
順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

女子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

1003 宮尾 祐子 1:35:491 ﾐﾔｵ ﾕｳｺ42
1001 川戸 亜子 1:43:162 ｶﾜﾄ ｱｺ47
9911 福村 美帆 1:45:09福村眼科3 ﾌｸﾑﾗ ﾐﾎ47
1011 小田村 淳子 1:48:314 ｵﾀﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ48
1008 澄川 美穂 1:49:565 ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾎ40
1005 落合 了子 1:50:216 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳｺ41
1018 山根 明子 1:50:347 ﾔﾏﾈ ｱｷｺ40
1017 永松 晴美 1:51:408 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾊﾙﾐ49
1016 神田 愛 1:53:159 ｶﾝﾀﾞ ｱｲ46
1006 和田 美紀 1:53:20森宗スマイルＲＣ10 ﾜﾀﾞ ﾐｷ49
1015 小谷 桂 1:53:36ＡＲＣ11 ｺﾀﾆ ｹｲ40
1012 椙本 裕美 1:53:39虎熊12 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ41
1020 入里 雅美 1:58:4513 ｲﾘｻﾄ ﾏｻﾐ44
1036 岩井 裕子 2:00:0814 ｲﾜｲ ﾕｳｺ42
1023 佐々木 るみ子 2:00:5715 ｻｻｷ ﾙﾐｺ46
1035 廣田 亜紀 2:03:2016 ﾋﾛﾀ ｱｷ48
1025 加藤 奈保子 2:04:39チーム『ｔｅｎ』17 ｶﾄｳ ﾅｵｺ40
1024 山田 沙織 2:04:4818 ﾔﾏﾀﾞ ｻｵﾘ44
1029 寺岡 由美子 2:05:2319 ﾃﾗｵｶ ﾕﾐｺ49
1026 桐田 康子 2:05:37戸田小学校20 ｷﾘﾀ ﾔｽｺ43
1063 小野 いづみ 2:06:5021 ｵﾉ ｲﾂﾞﾐ47
1022 西嶋 応衣 2:06:5122 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻｴ46
1014 福島 延子 2:07:31山陰ランクラブ23 ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞｺ48
1034 上津 英子 2:08:3724 ｳｴﾂ ｴｲｺ49
1038 永冨 貴子 2:09:0725 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾀｶｺ40
1031 一松 友子 2:10:2826 ｲﾁﾏﾂ ﾄﾓｺ44
1027 西山 貴子 2:10:4727 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｺ42
1019 藤本 景子 2:10:5728 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ41
1032 堀井 京子 2:13:3729 ﾎﾘｲ ｷｮｳｺ48
1048 原田 彩子 2:13:4130 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ46
1021 福原 美和 2:15:3531 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾜ48
1037 下條 藍 2:16:1132 ｼﾓｼﾞｮｳ ｱｲ42
1028 東 千鶴 2:18:2933 ﾋｶﾞｼ ﾁﾂﾞﾙ46
1045 蔵本 智子 2:19:4034 ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓｺ45
1042 高橋 恵里 2:22:2535 ﾀｶﾊｼ ｴﾘ49
1041 三浦 雅美 2:22:5836 ﾐｳﾗ ﾏｻﾐ43
1010 久保 菜穂 2:24:58維新ランナーズ37 ｸﾎﾞ ﾅﾎ45
1043 今永 明美 2:25:37維新ランナーズ38 ｲﾏﾅｶﾞ ｱｹﾐ46
1064 酒井 祐美 2:26:1339 ｻｶｲ ﾏｻﾐ46
1039 田中 輝江 2:26:54ユニティ40 ﾀﾅｶ ﾃﾙｴ44
1061 山本 紀陽子 2:30:0241 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｺ45
1067 中野 伸子 2:31:1542 ﾅｶﾉ ﾉﾌﾞｺ46
1053 金谷 紗央里 2:33:4843 ｶﾅﾔ ｻｵﾘ40
1030 吉岡 美香 2:40:3444 ﾖｼｵｶ ﾐｶ49
1051 山根 由美 2:41:1045 ﾔﾏﾈ ﾕﾐ49
1033 齋藤 道子 2:41:3746 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ49
1052 政木 久美子 2:42:4047 ﾏｻｷ ｸﾐｺ45
1060 木村 美紀 2:43:3548 ｷﾑﾗ ﾐｷ45
1066 森 さつき 2:45:44ごぼうのからあげ49 ﾓﾘ ｻﾂｷ42
1058 毛井 真弓 2:47:0550 ｹｲ ﾏﾕﾐ43
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

女子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

1071 酒井 佳恵 2:47:2851 ｻｶｲ ﾖｼｴ43
1055 大庭 都 2:49:14第一生命52 ｵｵﾊﾞ ﾐﾔｺ41
1047 田中 芳枝 2:53:3253 ﾀﾅｶ ﾖｼｴ49
1059 勝部 久美子 2:57:5754 ｶﾂﾍﾞ ｸﾐｺ45
1054 比田 真弓 3:03:0255 ﾋﾀﾞ ﾏﾕﾐ48
1044 小野 美和子 3:04:2056 ｵﾉ ﾐﾜｺ42
1046 山本 純子 3:07:0357 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ44
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