
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3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 3058 平井　凛 ﾋﾗｲ ﾘﾝ 島根 出雲郷小学校 3分54秒
2 3003 林原 陽莉 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ 鳥取 米子陸上クラブ 3分54秒
3 3056 三上　瑠菜 ﾐｶﾐ ﾙﾅ 島根 出雲郷小学校 4分12秒
4 3024 佐々木　由愛 ｻｻｷ ﾕｱ 鳥取 車尾小学校 4分17秒
5 3057 勝田　あおば ｶｯﾀ ｱｵﾊﾞ 島根 生馬小学校 4分21秒
6 3008 竹下　七海 ﾀｹｼﾀ ﾅﾅﾐ 島根 松江市立中央小学校 4分24秒

7 3010 山内　史美子 ﾔﾏｳﾁ ﾌﾐｺ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分26秒

8 3016 板谷　朋香 ｲﾀﾀﾞﾆ ﾄﾓｶ 島根 玉湯小学校 4分29秒

9 3054 藤本　真緒 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 島根 中央レッドハーツ 4分29秒

10 3017 仲田　愛 ﾅｶﾀﾞ ｱｲ 鳥取 福生東小学校 4分30秒

11 3032 川岸　瑞葉 ｶﾜｷﾞｼ ﾐｽﾞﾊ 島根 持田小学校 4分30秒

12 3055 大坂　ひかり ｵｵｻｶ ﾋｶﾘ 島根 中央レッドハーツ 4分30秒

13 3050 石倉　苺花 ｲｼｸﾗ ｲﾁｶ 島根 大庭小学校 4分31秒

14 3042 下宮　一華 ｼﾓﾐﾔ ｲﾁｶ 島根 忌部小学校 4分37秒

15 3039 長澤　美寿 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｺﾄ 島根 津田FC 4分39秒

16 3035 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾋﾅ 島根 嵩の森バレーボールクラブ 4分40秒

17 3043 門脇　里緒 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｵ 島根 八雲小学校 4分40秒

18 3052 吉原　希実 ﾖｼﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 島根 鹿島東小学校 4分41秒

19 3034 川合　唄 ｶﾜｲ ｳﾀ 島根 八雲小学校 4分42秒

20 3046 曳野　瑠華 ﾋｷﾉ ﾙｶ 島根 古江小学校 4分43秒

21 3012 永見　乙葉 ﾅｶﾞﾐ ｵﾄﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分43秒

22 3009 松本　芽依 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｲ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分44秒

23 3047 森山　咲希 ﾓﾘﾔﾏ ｻｷ 島根 塩冶小学校 4分45秒

24 3007 宮廻　晴莱 ﾐﾔｻﾞｺ ﾊﾙ 島根 鹿島東小学校 4分46秒

25 3037 川村　咲夢 ｶﾜﾑﾗ ｻｸﾗ 島根 持田小学校 4分47秒

26 3026 森田　心泉 ﾓﾘﾀ ﾐﾅﾐ 鳥取 米子市立車尾小学校 4分49秒

27 3005 藤田 凜衣 ﾌｼﾞﾀ ﾘｲ 島根 4分49秒

28 3014 黒田　愛未 ｸﾛﾀﾞ ｱｲﾐ 島根 塩冶小学校 4分52秒

29 3040 井上　ひなた ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ 島根 津田小学校 4分52秒

30 3044 花田　明日香 ﾊﾅﾀﾞ ｱｽｶ 島根 生馬小学校 4分55秒

31 3059 梶谷　愛里 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｲﾘ 島根 古江小学校 4分56秒

32 3028 宇畑　美海 ｳﾊﾞﾀ ﾐﾐ 島根 城北小学校 4分57秒

33 3048 安達　萌絵 ｱﾀﾞﾁ ﾓｴ 島根 4分58秒

34 3049 秦　瑚幸 ﾊﾀ ｺﾕｷ 島根 津田キャリッド 4分58秒

35 3004 小川 姫奈 ｵｶﾞﾜ ﾋﾅ 山口 4分59秒

36 3029 浦瀧　文乃 ｳﾗﾀｷ ｱﾔﾉ 島根 川津小学校 5分00秒

37 3015 土屋　歩海 ﾂﾁﾔ ｱﾕﾐ 島根 阿用小学校 5分02秒

38 3033 野村　朱里 ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 島根 揖屋小学校 5分03秒

39 3011 万代　凛 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾘﾝ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分04秒

40 3041 吉岡　小遥 ﾖｼｵｶ ｺﾊﾙ 島根 津田キャリッド 5分04秒

41 3025 永島　和奏 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶﾅ 島根 古志原小学校 5分08秒

42 3023 庄司　詩葉 ｼｮｳｼﾞ ｳﾀﾊ 島根 松江市立母衣小学校 5分09秒

43 3030 齋藤　紗月 ｻｲﾄｳ ｻﾂｷ 島根 大庭小学校 5分10秒

44 3018 城間　美咲 ｼﾛﾏ ﾐｻｷ 島根 島根大学教育学部附属小学校 5分15秒

45 3051 福間　咲月 ﾌｸﾏ ｻﾂｷ 島根 宍道小学校 5分17秒

46 3045 坪内　美和 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾐﾜ 島根 城北小学校 5分18秒

47 3031 松本　歩夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉｶ 鳥取 中浜小学校 5分19秒

48 3013 永見　紅葉 ﾅｶﾞﾐ ｸﾚﾊ 島根 本庄ブルーウェーブ 5分24秒

49 3019 山田　詩乃 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉ 島根 城北小学校 5分25秒

50 3021 三代　優奈 ﾐｼﾛ ﾕｳﾅ 島根 附属小学校 5分28秒

51 3027 高橋　英奈 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾅ 島根 母衣小学校 5分29秒

52 3038 柏井　美柚 ｶｼﾜｲ ﾐﾕ 島根 川津小学校 5分29秒

53 3022 中西　みのり ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾘ 鳥取 倉吉市立河北小学校 5分45秒

54 3002 藤井 美七海 ﾌｼﾞｲ ﾐﾅﾐ 島根 中央小学校 5分49秒

55 3001 坂根 歓南 ｻｶﾈ ｶﾝﾅ 島根 中央小学校 5分52秒

56 3006 足立　舞 ｱﾀﾞﾁ ﾏｲ 島根 松江市立津田小学校 6分05秒
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