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ハーフマラソン　40歳代女子

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

2004 宮本　美織子 1:25:291 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｵｺ 光市陸協下松市

2005 武居　修子 1:33:292 ﾀｹｽｴ ﾉﾌﾞｺ 下松市陸協下松市 ※

2017 川戸　亜子 1:34:473 ｶﾜﾄ ｱｺ 周南市 ※

2012 小熊　満代 1:39:574 ｺｸﾞﾏ ﾐﾂﾖ ＳＡＴ広島市

2081 松本　美代子 1:41:335 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾖｺ 岩国市

2016 大家　尚美 1:42:416 ｵｵﾔ ﾅｵﾐ ＳＡＴ廿日市市

2039 水野　倫子 1:44:237 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾁｺ 東広島市

2079 中塚　祐佳 1:45:118 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 下松市

2026 斉藤　浩美 1:45:269 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 広島市

2180 蓮井　晶子 1:45:3510 ﾊｽｲ ｱｷｺ 大阪府

2014 清田　明子 1:45:5311 ｷﾖﾀ ｱｷｺ 廿日市市 ※

2020 永松　晴美 1:46:5812 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾊﾙﾐ 徳山中央病院下松市 ※

2064 小山　佳代 1:47:0613 ｺﾔﾏ ｶﾖ 周南市

2050 山手　美恵子 1:47:0914 ﾔﾏﾃ ﾐｴｺ 広島市

2058 須知　美奈 1:47:2115 ｽﾁ ﾐﾅ ランニングマン宇部市

2052 中村　佐智恵 1:49:0516 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｴ 周南市

2040 三井　亜子 1:49:4217 ﾐﾂｲ ｱｺ ピンランナー宇部市

2178 松村　公子 1:54:0018 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾐｺ 廿日市市

2074 桜井　美奈子 1:54:4519 ｻｸﾗｲ ﾐﾅｺ 宇部市

2114 高田　恵理 1:55:1020 ﾀｶﾀ ｴﾘ 動好会柳井市

2100 向井　美樹 1:56:1521 ﾑｶｲ ﾐｷ 酒ラン熊野町

2130 伊藤　満子 1:56:2722 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ 柳井市

2156 天野　裕美 1:56:3423 ｱﾏﾉ ﾕﾐ Ｍラン下松市

2053 宮川　温子 1:57:3524 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾂｺ 下松市

2068 大野　紀子 1:58:1425 ｵｵﾉ ﾉﾘｺ 山口市

2069 才野　久美子 1:59:4226 ｻｲﾉ ｸﾐｺ 広島市

2030 高橋　香 2:00:2327 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ 島根県

2138 飯田　由美子 2:01:5128 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 宇部市

2070 中野　希 2:03:5629 ﾅｶﾉ ﾉｿﾞﾐ 東京都

2055 石井　博恵 2:05:1130 ｲｼｲ ﾋﾛｴ 徳山中央病院周南市

2041 久保　晃代 2:05:1631 ｸﾎﾞ ｱｷﾖ 光市

2153 渡辺　しのぶ 2:05:2132 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ 山口市

2106 鈴木　容子 2:06:4833 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県

2134 大橋　淳子 2:08:3734 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 広島市

2116 藤田　祐子 2:09:2035 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ 広島市

2118 平田　貴美子 2:09:2636 ﾋﾗﾀ ｷﾐｺ 周南市

2136 金崎　由美 2:09:5237 ｶﾅｻﾞｷ ﾕﾐ 広島市

2176 青木　千里 2:10:0538 ｱｵｷ ﾁｻﾄ 大阪府

2067 村田　えりか 2:11:0839 ﾑﾗﾀ ｴﾘｶ トップギア広島広島市

2131 石村　智江 2:14:1140 ｲｼﾑﾗ ﾄﾓｴ 岩国市

2031 松金　美穂 2:14:1941 ﾏﾂｶﾈ ﾐﾎ 山陽小野田市

2174 阪上　愛 2:15:0242 ｻｶｶﾞﾐ ﾒｸﾞﾐ 広島市

2027 高浜　京子 2:15:2543 ﾀｶﾊﾏ ｷｮｳｺ 宇部市

2119 尾山　玲子 2:15:4844 ｵﾔﾏ ﾚｲｺ 宇部市

2110 松谷　由紀子 2:17:3345 ﾏﾂﾔ ﾕｷｺ 山口市

2113 森川　和美 2:18:2846 ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾐ 廿日市市

2144 岡村　亜子 2:22:5747 ｵｶﾑﾗ ｱｺ 光市

2171 田中　由紀子 2:26:5148 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 柳井市

2167 田坂　寿賀子 2:28:1849 ﾀｻｶ ｽｶﾞｺ 岩国市

2135 行武　弘恵 2:28:2450 ﾕｸﾀｹ ﾋﾛｴ 岩国市
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2046 川口　潤子 2:30:3351 幟ランクラブ府中町

2143 松本　叔子 2:36:4952 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｺ ランナーズハイ広島市

2159 尾花　千絵 2:38:5153 ｵﾊﾅ ﾁｴ 海田町

P rin t :  2018/02/14 12:41:05 2 /  2 ページ Official  Tim er & Resu l t By F inesystem


