
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

５部：10km高校生以上39歳以下女子

所属地区名 備考

「※」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

5064 川口　美帆 0:47:438 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾎ 光市

5024 住金キャロル　亜弥 0:48:479 ｽﾐｶﾈｷｬﾛﾙ ｱﾔ 高陽東広島市

5079 坪井　未来 0:48:5310 ﾂﾎﾞｲ ﾐｸ 廿日市市

5071 増本　早佑子 0:49:1811 ﾏｼﾓﾄ ｻﾕﾐ 岩国市

5010 松田　奈津希 0:50:2112 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 登山部防府市

5013 来栖　真奈 0:50:2513 ｸﾙｽ ﾏﾅ 登山部周南市

5011 渡辺　はるか 0:51:1014 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 登山部防府市

5017 岩本　悠梨 0:51:1015 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾘ 防府高校防府市

5020 村田　奈津 0:51:1616 ﾑﾗﾀ ﾅﾂ 防府市

5023 清水　このみ 0:51:2317 ｼﾐｽﾞ ｺﾉﾐ 防府高校山口市

5021 舩木　彩加 0:51:2418 ﾌﾅｷ ｱﾔｶ 防府高校登山部防府市

5031 加藤　洋美 0:51:4119 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 宇部興産病院宇部市

5074 立石　瑞季 0:52:0120 ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 長崎県

5005 仲子　里緒 0:52:2621 ﾅｶｺ ﾘｵ 岩国市

5015 岩本　彩花 0:54:3422 ｲﾜﾓﾄ ｻﾔｶ 防府市

5014 吉武　里佳子 0:54:4423 ﾖｼﾀｹ ﾘｶｺ 防府市

5018 藤永　葉名 0:54:4424 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾊﾅ 防府市

5012 山崎　梨乃 0:54:5325 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾉ 登山部防府市

5025 山中　美緒 0:54:5626 ﾔﾏﾅｶ ﾐｵ 府中町

5038 湊　しおり 0:55:5827 ﾐﾅﾄ ｼｵﾘ 岩国市

5075 坪井　郁子 0:56:2128 ﾂﾎﾞｲ ｶｵﾙｺ 周南市

5044 山家　裕子 0:56:4729 ﾔﾏｶﾞ ﾕｳｺ 柳井市

5027 原　桃花 0:57:0230 ﾊﾗ ﾓﾓｶ 平生町

5019 重國　杏 0:57:1131 ｼｹﾞｸﾆ ｱﾝ 登山部周南市

5082 山縣　憂李 0:57:5332 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾘ 和木町

5069 金子　夕莉 0:57:5633 ｶﾈｺ ﾕﾘ 萩市

5055 宮崎　有希 0:57:5934 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ 周南市

5028 原　風花 0:58:2735 ﾊﾗ ﾌｳｶ 平生町

5030 石津　舞 0:58:4936 ｲｼﾂﾞ ﾏｲ 平生町

5037 宮本　裕子 0:58:4937 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺ 岩国市

5052 浅田　かおり 0:58:5138 ｱｻﾀﾞ ｶｵﾘ 防府市

5008 本保　詠美 0:59:0939 ﾓﾄﾔｽ ｴﾐ 田布施町

5058 藤野　里美 0:59:1040 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾐ 大阪府

5073 武田　優子 0:59:1241 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｺ 福岡県

5081 秋山　ひとみ 0:59:5842 ｱｷﾔﾏ ﾋﾄﾐ 山口県

5057 穴見　麻衣子 1:00:4543 ｱﾅﾐ ﾏｲｺ 柳井市

5068 伊藤　菜奈子 1:00:5744 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 周南市

5022 大出　萌 1:01:1145 ｵｵｲﾃﾞ ﾓｴ 防府高校山口市

5063 後藤　美紗 1:01:1446 ｺﾞﾄｳ ﾐｻ 広島市

5036 波多野　歩美 1:01:3947 ﾊﾀﾞﾉ ｱﾕﾐ チームスティングレイ周防大島町

5054 宝利　綾子 1:01:4148 ﾎｳﾘ ｱﾔｺ 愛媛県

5032 石井　知美 1:01:4649 ｲｼｲ ﾄﾓﾐ 周南市

5034 大西　尚恵 1:01:5550 ｵｵﾆｼ ﾅｵｴ 大阪府
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5040 貝　まりこ 1:02:2851 ｶｲ ﾏﾘｺ 岩国市

5051 津田　優子 1:02:4752 ﾂﾀﾞ ﾕｳｺ 山口市

5080 徳永　寛子 1:02:5053 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 防府市

5086 末兼　悠香 1:03:0954 ｽｴｶﾈ ﾊﾙｶ 柳井市

5076 水永　彩之 1:04:1455 ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 

5087 木村　弘子 1:04:3156 ｷﾑﾗ ﾋﾛｺ 岩国市

5009 野田　久美子 1:04:3357 ﾉﾀﾞ ｸﾐｺ Ｍラン周南市

5060 高橋　奈央 1:04:3658 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 防府市

5047 廣田　優衣 1:04:3759 ﾋﾛﾀ ﾕｲ 防府市

5050 引藤　美咲 1:05:0360 ｲﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 岩国市

5048 池田　歩乃梨 1:06:3061 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉﾘ 広島市

5066 村上　亜紀 1:06:4462 ﾑﾗｶﾐ ｱｷ 周防大島町

5061 亀島　愛子 1:06:5363 ｶﾒｼﾏ ｱｲｺ 岩国市

5072 網本　美幸 1:06:5864 ｱﾐﾓﾄ ﾐﾕｷ 走好酒広島市

5070 平井　淑子 1:07:0765 ﾋﾗｲ ﾖｼｺ 大阪府

5029 末舛　沙織 1:07:5066 ｽｴﾏｽ ｻｵﾘ 平生町

5039 岸本　明子 1:08:1567 ｷｼﾓﾄ ｱｷｺ 酒と泪と弘と防府市

5049 大田　悠加 1:08:2468 ｵｵﾀ ﾕｶ 呉市

5065 三浦　香澄 1:09:0069 ﾐｳﾗ ｶｽﾐ 走好酒広島市

5042 重村　京子 1:09:4770 ｼｹﾞﾑﾗ ｷｮｳｺ 岩国市

5035 大森　理恵 1:13:1271 ｵｵﾓﾘ ﾘｴ 岩国市

5043 柴田　亜美 1:14:4672 ｼﾊﾞﾀ ｱﾐ 呉市

5006 藤原　静香 1:15:3973 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｽﾞｶ 愛媛県

5062 河村　栄子 1:17:0974 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｺ 岩国市
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