
- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km女子　中学生～29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

44分05秒1 石田 萌笑5534 益田市ｲｼﾀﾞ ﾓｴ

45分00秒2 山田 悠月5513 益田市ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

45分38秒3 檜谷 咲紀5565 松江市ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ｻｷ

48分25秒4 桑原 志津5541 益田市ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾂﾞ

48分40秒5 水永 あかり5524 益田市ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｱｶﾘ

51分45秒6 中島 蓮5538 益田市ﾅｶｼﾏ ﾚﾝ

51分50秒7 大賀 彩乃5548 益田市ｵｵｶﾞ ｱﾔﾉ

51分57秒8 山坂 つばさ5506 松江市ﾔﾏｻｶ ﾂﾊﾞｻ

52分15秒9 小﨑 美夢5546 益田市ｺｻｷ ﾐﾑ

52分19秒10 柳田 蒼依5540 益田市ﾔﾅﾀﾞ ｱｵｲ

52分59秒11 水岡 さや5508 広島市ﾐｽﾞｵｶ ｻﾔ

53分08秒12 小土橋 映里5570 大田区ｺﾂﾁﾊｼ ｴﾘ

54分08秒13 菅野 桃花5585 川崎市ｶﾝﾉ ﾓﾓｶ

54分35秒14 西原 あかり5588 大田区ﾆｼﾊﾗ ｱｶﾘ

54分40秒15 西川 智佳子5512 金沢市ﾆｼｶﾜ ﾁｶｺ

55分46秒16 中島 有記5510 益田市ﾅｶｼﾏ ﾕｷ

56分22秒17 宇津川 美幸5547 益田市ｳﾂﾞｶﾜ ﾐﾕｷ

56分22秒18 細田 莉望5545 益田市ﾎｿﾀﾞ ﾘﾐ

56分50秒19 中島 愛璃5539 益田市ﾅｶｼﾏ ｱｲﾘ

56分53秒20 田中 璃音5543 益田市ﾀﾅｶ ﾘｵ

57分05秒21 籾田 紗佑里5501 益田市ﾓﾐﾀﾞ ｻﾕﾘ

57分28秒22 葉佐井 那菜5504 広島市ﾊｻｲ ﾅﾅ

57分30秒23 島田 絢那5522 益田市ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ

57分36秒24 加藤 未菜5563 川崎市ｶﾄｳ ﾐﾅ

57分52秒25 滝本 葵5578 大田区ﾀｷﾓﾄ ｱｵｲ

58分40秒26 山脇 有花5586 川崎市ﾔﾏﾜｷ ﾕｳｶ

59分03秒27 長谷川 千紘5579 大田区ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ

59分16秒28 矢冨 晴菜5573 益田市ﾔﾄﾞﾐ ﾊﾙﾅ

1時間01分41秒29 森川 千尋5532 益田市ﾓﾘｶﾜ ﾁﾋﾛ

1時間03分27秒30 辻 澪奈5577 川崎市ﾂｼﾞ ﾐｵﾅ

1時間03分51秒31 下岡 美優5549 益田市ｼﾓｵｶ ﾐﾕ

1時間03分51秒32 中島 美那5542 益田市ﾅｶｼﾏ ﾐﾅ

1時間03分58秒33 椋木 寿々5544 益田市ﾑｸﾉｷ ｽｽﾞ

1時間04分02秒34 嶋岡 菜々美5584 大田区ｼﾏｵｶ ﾅﾅﾐ

1時間04分20秒35 石田 佑香5574 浜田市ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶ

1時間04分21秒36 萩ノ崎 暢子5568 大田区ﾊｷﾞﾉｻｷ ﾉﾌﾞｺ

1時間04分21秒37 若菜 柔歩5569 大田区ﾜｶﾅ ﾔｽﾎ

1時間05分26秒38 長谷田 亜衣5521 益田市ﾊｾﾀﾞ ｱｲ

1時間05分35秒39 岩本 桃華5560 宇部市ｲﾜﾓﾄ ﾓﾓｶ

1時間06分08秒40 水津 夢乃5516 鹿足郡ｽｲｽﾞ ﾕﾒﾉ

1時間06分11秒41 橋本 香緒梨5558 益田市ﾊｼﾓﾄ ｶｵﾘ

1時間07分10秒42 原 久恵5535 益田市ﾊﾗ ﾋｻｴ

1時間07分10秒43 天野 佐都子5536 益田市ｱﾏﾉ ｻﾄｺ

1時間08分36秒44 小畑 志保5514 益田市ｵﾊﾞﾀ ｼﾎ

1時間08分52秒45 佐久間 穂佳5530 成田市ｻｸﾏ ﾎﾉｶ

1時間08分53秒46 坂本 早穂5526 成田市ｻｶﾓﾄ ｻﾎ

1時間09分58秒47 三原 潤香5511 福山市ﾐﾊﾗ ｼﾞｭﾝｶ

1時間10分05秒48 竹内 菜子5527 益田市ﾀｹｳﾁ ﾅｺ

1時間10分13秒49 吹金原 歩美5528 益田市ﾌｷﾝﾊﾞﾗ ｱﾕﾐ

1時間10分13秒50 土井 彩音5519 熊毛郡ﾄﾞｲ ｱﾔﾈ
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- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

10km女子　中学生～29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

1時間10分52秒51 西山 郁絵5556 益田市ﾆｼﾔﾏ ｲｸｴ

1時間11分10秒52 川邊 優希5567 浜田市ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ

1時間11分18秒53 杉山 里織5572 大田区ｽｷﾞﾔﾏ ｻｵﾘ

1時間11分18秒54 松本 郁乃5571 練馬区ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾉ

1時間11分24秒55 大橋 志穂5505 大田市ｵｵﾊｼ ｼﾎ

1時間12分07秒56 山崎 玲5581 大田区ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲ

1時間12分12秒57 山崎 桜子5555 益田市ﾔﾏｻｷ ｻｸﾗｺ

1時間12分19秒58 中山 梢子5515 益田市ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺ

1時間13分04秒59 吉野 千紘5589 大田区ﾖｼﾉ ﾁﾋﾛ

1時間13分04秒60 沼田 英里子5580 板橋区ﾇﾏﾀ ｴﾘｺ

1時間13分09秒61 生垣 香織5517 西宮市ｲｹｶﾞｷ ｶｵﾘ

1時間13分32秒62 宮田 有希5533 鹿足郡ﾐﾔﾀ ﾕｷ

1時間13分54秒63 髙山 晴加5531 益田市ﾀｶﾔﾏ ｾｲｶ

1時間14分47秒64 林 琴乃5583 練馬区ﾊﾔｼ ｺﾄﾉ

1時間14分47秒65 藤浪 結梨菜5582 川崎市ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕﾘﾅ

1時間15分03秒66 橋本 由美5551 益田市ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐ

1時間16分48秒67 三浦 香代子5559 益田市ﾐｳﾗ ｶﾖｺ

1時間18分44秒68 三浦 英理5562 益田市ﾐｳﾗ ｴﾘ

1時間21分50秒69 江口 夕紀子5502 広島市ｴｸﾞﾁ ﾕｷｺ

1時間21分52秒70 藤田 萌美30004 広島市ﾌｼﾞﾀ ﾒﾐ

1時間26分18秒71 山口 香織5520 萩市ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ

1時間27分17秒72 齋川 夏穂5553 益田市ｻｲｶﾜ ｶﾎ

1時間27分18秒73 齋藤 真央5550 益田市ｻｲﾄｳ ﾏｵ

1時間39分20秒74 東郷 桜子5507 広島市ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗｺ

1時間39分33秒75 近藤 章子5561 鹿足郡ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ
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