉ ﾎﾉｶ 島根 5分11秒

24 2038 松下　美結 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾕ 島根 母衣小学校 5分11秒

25 2041 古藤　彩心 ｺﾄｳ ｱｺ 島根 川津小学校 5分11秒

26 2047 松尾　和菜 ﾏﾂｵ ﾅｽﾞﾅ 兵庫 西宮市立段上小学校 5分12秒

27 2036 佐藤　真実 ｻﾄｳ ﾏﾐ 島根 津田キャリッド 5分12秒

28 2034 宮里　花 ﾐﾔｻﾄ ﾊﾅ 島根 城北小学校 5分13秒

29 2053 水　あかり ﾐｽﾞ ｱｶﾘ 島根 松江市立持田小学校 5分14秒

30 2040 岩﨑　美紅 ｲﾜｻｷ ﾐｸ 島根 津田キャリッド 5分14秒

31 2056 石田　鈴 ｲｼﾀﾞ ｽｽﾞ 島根 乃木小学校 5分15秒

32 2043 吉岡　桜 ﾖｼｵｶ ｻｸﾗ 島根 湖北ファイターズ 5分17秒

33 2024 花吉　詩南 ﾊﾅﾖｼ ｳﾀﾅ 島根 内中原小学校 5分17秒

34 2028 高橋　夢叶 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 島根 松江市立母衣小学校 5分17秒

35 2004 仲佐 ゆめ ﾅｶｻ ﾕﾒ 島根 5分19秒

36 2046 大西　沙弥 ｵｵﾆｼ ｻﾔ 島根 美保関小学校 5分19秒

37 2008 母里 彩華 ﾓﾘ ｱﾔｶ 島根 母衣小学校 5分20秒

38 2020 小笹　柚葉 ｵｻﾞｻ ﾕｽﾞﾊ 島根 母衣小学校 5分22秒

39 2033 片山　由唯 ｶﾀﾔﾏ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

40 2031 小灘　百花 ｺﾅﾀﾞ ﾓﾓｶ 島根 来待小学校 5分31秒

41 2027 渡部　碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 島根 古志原小学校 5分32秒

42 2045 土居　ゆうき ﾄﾞｲ ﾕｳｷ 島根 嵩の杜バレーボールクラブ 5分38秒

43 2054 舩越　真菜 ﾌﾅｺｼ ﾏﾅ 島根 八雲小学校 5分39秒

44 2042 地田　好 ﾁﾀﾞ ｺﾉﾐ 島根 古江小学校 5分40秒

45 2039 狩野　光稀 ｶﾘﾉ ﾐﾂｷ 島根 松江市立内中原小学校 5分41秒

46 2037 浜村　優衣 ﾊﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 佐太小学校 5分50秒

47 2052 後藤　望紗姫 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 島根 母衣小学校 5分52秒

48 2051 橋本　紗英 ﾊｼﾓﾄ ｻｴ 島根 古江小学校 5分57秒

49 2013 矢田　悠乃 ﾔﾀﾞ ﾊﾙﾉ 島根 津田小学校 6分02秒

50 2010 山根 千果 ﾔﾏﾈ ﾁｶ 島根 6分09秒

51 2032 藤田　菜央 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 島根 城北小学校 6分10秒

52 2011 高野　奈優 ﾀｶﾉ ﾅﾕ 島根 乃木小学校 6分14秒

53 2048 岡田　悠 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 島根 中央レッドハーツ 6分16秒

54 2012 井上　愛來 ｲﾉｳｴ ｱｲﾗ 島根 6分16秒

55 2030 山田　繭 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ 島根 母衣小学校 6分16秒

56 2026 井下　恵奈 ｲﾉｼﾀ ｴﾅ 島根 美保関小学校 6分16秒
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