
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4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 4005 臼井 利依 ｳｽｲ ﾘｴ 島根 佐太小学校 3分47秒
2 4012 尾崎 妃夏 ｵｻｷ ﾋﾒｶ 鳥取 アスリート米子 3分48秒
3 4016 水野 奏来 ﾐｽﾞﾉ ｿﾗ 鳥取 3分54秒
4 4017 前田 結衣 ﾏｴﾀ ﾕｲ 鳥取 アスリート米子 3分55秒
5 4040 青戸　愛実 ｱｵﾄ ﾏﾅﾐ 島根 母衣小学校 3分57秒
6 4004 日野 真愛 ﾋﾉ ﾏﾅ 島根 チーム四中校区 4分02秒

7 4029 小笹　奈々帆 ｵｻﾞｻ ﾅﾅﾎ 島根 母衣小学校 4分09秒

8 4009 伊藤 綺華 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 島根 ディオッサ出雲ＦＣ 4分11秒

9 4022 角田　瑞奈 ｽﾐﾀ ﾐｽﾞﾅ 島根 法吉小学校 4分11秒

10 4049 佐藤　未来 ｻﾄｳ ﾐｸ 鳥取 アスリート米子 4分12秒

11 4033 藤田　ひなた ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾀ 島根 忌部ウィンキッズ 4分14秒

12 4047 石田　舞姫 ｲｼﾀﾞ ﾏｲ 島根 中央レッドハーツ 4分18秒

13 4007 小川 晄奈 ｵｶﾞﾜ ｺﾅ 山口 4分23秒

14 4042 鵜飼　真衣 ｳｶﾞｲ ﾏｲ 島根 古志原小学校 4分25秒

15 4053 石倉　美咲 ｲｼｸﾗ ﾐｻｷ 島根 法吉小学校 4分26秒

16 4006 門脇 仁香 ｶﾄﾞﾜｷ ﾆｺ 鳥取 境小学校 4分27秒

17 4044 松本　真実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 鳥取 境港市立渡小学校 4分28秒

18 4043 永瀬　結衣 ﾅｶﾞｾ ﾕｲ 島根 中央レッドハーツ 4分28秒

19 4027 土屋　七海 ﾂﾁﾔ ﾅﾅﾐ 島根 阿用小学校 4分30秒

20 4010 藤原 愛梨 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 島根 阿井小学校 4分30秒

21 4011 星野 琴美 ﾎｼﾉ ｺﾄﾐ 島根 4分31秒

22 4037 門脇　凪花 ｶﾄﾞﾜｷ ﾅﾅ 島根 八束学園 4分32秒

23 4026 万代　優 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｳ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分34秒

24 4048 疋田　咲夏 ﾋｷﾀ ｻﾅ 島根 大庭小学校 4分34秒

25 4015 園村 望乃 ｿﾉﾑﾗ ﾉﾉ 島根 雲南市立西小学校 4分34秒

26 4052 間久保　桜花 ﾏｸﾎﾞ ｻｸﾗ 島根 城東ふなつきFC 4分38秒

27 4008 高嶋 奈愛 ﾀｶｼﾏ ﾅﾁｶ 島根 大庭小学校 4分38秒

28 4041 松下　奈央 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ 島根 母衣小学校 4分39秒

29 4025 山内　一華 ﾔﾏｳﾁ ｲﾁｶ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分40秒

30 4036 園山　美月 ｿﾉﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 島根 忌部小学校 4分40秒

31 4003 深田 怜杏 ﾌｶﾀﾞ ﾚｱﾝ 島根 宍道小 4分41秒

32 4030 山村　美羽 ﾔﾏﾑﾗ ﾐｳ 島根 法吉小学校 4分45秒

33 4014 門脇 未侑 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｳ 鳥取 加茂小学校 4分49秒

34 4035 門脇　葵 ｶﾄﾞﾜｷ ｱｵｲ 島根 伊野小学校 4分52秒

35 4001 藤原 佑楽 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾗ 島根 乃木小学校 4分53秒

36 4018 森脇 優生 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳﾅ 島根 美保関小学校 4分56秒

37 4039 安達　一花 ｱﾀﾞﾁ ｲﾁｶ 島根 母衣小学校 5分03秒

38 4054 来海　ひなた ｷﾏﾁ ﾋﾅﾀ 島根 母衣小学校 5分06秒

39 4031 高田　真子 ﾀｶﾀ ﾏｺ 島根 内中原小学校 5分11秒

40 4021 渡部　光咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 島根 意東小学校 5分12秒

41 4045 野田　みもり ﾉﾀﾞ ﾐﾓﾘ 島根 ガールスカウト島根 5分12秒

42 4034 松村　安沙子 ﾏﾂﾑﾗ ｱｻｺ 島根 母衣小学校 5分23秒

43 4019 宮本　姫菜 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾅ 島根 美保関小学校 5分23秒

44 4028 今村　侑衣 ｲﾏﾑﾗ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

45 4023 二岡　莉乃 ﾌﾀｵｶ ﾘﾉ 島根 母衣小学校 5分24秒

46 4038 山田　唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 島根 母衣小学校 5分24秒

47 4032 森下　芽依 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ 島根 母衣小学校 5分26秒

48 4020 恩田　愛理 ｵﾝﾀﾞ ｱｲﾘ 島根 松江市立忌部小学校 5分27秒

49 4024 高橋　悠 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 島根 城北小学校 6分17秒

50 4046 渡部　志織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 島根 松江養護学校 8分53秒
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