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第33回鳥取砂丘らっきょう花マラソン大会実行委員会 

42分08秒1 愛下　恵子1901 ｱｲｼﾀ ｹｲｺ

44分05秒2 高橋　幸代1904 三木RCたかはし　さちよ

45分31秒3 田中　望美1946 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ

45分38秒4 阪田　実紗希1923 鳥取大学ｻｶﾀ ﾐｻｷ

46分29秒5 鈴木　香菜1967 ｽｽﾞｷ ｶﾅ

46分35秒6 武田 里沙子1982 タケダ リサコ

48分07秒7 廣谷　茜1948 鳥取市立病院ﾋﾛﾀﾆ ｱｶﾈ

48分30秒8 橋本　真理1956 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘ

50分36秒9 下田　紗希1929 ｼﾓﾀﾞ ｻｷ

50分44秒10 中谷　悦子1906 中ノ郷小学校なかたに　えつこ

51分41秒11 小谷 裕子1978 ワールド薬局コダニ ユウコ

52分04秒12 金澤　知衿1910 鳥取県立白兎養護学校かなざわ　ちえり

52分15秒13 伊藤　美紀1931 鳥取鉄道部ｲﾄｳ ﾐｷ

52分48秒14 大橋　敏恵1915 おおはし　としえ

52分53秒15 田中　歩未1952 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ

52分53秒16 長濵　妥紀1924 鳥取大学ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｷ

53分22秒17 矢部　幸代1928 ﾔﾍﾞ ﾕｷﾖ

53分41秒18 奥谷　幸子1903 おくたに　さちこ

54分18秒19 竹ノ内　直子1926 チームＯＥＳﾀｹﾉｳﾁ ﾅｵｺ

54分27秒20 兼平　裕子1958 おはよう堂ｶﾈﾋﾗ ﾕｳｺ

54分28秒21 坂根　久美1941 ｻｶﾈ ｸﾐ

54分35秒22 河上　智1933 さとに田園CLｶﾜｶﾐ ﾄﾓ

54分57秒23 市場　浩代1938 ｲﾁﾊﾞ ﾋﾛﾖ

55分44秒24 岡田　直子1902 おかだ　なおこ

56分10秒25 石井　恵子1922 ｲｼｲ ｹｲｺ

56分23秒26 高橋　ひとみ1943 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ

56分29秒27 岡田　悠佳1966 ｵｶﾀﾞ ﾕｶ

56分46秒28 築山　由希子1916 カナイチヤＲＬＨﾂｷﾔﾏ ﾕｷｺ

56分58秒29 田中　美葉子1969 ﾀﾅｶ ﾐﾖｺ

57分04秒30 河津　ともえ1972 ZEROｶﾜﾂﾞ ﾄﾓｴ

57分27秒31 前田　祥花1954 ﾏｴﾀ ｻﾁｶ

57分28秒32 寺谷　優香1955 ﾃﾗﾀﾆ ﾕｶ

58分50秒33 向井　雅子1953 Zero  RCﾑｶｲ ﾏｻｺ

58分51秒34 橋本　真由1964 Zero RCﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ

59分02秒35 榎並　三香子1936 社会福祉法人こうほうえん　ｴﾅﾐ ﾐｶｺ

59分05秒36 西山 望美1981 ニシヤマ ノゾミ

59分45秒37 片山　泉1963 ｶﾀﾔﾏ ｲｽﾞﾐ

59分57秒38 HEYWOOD　JOHN1919 鳥取大学付属小学校ﾍｲｳｯﾄﾞ ｼﾞｮﾝ

1時間00分01秒39 KIM　JINAH1918 鳥取大学付属小学校ｷﾑ ｼﾞﾅ

1時間00分09秒40 津隈　洋子1934 さとに田園CLﾂｸﾞﾏ ﾖｳｺ

1時間00分17秒41 八尾　良恵1935 チューチユーRCﾔｵ ﾖｼｴ

1時間00分41秒42 奥田　晴美1940 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾐ

1時間00分44秒43 比田 真弓1980 ホテル白鳥ヒダ マユミ

1時間00分54秒44 山下　宏呂子1939 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｺ

1時間01分03秒45 福市　早苗1925 ﾌｸｲﾁ ｻﾅｴ

1時間01分18秒46 大田　陽子1937 ｵｵﾀ ﾖｳｺ

1時間01分21秒47 松信　美徳1947 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾐﾉﾘ

1時間01分28秒48 前田　梨恵1950 Ｚｅｒｏ ＲＣﾏｴﾀ ﾘｴ

1時間02分18秒49 難波　裕美1983 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾐ

1時間02分39秒50 藤原　礼奈1959 鳥取生協病院ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔﾅ
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1時間02分48秒51 澤田　文1914 さわだ　あや

1時間03分12秒52 橋本　道代1942 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾖ

1時間03分25秒53 谷本　祐子1905 たにもと　ゆうこ

1時間03分31秒54 三橋　朋恵1913 みはし　ともえ

1時間03分50秒55 木下　まり恵1970 鳥取大学ｷﾉｼﾀ ﾏﾘｴ

1時間03分51秒56 金澤　碧望1974 鳥取大学ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ

1時間04分16秒57 木下　菜摘1976 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂﾐ

1時間04分30秒58 前田　ひより1911 株式会社つむぎまえた　ひより

1時間05分19秒59 近藤　みのり1965 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ

1時間05分19秒60 岡田 彩花1979 鳥取大学オカダ アヤカ

1時間05分28秒61 若林　和歩1975 鳥取大学ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ

1時間05分35秒62 大塚　由己1951 読友会ｵｵﾂｶ ﾕｷ

1時間06分16秒63 荊尾　ふみ1945 ZERＯ RCｶﾀﾗｵ ﾌﾐ

1時間06分51秒64 糟谷　薫1973 鳥取大学ｶｽﾔ ｶｵﾙ

1時間10分15秒65 高田　恵美子1907 たかた　えみこ

1時間10分46秒66 伊藤　紅絹1960 ｲﾄｳ ﾓﾐ

1時間12分06秒67 中森　あゆみ1930 ﾅｶﾓﾘ ｱﾕﾐ

1時間13分30秒68 岡田　華奈1968 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ

1時間14分55秒69 小林　沙貴1962 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ

1時間18分18秒70 磯崎　有紀子1971 鳥取大学ｲｿｻﾞｷ ﾕｷｺ
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