
順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第34回サザン･セト大島ロードレース大会 2018/02/11

10ｋｍ　29歳以下女子
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「※」マークは、
日本陸連登録選手

5002 塚本　美波 0:37:211 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 高陽東高等学校北広島町

5001 加藤　琴乃 0:40:052 ｶﾄｳ ｺﾄﾉ 高陽東高校広島市

5083 黒田　怜 0:40:143 ｸﾛﾀﾞ ﾚｲ 光高等学校光市

5085 加川　真衣 0:41:344 ｶｶﾞﾜ ﾏｲ 光高等学校光市

5084 冨士岡　早紀 0:41:595 ﾌｼﾞｵｶ ｻｷ 光高等学校光市

5004 山田　梨緒菜 0:43:126 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾅ 高陽東高等学校広島県

5007 村田　麻由美 0:45:377 ﾑﾗﾀ ﾏﾕﾐ ランスタ防府市

5024 住金キャロル　亜弥 0:48:478 ｽﾐｶﾈｷｬﾛﾙ ｱﾔ 高陽東広島市

5079 坪井　未来 0:48:539 ﾂﾎﾞｲ ﾐｸ 廿日市市

5010 松田　奈津希 0:50:2110 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 登山部防府市

5013 来栖　真奈 0:50:2511 ｸﾙｽ ﾏﾅ 登山部周南市

5011 渡辺　はるか 0:51:1012 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 登山部防府市

5017 岩本　悠梨 0:51:1013 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾘ 防府高校防府市

5020 村田　奈津 0:51:1614 ﾑﾗﾀ ﾅﾂ 防府市

5023 清水　このみ 0:51:2315 ｼﾐｽﾞ ｺﾉﾐ 防府高校山口市

5021 舩木　彩加 0:51:2416 ﾌﾅｷ ｱﾔｶ 防府高校登山部防府市

5074 立石　瑞季 0:52:0117 ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 長崎県

5005 仲子　里緒 0:52:2618 ﾅｶｺ ﾘｵ 岩国市

5015 岩本　彩花 0:54:3419 ｲﾜﾓﾄ ｻﾔｶ 防府市

5014 吉武　里佳子 0:54:4420 ﾖｼﾀｹ ﾘｶｺ 防府市

5018 藤永　葉名 0:54:4421 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾊﾅ 防府市

5012 山崎　梨乃 0:54:5322 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾉ 登山部防府市

5025 山中　美緒 0:54:5623 ﾔﾏﾅｶ ﾐｵ 府中町

5075 坪井　郁子 0:56:2124 ﾂﾎﾞｲ ｶｵﾙｺ 周南市

5027 原　桃花 0:57:0225 ﾊﾗ ﾓﾓｶ 平生町

5019 重國　杏 0:57:1126 ｼｹﾞｸﾆ ｱﾝ 登山部周南市

5082 山縣　憂李 0:57:5327 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾘ 和木町

5069 金子　夕莉 0:57:5628 ｶﾈｺ ﾕﾘ 萩市

5028 原　風花 0:58:2729 ﾊﾗ ﾌｳｶ 平生町

5030 石津　舞 0:58:4930 ｲｼﾂﾞ ﾏｲ 平生町

5008 本保　詠美 0:59:0931 ﾓﾄﾔｽ ｴﾐ 田布施町

5057 穴見　麻衣子 1:00:4532 ｱﾅﾐ ﾏｲｺ 柳井市

5068 伊藤　菜奈子 1:00:5733 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 周南市

5022 大出　萌 1:01:1134 ｵｵｲﾃﾞ ﾓｴ 防府高校山口市

5054 宝利　綾子 1:01:4135 ﾎｳﾘ ｱﾔｺ 愛媛県

5032 石井　知美 1:01:4636 ｲｼｲ ﾄﾓﾐ 周南市

5040 貝　まりこ 1:02:2837 ｶｲ ﾏﾘｺ 岩国市

5086 末兼　悠香 1:03:0938 ｽｴｶﾈ ﾊﾙｶ 柳井市

5076 水永　彩之 1:04:1439 ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 

5060 高橋　奈央 1:04:3640 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 防府市

5047 廣田　優衣 1:04:3741 ﾋﾛﾀ ﾕｲ 防府市

5050 引藤　美咲 1:05:0342 ｲﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 岩国市

5048 池田　歩乃梨 1:06:3043 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉﾘ 広島市

5070 平井　淑子 1:07:0744 ﾋﾗｲ ﾖｼｺ 大阪府

5029 末舛　沙織 1:07:5045 ｽｴﾏｽ ｻｵﾘ 平生町

5039 岸本　明子 1:08:1546 ｷｼﾓﾄ ｱｷｺ 酒と泪と弘と防府市

5049 大田　悠加 1:08:2447 ｵｵﾀ ﾕｶ 呉市

5035 大森　理恵 1:13:1248 ｵｵﾓﾘ ﾘｴ 岩国市

5043 柴田　亜美 1:14:4649 ｼﾊﾞﾀ ｱﾐ 呉市

5006 藤原　静香 1:15:3950 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞｶ 愛媛県
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