
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　50歳～59歳

カナ年齢

1501 唐本 由紀 1:25:42周南市陸協1 ｶﾗﾓﾄ ﾕｷ54
1500 武居 修子 1:35:142 ﾀｹｽｴ ﾉﾌﾞｺ54
1510 森次 良江 1:43:513 ﾓﾘﾂｸﾞ ﾖｼｴ53
1509 酒井 裕美 1:44:074 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ51
1506 松本 和恵 1:45:05福岡陸協5 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｴ52
1507 金子 美樹 1:45:38萩市陸協6 ｶﾈｺ ﾐｷ53
1503 菊池 幸子 1:46:20こばらん7 ｷｸﾁ ﾕｷｺ50
1515 森田 恵子 1:48:408 ﾓﾘﾀ ｹｲｺ57
1505 岡村 旬子 1:48:53維新ランナーズ9 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ57
1512 藤本 妙 1:52:3810 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｴ57
1502 本田 尚美 1:53:05維新ランナーズ11 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ52
1513 三戸 聖子 1:59:4212 ﾐﾄ ｾｲｺ52
1520 小林 敏美 2:00:09山口ランネット13 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ58
1516 永富 ひとみ 2:01:5614 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾋﾄﾐ52
1519 高田 晶子 2:02:0915 ﾀｶﾀ ｱｷｺ55
1521 魚海 博美 2:02:34倉敷紀念病院16 ｳｵﾐ ﾋﾛﾐ55
1518 有吉 加代子 2:03:4617 ｱﾘﾖｼ ｶﾖｺ56
1517 宮田 祥子 2:03:48維新ランナーズ18 ﾐﾔﾀ ｼｮｳｺ52
1511 林 美奈子 2:05:1219 ﾊﾔｼ ﾐﾅｺ52
1524 松村 加代子 2:06:00広島愉快走部20 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾖｺ56
1532 栗原 真紀 2:07:11エフアンドエフ21 ｸﾘﾊﾗ ﾏｷ51
1531 加藤 千香 2:07:25チームあんの22 ｶﾄｳ ﾁｶ50
1535 上ケ原 佳子 2:07:2923 ｶﾐｶﾞﾊﾗ ﾖｼｺ50
1534 安達 まなみ 2:09:1924 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅﾐ58
1530 福原 道子 2:10:0925 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾁｺ58
1523 武良 理恵 2:10:2326 ﾑﾗ ﾘｴ58
1540 河野 信江 2:16:0827 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞｴ50
1508 佐藤 淳子 2:18:27ＡＮＡ28 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ52
1533 大辻 聖華 2:20:56石央森組29 ｵｵﾂｼﾞ ｾｲｶ51
1514 星山 益代 2:23:0430 ﾎｼﾔﾏ ﾏｽﾖ54
1544 松田 由美子 2:24:2931 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾐｺ57
1542 小田 みゆき 2:24:4332 ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ50
1545 松井 百合恵 2:24:4433 ﾏﾂｲ ﾕﾘｴ50
1527 松尾 茂子 2:25:55マルサン34 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｺ58
1543 表田 ちよみ 2:27:1535 ｵﾓﾀﾞ ﾁﾖﾐ55
1522 藤井 恵 2:29:0136 ﾌｼﾞｲ ﾒｸﾞﾐ54
1564 廣田 治美 2:29:3537 ﾋﾛﾀ ﾊﾙﾐ57
1541 槙原 多美 2:31:0038 ﾏｷﾊﾗ ﾀﾐ54
1537 板垣 好美 2:31:1739 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾐ50
1555 折口 智美 2:31:5740 ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ54
1528 竹村 陽子 2:33:2841 ﾀｹﾑﾗ ﾖｳｺ56
1548 落合 由美 2:34:1542 ｵﾁｱｲ ﾕﾐ56
1536 山本 純子 2:34:3943 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ54
1554 畑岡 律香 2:34:5544 ﾊﾀｵｶ ﾘｶ54
1547 福田 香 2:35:2345 ﾌｸﾀﾞ ｶｵﾘ58
1562 三原 真佐子 2:35:5246 ﾐﾊﾗ ﾏｻｺ55
1529 藤井 安佐子 2:36:2347 ﾌｼﾞｲ ｱｻｺ56
1525 葉佐井 恵子 2:37:0348 ﾊｻｲ ｹｲｺ53
1552 小石 章代 2:39:3949 ｺｲｼ ｱｷﾖ50
1560 高岡 尚美 2:41:3350 ﾀｶｵｶ ﾅｵﾐ58
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1565 青木 さおり 2:42:3951 ｱｵｷ ｻｵﾘ51
1567 清井 一恵 2:42:5952 ｷﾖｲ ｶｽﾞｴ50
1575 杵築 美穂子 2:43:1953 ｷｽﾞｷ ﾐﾎｺ51
1553 田村 裕子 2:49:4354 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ57
1551 黒田 愛 2:49:4755 ｸﾛﾀﾞ ｱｲ56
1566 河野 直子 2:52:4156 ｺｳﾉ ﾅｵｺ50
1546 村上 祐子 2:52:57山陰ランクラブ57 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ51
1559 仲子 由香里 2:53:1858 ﾅｶｺ ﾕｶﾘ50
1550 松浦 香代子 2:55:44山陰ランクラブ59 ﾏﾂｳﾗ ｶﾖｺ52
1558 長谷川 真美 2:56:4160 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾐ53
1570 山村 文子 2:58:28山口ランネット61 ﾔﾏﾑﾗ ﾌﾐｺ58
1549 前田 玲美 2:59:21前田事務所62 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏﾐ57
1568 永田 由加里 3:03:5063 ﾅｶﾞﾀ ﾕｶﾘ56
1571 藤原 広恵 3:04:0564 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｴ52
1569 中村 真奈美 3:08:3165 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ56
1538 鴎 なほみ 3:08:3866 ｶﾓﾒ ﾅｵﾐ57
1539 打道 久美子 3:08:3967 ｳﾁﾐﾁ ｸﾐｺ56
1504 阪本 一美 3:09:08ビギンランクラブ68 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ59
1557 長谷川 めぐみ 3:22:4569 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ50
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