
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ女子　40歳～49歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/21

スタート： 9:00:00

会場: 島根県益田市

主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

1時間25分29秒1 吉村 友香2551 益田市陸協ﾖｼﾑﾗ ﾕｶ

1時間33分31秒2 金子 美樹2540 萩市陸協ｶﾈｺ ﾐｷ

1時間37分42秒3 村山 香織2583 ﾑﾗﾔﾏ ｶｵﾘ

1時間38分25秒4 川戸 亜子2586 ｶﾜﾄ ｱｺ

1時間38分44秒5 天野 宏美2509 愛媛大学ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

1時間39分09秒6 菊池 幸子2571 こばらんｷｸﾁ ﾕｷｺ

1時間42分22秒7 井上 麻美2515 チーム全力少年ｲﾉｳｴ ﾏﾐ

1時間42分24秒8 福村 美帆2578 下関医療センタﾌｸﾑﾗ ﾐﾎ

1時間42分48秒9 田村 由紀2547 ﾀﾑﾗ ﾕｷ

1時間44分23秒10 赤瀬 映里2507 維新ランナーズｱｶｾ ｴﾘ

1時間45分17秒11 藤谷 留美2585 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾙﾐ

1時間47分28秒12 家入 美里2512 ｲｴｲﾘ ﾐｻﾄ

1時間47分38秒13 宮原 里佳2529 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｶ

1時間48分11秒14 小山 佳代2544 ｺﾔﾏ ｶﾖ

1時間50分40秒15 上村 里花2550 山口ランネットｳｴﾑﾗ ﾘｶ

1時間50分49秒16 水野 倫子2553 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾁｺ

1時間51分26秒17 山崎 麻里2574 維新ランナーズﾔﾏｻｷ ﾏﾘ

1時間51分27秒18 本田 尚美2595 維新ランナーズﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ

1時間51分33秒19 加藤 恵美2565 ｶﾄｳ ｴﾐ

1時間52分17秒20 宮田 祥子2532 維新ランナーズﾐﾔﾀ ｼｮｳｺ

1時間52分33秒21 山邉 恵美子2513 ﾔﾏﾍﾞ ｴﾐｺ

1時間53分14秒22 和田 美紀2584 森宗スマイルＲＣﾜﾀﾞ ﾐｷ

1時間55分15秒23 大畑　幸代2580 脚膝倶楽部ｵｵﾊﾀ ｻﾁﾖ

1時間55分53秒24 千代 文恵2606 ﾁﾖ ﾌﾐｴ

1時間56分51秒25 高橋 香2576 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ

1時間57分19秒26 入里 雅美2539 ｲﾘｻﾄ ﾏｻﾐ

1時間57分42秒27 平川 恭子2594 ﾋﾗｶﾜ ｷｮｳｺ

1時間58分15秒28 神田 愛2607 ｶﾝﾀﾞ ｱｲ

1時間59分17秒29 酒井 裕美2555 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ

2時間00分09秒30 郷原 由紀子2608 ｺﾞｳﾊﾗ ﾕｷｺ

2時間00分27秒31 柳井　美恵子2556 ﾔﾅｲ ﾐｴｺ

2時間02分02秒32 沼田　愛2596 ﾇﾏﾀ ｺﾉﾐ

2時間02分20秒33 佐々木　るみ子2535 ｻｻｷ ﾙﾐｺ

2時間02分53秒34 上津　英子2597 ｳｴﾂ ｴｲｺ

2時間03分38秒35 蔵重 布美子2521 ｸﾗｼｹﾞ ﾌﾐｺ

2時間03分54秒36 宮脇 直美2575 ﾐﾔﾜｷ ﾅｵﾐ

2時間04分46秒37 福富 梢2609 ﾌｸﾄﾞﾐ ｺｽﾞｴ

2時間06分53秒38 山下 智恵子2559 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴｺ

2時間07分02秒39 石川 清美2518 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ

2時間07分44秒40 神田 和枝2522 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｴ

2時間08分57秒41 大野 紀子2533 ｵｵﾉ ﾉﾘｺ

2時間09分21秒42 佐藤 淳子2541 ＡＮＡｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ

2時間09分39秒43 中村 加枝2599 ﾅｶﾑﾗ ｶｴ

2時間09分46秒44 福永 麻美2543 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｻﾐ

2時間10分59秒45 板垣 好美2510 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾐ

2時間11分04秒46 永富 ひとみ2589 山口県庁ﾅｶﾞﾄﾐ ﾋﾄﾐ

2時間11分32秒47 渡辺 しのぶ2530 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ

2時間11分59秒48 金築 美帆2501 ｶﾈﾁｸ ﾐﾎ

2時間13分42秒49 石川 美絵2600 山口県庁ｲｼｶﾜ ﾐｴ

2時間13分57秒50 沖本 宏子2582 ｵｷﾓﾄ ﾋﾛｺ
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2時間14分08秒51 寺岡 由美子2502 ﾃﾗｵｶ ﾕﾐｺ

2時間14分53秒52 葉佐井 恵子2536 ﾊｻｲ ｹｲｺ

2時間15分04秒53 松井 百合恵2587 ﾏﾂｲ ﾕﾘｴ

2時間18分03秒54 山西 美奈子2593 ランハイﾔﾏﾆｼ ﾐﾅｺ

2時間18分22秒55 鍛治 絢子2605 ｶｼﾞ ｱﾔｺ

2時間19分23秒56 佐藤 幸代2590 山口ランシスｻﾄｳ ｻﾁﾖ

2時間19分41秒57 嵐 恭子2568 ｱﾗｼ ｷｮｳｺ

2時間22分31秒58 藤本 志織2527 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｵﾘ

2時間23分08秒59 藤井 千夏2557 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ

2時間23分08秒60 阪上 愛2558 ｻｶｶﾞﾐ ﾒｸﾞﾐ

2時間24分48秒61 大橋 淳子2519 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ

2時間25分06秒62 造酒 知世2566 ﾐｷ ﾄﾓﾖ

2時間25分10秒63 原田 梨恵2591 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｴ

2時間25分55秒64 村岡　美紀2506 ﾑﾗｵｶ ﾐｷ

2時間26分12秒65 原田 彩子2549 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ

2時間27分02秒66 山本 千恵2602 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴ

2時間27分28秒67 末次 貴子2567 ｽｴﾂｸﾞ ﾀｶｺ

2時間27分52秒68 上野 美千子2598 ｳｴﾉ ﾐﾁｺ

2時間28分55秒69 宮下 佳子2546 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｺ

2時間28分57秒70 冨田 三千子2514 ﾄﾐﾀ ﾐﾁｺ

2時間29分35秒71 中田 寿子2520 ﾅｶﾀ ﾋｻｺ

2時間30分06秒72 本村 和佳子2508 ちっちらんﾓﾄﾑﾗ ﾜｶｺ

2時間31分08秒73 清井 一恵2537 ｷﾖｲ ｶｽﾞｴ

2時間31分44秒74 河野 直子2561 ｺｳﾉ ﾅｵｺ

2時間31分50秒75 近藤 尚美2604 山口ランシスｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ

2時間32分14秒76 山田 朋枝2592 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｴ

2時間32分33秒77 北林 美夏2554 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾐｶ

2時間32分48秒78 野間 静香20003 ﾉﾏ ｼｽﾞｶ

2時間33分13秒79 田中 芳枝2563 チームにょほほほﾀﾅｶ ﾖｼｴ

2時間33分19秒80 長田 みのり2503 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾉﾘ

2時間35分56秒81 平岡 美保2504 ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ

2時間36分06秒82 伊藤 敦子2603 ｲﾄｳ ｱﾂｺ

2時間36分39秒83 阪上　仁美2560 ｻｶｳｴ ﾋﾄﾐ

2時間37分41秒84 井上 育子2552 三協化成ｲﾉｳｴ ｲｸｺ

2時間39分53秒85 酒井 祐美2526 ｻｶｲ ﾏｻﾐ

2時間42分32秒86 田坂 寿賀子2588 ﾀｻｶ ｽｶﾞｺ

2時間45分47秒87 小石 章代2531 ｺｲｼ ｱｷﾖ

2時間46分43秒88 清水 孝子2570 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｺ

2時間54分08秒89 吉谷 和美2548 ﾖｼﾀﾆ ｶｽﾞﾐ
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