
- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km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： 9:10:00

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

42分24秒1 松本 和恵7528 福岡市ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｴ

42分48秒2 清水 恵子7503 光市ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ

43分03秒3 高津 美鈴7501 萩市ﾀｶﾂ ﾐｽｽﾞ

44分21秒4 柿田 有理7511 出雲市ｶｷﾀ ﾕﾘ

45分53秒5 桑原 泉7566 岩国市ｸﾜﾊﾞﾗ ｲｽﾞﾐ

46分31秒6 福原 美和7512 益田市ﾌｸﾊﾗ ﾐﾜ

47分53秒7 金山 香織7510 宇部市ｶﾅﾔﾏ ｶｵﾘ

48分18秒8 水野 倫子7547 東広島市ﾐｽﾞﾉ ﾐﾁｺ

48分46秒9 清水 和恵7505 光市ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｴ

50分54秒10 岡本 智恵美7516 下松市ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾐ

51分33秒11 田原 香織7517 益田市ﾀﾊﾞﾗ ｶｵﾘ

54分45秒12 早川 晶子7553 浜田市ﾊﾔｶﾜ ｱｷｺ

55分00秒13 田中 友加里7508 倉敷市ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ

56分03秒14 永廣 沙織理7507 下松市ﾅｶﾞﾋﾛ ｻｵﾘ

56分16秒15 大辻 聖華7530 浜田市ｵｵﾂｼﾞ ｾｲｶ

56分41秒16 渡辺 めぐみ7504 大田区ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ

56分43秒17 吉岡 知恵7529 松江市ﾖｼｵｶ ﾁｴ

56分49秒18 中原 裕子7559 防府市ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺ

56分54秒19 小須賀 晴美7509 松江市ｵｽｶ ﾊﾙﾐ

57分42秒20 小枝 恭子7534 萩市ｺｴﾀﾞ ｷｮｳｺ

58分36秒21 増田 久美子7564 杉並区ﾏｽﾀﾞ ｸﾐｺ

59分09秒22 田中 久美子7536 益田市ﾀﾅｶ ｸﾐｺ

59分23秒23 笹井 圭子7544 益田市ｻｻｲ ｹｲｺ

1時間00分19秒24 政木 久美子7541 安芸高田市ﾏｻｷ ｸﾐｺ

1時間00分51秒25 藤井 浩子7532 広島市ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｺ

1時間01分01秒26 堀本 光子7543 益田市ﾎﾘﾓﾄ ﾐﾂｺ

1時間01分46秒27 篠原 千春7542 益田市ｼﾉﾊﾗ ﾁﾊﾙ

1時間01分55秒28 中田 寿子7563 山口市ﾅｶﾀ ﾋｻｺ

1時間03分18秒29 水永 幸恵7538 益田市ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｻﾁｴ

1時間03分33秒30 シタンカカニー・ジハタイ7526 益田市ｼﾀﾝｶｶﾆｰ ｼﾞﾊﾀｲ

1時間03分33秒31 堂本 英里7556 益田市ﾄﾞｳﾓﾄ ｴﾘ

1時間04分05秒32 佐々木 真理子7548 浜田市ｻｻｷ ﾏﾘｺ

1時間04分37秒33 柳楽 朋子7520 萩市ﾅｷﾞﾗ ﾄﾓｺ

1時間04分50秒34 岩倉 京子7514 周南市ｲﾜｸﾗ ｷｮｳｺ

1時間05分23秒35 秋田 裕美7513 周南市ｱｷﾀ ﾕﾐ

1時間06分31秒36 森口 千恵子7558 江津市ﾓﾘｸﾞﾁ ﾁｴｺ

1時間06分32秒37 橋本 美少代7531 益田市ﾊｼﾓﾄ ﾐｻﾖ

1時間06分39秒38 岡部 淳子7525 千葉市ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ

1時間06分59秒39 船戸 基成7565 明石市ﾌﾅﾄ ｷｼｹﾞ

1時間08分26秒40 大賀 史絵7567 山口市ｵｵｶ ﾌﾐｴ

1時間09分11秒41 津田 靖子7518 神戸市ﾂﾀﾞ ﾔｽｺ

1時間09分29秒42 坂口 由美枝7554 豊中市ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾐｴ

1時間09分31秒43 山野井 みどり7523 益田市ﾔﾏﾉｲ ﾐﾄﾞﾘ

1時間09分31秒44 藤原 智緒7555 豊中市ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｵ

1時間09分41秒45 行武 弘恵7506 岩国市ﾕｸﾀｹ ﾋﾛｴ

1時間10分14秒46 山根 由美7540 山口市ﾔﾏﾈ ﾕﾐ

1時間11分58秒47 石川 真弓7551 益田市ｲｼｶﾜ ﾏﾕﾐ

1時間12分27秒48 渡辺 麻三乃7561 防府市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉ

1時間12分42秒49 水津 由美7535 山口市ｽｲﾂﾞ ﾕﾐ

1時間12分47秒50 青木 裕美7521 益田市ｱｵｷ ﾋﾛﾐ

Athlete-Tag by CHOPPER
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1時間16分29秒51 伊藤 恵子7524 出雲市ｲﾄｳ ｹｲｺ

1時間16分57秒52 重村 留理子7552 防府市ｼｹﾞﾑﾗ ﾙﾘｺ

1時間22分49秒53 谷本 真美7550 益田市ﾀﾆﾓﾄ ﾏﾐ

1時間25分23秒54 吉村 亜希子7527 益田市ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ

1時間25分35秒55 桑田 昌江7562 尾道市ｸﾜﾀﾞ ﾏｻｺ

1時間27分43秒56 佐々木 理栄7545 江津市ｻｻｷ ﾘｴ

1時間31分48秒57 岩本 真由美7549 宇部市ｲﾜﾓﾄ ﾏﾕﾐ

1時間32分27秒58 武部 朋子7546 江津市ﾀｹﾍﾞ ﾄﾓｺ

1時間39分33秒59 中村 由美子7502 国分寺市ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
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