
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ女子　50歳～59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36分22秒1 木嶋 和代3514 ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖ

1時間42分25秒2 岡村 旬子3506 維新ランナーズｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間45分47秒3 柴崎 淳子3561 ｼﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｺ

1時間47分32秒4 高 知愛3562 ｺｳ ｼﾞｴ

1時間50分33秒5 高田 晶子3537 ﾀｶﾀ ｱｷｺ

1時間54分08秒6 田中 玲子3536 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ

1時間57分41秒7 有吉 加代子3535 ｱﾘﾖｼ ｶﾖｺ

1時間57分56秒8 香月 早苗3568 ｶﾂｷ ｻﾅｴ

1時間58分46秒9 星山 益代3521 ﾎｼﾔﾏ ﾏｽﾖ

1時間59分11秒10 石井 里佳3530 ｲｼｲ ﾘｶ

2時間00分56秒11 ふくもと みき3555 げんきﾌｸﾓﾄ ﾐｷ

2時間01分22秒12 黒田 桂子3513 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ

2時間01分48秒13 岩下 豊子3516 ｲﾜｼﾀ ﾄﾖｺ

2時間01分58秒14 川嶋 有実子3532 ｶﾜｼﾏ ﾕﾐｺ

2時間03分10秒15 米田 洋美3542 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾐ

2時間04分51秒16 佐々木 美穂3569 ｻｻｷ ﾐﾎ

2時間07分48秒17 寺本 美子3544 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼｺ

2時間07分48秒18 川邊 梨江子3546 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴｺ

2時間08分07秒19 野尻　妙子3523 むつみ診療所ﾉｼﾞﾘ ﾀｴｺ

2時間08分23秒20 江﨑 久仁子3540 ｴｻｷ ｸﾆｺ

2時間08分41秒21 松田　由美子3559 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾐｺ

2時間08分58秒22 山根 伸子3545 ﾔﾏﾈ ﾉﾌﾞｺ

2時間12分01秒23 山本 由美子3565 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ

2時間12分05秒24 河野 智子3502 こうの眼科ｺｳﾉ ﾄﾓｺ

2時間13分05秒25 池田 悦子3552 維新ランナーズｲｹﾀﾞ ｴﾂｺ

2時間14分57秒26 中野　八重子3557 ﾅｶﾉ ﾔｴｺ

2時間15分15秒27 表田 ちよみ3541 ｵﾓﾀﾞ ﾁﾖﾐ

2時間15分52秒28 松永 朋子3563 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ

2時間15分55秒29 吉見 浩子3534 スタジオシュエットﾖｼﾐ ﾋﾛｺ

2時間16分32秒30 田平 瑞恵3529 ＯＨＡＮＡﾀﾋﾗ ﾐｽﾞｴ

2時間17分58秒31 池永 綾子3566 ｲｹﾅｶﾞ ｱﾔｺ

2時間18分06秒32 永田 京子3560 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ

2時間18分34秒33 堀田 和子3550 ﾎｯﾀ ｶｽﾞｺ

2時間21分17秒34 折口 智美3539 ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ

2時間21分57秒35 平川 和子3547 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｺ

2時間22分03秒36 森本 はるみ3511 医みやうちＲＣﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙﾐ

2時間23分19秒37 落合 由美3524 ＭＹランランズｵﾁｱｲ ﾕﾐ

2時間24分26秒38 平佐 奈穂美3527 愉快走部ﾋﾗｻ ﾅｵﾐ

2時間24分43秒39 金田 早苗3533 ｶﾈﾀﾞ ｻﾅｴ

2時間25分20秒40 有井 裕子3504 ｱﾘｲ ﾕｳｺ

2時間25分23秒41 廣田 治美3507 ﾋﾛﾀ ﾊﾙﾐ

2時間26分06秒42 本多 みゆき3518 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾕｷ

2時間26分55秒43 藤永 加代子3503 地球防衛軍忍者ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶﾖｺ

2時間28分23秒44 齋藤 恵理3520 ｻｲﾄｳ ｴﾘ

2時間28分52秒45 小見山 里美3519 ｺﾐﾔﾏ ｻﾄﾐ

2時間32分04秒46 川上 里美3501 ｶﾜｶﾐ ｻﾄﾐ

2時間32分45秒47 熊本 裕子3558 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

2時間34分44秒48 藤田 真代3551 Ｍ＆Ｍﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾖ

2時間36分08秒49 後野 容子3510 ｳｼﾛﾉ ﾖｳｺ

2時間43分29秒50 今泉 明子3522 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷｺ
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2時間43分32秒51 宮薗 喜美子3509 元気マラソンﾐﾔｿﾞﾉ ｷﾐｺ

2時間47分46秒52 三原 真佐子3531 ﾐﾊﾗ ﾏｻｺ

2時間53分35秒53 森重 里美3548 ﾓﾘｼｹﾞ ｻﾄﾐ

2時間55分22秒54 松岡 裕美子3564 ﾏﾂｵｶ ﾕﾐｺ

2時間56分52秒55 内田 麻紀子3515 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷｺ
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