
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5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 5003 藤村 心優花 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐﾕｶ 広島 ＣＨＡＳＫＩ 3分38秒
2 5007 頼田 陽菜里 ﾖﾘﾀ ﾋﾅﾘ 鳥取 3分45秒
3 5031 米田　真央 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｵ 鳥取 三朝AC 3分47秒
4 5029 麻田　美翔 ｱｻﾀﾞ ﾐｶ 鳥取 三朝AC 3分51秒
5 5004 林原 心花 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾐﾊﾅ 鳥取 米子陸上クラブ 3分51秒
6 5016 門脇　美月 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐﾂﾞｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分56秒

7 5025 藤原　瑠南 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾙﾅ 島根 八雲スターウォーカーズ 3分56秒

8 5017 内田　美空良 ｳﾁﾀﾞ ﾐｿﾗ 島根 本庄ブルーウェーブ 3分56秒

9 5009 鍋島 のどか ﾅﾍﾞｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 鳥取 アスリート米子 3分59秒

10 5005 影山 梨乃 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 鳥取 会見小学校 4分02秒

11 5030 松本　春香 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鳥取 境港市立渡小学校 4分03秒

12 5014 江角　結妃 ｴｽﾐ ﾕｳｷ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分04秒

13 5008 藤田 芽衣 ﾌｼﾞﾀ ﾒｲ 島根 4分05秒

14 5024 福永　野乃 ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾉ 島根 八雲スターウォーカーズ 4分06秒

15 5020 小林　優那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 島根 古志原小学校 4分08秒

16 5012 遠藤　真輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ 島根 母里小学校 4分11秒

17 5038 小川　咲花 ｵｶﾞﾜ ｻｷｶ 島根 母衣小学校 4分12秒

18 5015 島本　姫夏 ｼﾏﾓﾄ ﾋﾅﾂ 島根 本庄ブルーウェーブ 4分12秒

19 5010 佐川　穏乃 ｻｶﾞﾜ ﾉﾝﾉ 鳥取 米子陸上クラブ 4分16秒

20 5037 西原　万結 ﾆｼﾊﾗ ﾏﾕ 島根 母衣小学校 4分17秒

21 5023 笠谷　心逢 ｶｻﾔ ｺｺｱ 島根 忌部小学校 4分23秒

22 5028 前　萌乃 ﾏｴ ﾓｴﾉ 島根 古志原小学校 4分29秒

23 5022 森田　有紀 ﾓﾘﾀ ﾕｷ 島根 内中原小学校 4分29秒

24 5018 水津　陽 ｽｲﾂﾞ ﾋﾅﾀ 島根 松江市立城北小学校 4分31秒

25 5039 周藤　夏菜 ｽﾄﾞｳ ｶﾅ 島根 乃木小学校 4分32秒

26 5033 石田　初姫 ｲｼﾀﾞ ﾒｲ 島根 中央レッドハーツ 4分33秒

27 5027 日野　果凛 ﾋﾉ ｶﾘﾝ 島根 松江市立古志原小学校 4分38秒

28 5021 青戸　翠音 ｱｵﾄ ｽｲﾈ 島根 古志原小学校 4分41秒

29 5032 持田　花稟 ﾓﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 島根 松江市立古志原小学校 4分42秒

30 5034 石川　くるみ ｲｼｶﾜ ｸﾙﾐ 島根 松江市立城北小学校 4分47秒

31 5002 錦織 まひろ ﾆｼｺｵﾘ ﾏﾋﾛ 島根 荘原小学校 4分47秒

32 5036 石倉　央華 ｲｼｸﾗ ｵｳｶ 島根 美保関小学校 4分48秒

33 5001 高田 彩乃 ﾀｶﾀ ｱﾔﾉ 島根 持田小学校 4分55秒

34 5011 青山　陽香 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 島根 持田小学校 4分55秒

35 5019 山口　莉央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 島根 持田小学校 5分13秒

36 5035 野村　由月 ﾉﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 島根 松江市立母衣小学校 5分34秒
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