
- 第12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 地区

 2019/10/20

スタート： 8:50:00

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19分10秒1 吉松 久恵2512 周南市ﾖｼﾏﾂ ﾋｻｴ

1時間33分25秒2 吉村 友香2562 益田市ﾖｼﾑﾗ ﾕｶ

1時間37分09秒3 天野 宏美2503 松山市ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ

1時間39分59秒4 筒井 貴子2540 糸島市ﾂﾂｲ ﾀｶｺ

1時間41分14秒5 國分 さやか2551 大阪市ｺｸﾌﾞ ｻﾔｶ

1時間41分45秒6 小熊 満代2568 広島市ｺｸﾞﾏ ﾐﾂﾖ

1時間43分32秒7 福村 美帆2563 下関市ﾌｸﾑﾗ ﾐﾎ

1時間46分24秒8 大庭 恵子2547 益田市ｵｵﾊﾞ ｹｲｺ

1時間46分39秒9 菊池 幸子2569 周南市ｷｸﾁ ﾕｷｺ

1時間46分42秒10 山崎 麻里2543 山口市ﾔﾏｻｷ ﾏﾘ

1時間47分03秒11 内野 春代2588 名古屋市ｳﾁﾉ ﾊﾙﾖ

1時間48分21秒12 小田村 淳子2593 山口市ｵﾀﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

1時間48分27秒13 入里 雅美2514 岩国市ｲﾘｻﾄ ﾏｻﾐ

1時間49分42秒14 本田 尚美2578 山口市ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ

1時間50分22秒15 赤瀬 映里2525 山口市ｱｶｾ ｴﾘ

1時間50分52秒16 和田 美紀2594 防府市ﾜﾀﾞ ﾐｷ

1時間50分57秒17 宮田 祥子2531 山口市ﾐﾔﾀ ｼｮｳｺ

1時間52分10秒18 山手 美恵子2587 広島市ﾔﾏﾃ ﾐｴｺ

1時間52分54秒19 宮原 里佳2592 柳井市ﾐﾔﾊﾗ ﾘｶ

1時間53分12秒20 平川 恭子2584 浜田市ﾋﾗｶﾜ ｷｮｳｺ

1時間53分40秒21 佐々木 るみ子2546 益田市ｻｻｷ ﾙﾐｺ

1時間54分06秒22 山下 智恵子2509 広島市ﾔﾏｼﾀ ﾁｴｺ

1時間54分38秒23 加藤 恵美2502 光市ｶﾄｳ ｴﾐ

1時間55分31秒24 伊藤 真由美2560 山口市ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ

1時間55分36秒25 大畑 幸代2573 益田市ｵｵﾊﾀ ｻﾁﾖ

1時間57分06秒26 酒井 裕美2553 防府市ｻｶｲ ﾋﾛﾐ

1時間57分18秒27 寺岡 由美子2501 春日井市ﾃﾗｵｶ ﾕﾐｺ

1時間59分38秒28 久保 晃代2582 光市ｸﾎﾞ ｱｷﾖ

2時間01分09秒29 谷本 咲子2565 山口市ﾀﾆﾓﾄ ｻｷｺ

2時間04分18秒30 田原 葉子2548 広島市ﾀﾊﾗ ﾖｳｺ

2時間05分35秒31 角田 郁子2554 下松市ｽﾐﾀﾞ ｲｸｺ

2時間07分02秒32 長谷川 朋子2585 広島市ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ

2時間08分07秒33 大石 一葉2537 浜田市ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾊ

2時間08分10秒34 沼田 愛2589 山口市ﾇﾏﾀ ｺﾉﾐ

2時間09分16秒35 蔵重 布美子2523 周南市ｸﾗｼｹﾞ ﾌﾐｺ

2時間10分28秒36 多田 朋恵2559 浜田市ﾀﾀﾞ ﾄﾓｴ

2時間10分54秒37 佐藤 淳子2507 大田区ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ

2時間11分00秒38 上ケ原 佳子2571 山口市ｶﾐｶﾞﾊﾗ ﾖｼｺ

2時間11分06秒39 明山 智子2519 萩市ｱｹﾔﾏ ﾄﾓｺ

2時間11分19秒40 大峠 さくら2528 益田市ｵｵﾀｵ ｻｸﾗ

2時間12分08秒41 板垣 好美2524 山口市ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾐ

2時間12分34秒42 藤本 志織2515 周南市ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｵﾘ

2時間12分55秒43 高橋 恵里2555 松江市ﾀｶﾊｼ ｴﾘ

2時間13分12秒44 蔵本 智子2534 鹿足郡ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓｺ

2時間13分29秒45 東 真実子2574 広島市ﾋｶﾞｼ ﾏﾐｺ

2時間13分45秒46 井本 陽子2575 防府市ｲﾓﾄ ﾖｳｺ

2時間14分33秒47 楠堀 真記2539 呉市ｸｽﾎﾞﾘ ﾏｷ

2時間14分51秒48 福永 麻美2541 萩市ﾌｸﾅｶﾞ ｱｻﾐ

2時間15分40秒49 小田 みゆき2521 浜田市ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ

2時間16分34秒50 榎本 知子2581 宝塚市ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓｺ
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 2019/10/20

スタート： 8:50:00

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

2時間17分05秒51 金築 美帆2511 米子市ｶﾈﾁｸ ﾐﾎ

2時間17分35秒52 佐藤 幸代2577 山口市ｻﾄｳ ｻﾁﾖ

2時間18分32秒53 畑田 奈津子2591 廿日市ﾊﾀﾀﾞ ﾅﾂｺ

2時間18分39秒54 原田 彩子2545 安芸郡ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ

2時間19分09秒55 中山 多映2556 廿日市ﾅｶﾔﾏ ﾀｴ

2時間20分28秒56 酒井 祐美2536 宇部市ｻｶｲ ﾏｻﾐ

2時間20分42秒57 後藤 実加2566 神戸市ｺﾞﾄｳ ﾐｶ

2時間20分55秒58 松井 百合恵2580 江津市ﾏﾂｲ ﾕﾘｴ

2時間21分33秒59 寺川 玉美2552 東広島市ﾃﾗｶﾜ ﾀﾏﾐ

2時間25分09秒60 植田 郁子2579 東広島市ｳｴﾀﾞ ｲｸｺ

2時間25分09秒61 松浦 香代子2520 松江市ﾏﾂｳﾗ ｶﾖｺ

2時間25分10秒62 三浦 雅美2576 益田市ﾐｳﾗ ﾏｻﾐ

2時間28分24秒63 田中 芳枝2558 防府市ﾀﾅｶ ﾖｼｴ

2時間29分09秒64 本村 和佳子2504 山陽小野田市ﾓﾄﾑﾗ ﾜｶｺ

2時間29分10秒65 川本 直子2506 浜田市ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｺ

2時間31分10秒66 和田 知子2513 大竹市ﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ

2時間32分50秒67 酒井 佳恵2535 宇部市ｻｶｲ ﾖｼｴ

2時間32分55秒68 近藤 尚美2564 山口市ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾐ

2時間33分59秒69 上野 美千子2596 益田市ｳｴﾉ ﾐﾁｺ

2時間36分58秒70 吉谷 和美2533 山口市ﾖｼﾀﾆ ｶｽﾞﾐ

2時間36分58秒71 島津 理奈2586 浜田市ｼﾏﾂﾞ ﾘﾅ

2時間37分50秒72 小石 章代2530 広島市ｺｲｼ ｱｷﾖ

2時間38分56秒73 清井 一恵2595 益田市ｷﾖｲ ｶｽﾞｴ

2時間40分30秒74 又葉 徳子2550 安来市ﾏﾀﾊﾞ ﾉﾘｺ

2時間42分29秒75 藤井 三奈2516 川崎市ﾌｼﾞｲ ﾐﾅ

2時間42分32秒76 村岡 美紀2570 下松市ﾑﾗｵｶ ﾐｷ

2時間42分47秒77 上村 里花2518 下関市ｳｴﾑﾗ ﾘｶ

2時間44分12秒78 布野 順子2542 山口市ﾌﾉ ｼﾞｭﾝｺ

2時間45分22秒79 井上 育子2522 竹原市ｲﾉｳｴ ｲｸｺ

2時間45分32秒80 伊藤 美紀江2510 下関市ｲﾄｳ ﾐｷｴ

2時間47分25秒81 宮本 恭子2544 長門市ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｺ

2時間50分02秒82 二宮 明美2532 大分市ﾆﾉﾐﾔ ｱｹﾐ

2時間59分40秒83 相原 由恵2527 福山市ｱｲﾊﾗ ﾖｼｴ
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