
- 2018みつ健康マラソン大会 -

A. 3km 小学生高学年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 9:50:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

10分33秒1 川本　航太45 ｶｻﾓﾄ ｺｳﾀ 上南ＡＣ

11分04秒2 井上　隆世100 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ ゆめりくクラブ

11分14秒3 首藤　海翔3 ｼｭﾄﾞｳ ｶｲﾄ 茶屋町小学校

11分20秒4 丹治　智50 ﾀﾝｼﾞ ﾄﾓ 岡山市立御津小学校

11分25秒5 武内　廉太朗2 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ 深山ＳＣ

11分28秒6 千田　樹83 ｾﾝﾀﾞ ｲﾂｷ

11分29秒7 岸本　拓実96 ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 岡山市立鹿田小学校

11分32秒8 南葉　銀聖11 ﾅﾝﾊﾞ ｷﾞﾝｾｲ 芳明バスケットボールクラブ

11分35秒9 篠田　壮真12 ｼﾉﾀﾞ ｿｳﾏ 津山市立加茂小学校

11分45秒10 葛原　将大88 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 西阿知小学校

11分46秒11 石原　壮志43 ｲｼﾊﾗ ｿｳｼ 御津小学校

11分46秒12 村尾　皐97 ﾑﾗｵ ｻﾂｷ

11分48秒13 坂本　孝太10 ｻｶﾓﾄ 深山ＳＣ

11分58秒14 髙橋　麟汰郎119 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ファミランニング会

11分58秒15 高嶋　晃太51 ﾀｶｼﾏ ｺｳﾀ 山手野球スポーツ少年団

12分02秒16 廣江　至恩103 ﾋﾛｴ ｼｵﾝ 岡大附属小学校

12分03秒17 内田　圭祐93 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 吉備高原ＭＡ

12分07秒18 中村　淳晴89 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 石井小学校

12分16秒19 前田　脩眞18 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 芳明バスケットボールクラブ

12分17秒20 東　新太19 ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾀ 芳明バスケットボールクラブ

12分18秒21 宍戸　蓮105 ｼｼﾄﾞ ﾚﾝ 連島南小学校

12分20秒22 小池　陽大13 ｺｲｹ ﾊﾙﾋﾛ 上南ＡＣ

12分24秒23 難波　昊世86 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｾｲ Team Blue Dog Next

12分25秒24 池田　陽太40 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 岡山市立横井小学校

12分35秒25 和気　進之介42 ﾜｹ ｼﾝﾉｽｹ 倉敷市立庄小学校

12分35秒26 中根　淳登69 ﾅｶﾈ ｱﾂﾄ 御津ＦＣ

12分36秒27 畑　翔太91 ﾊﾀ ｼｮｳﾀ

12分39秒28 小川　聖仁57 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 山手野球スポーツ少年団

12分39秒29 池上　康生8 ｲｹｶﾞﾐ 大野小学校

12分43秒30 祐森　風71 ｽｹﾓﾘ ﾌｳ みつオールスターズ

12分47秒31 朝比奈　来希44 ｱｻﾋﾅ ﾗｲｷ 野谷小学校

12分48秒32 川本　翔太46 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 上南ＡＣ

12分48秒33 是近　紘毅61 ｺﾚﾁｶ ﾋﾛｷ 御津建部剣道スポーツ少年・

12分56秒34 トゥーレ　アブドラハマン98 ﾄｩｰﾚ ｱﾌﾞﾄﾞﾗﾊﾏﾝ 岡北FC、御野小

13分02秒35 友野　生宙53 ﾄﾓﾉ ﾐﾋﾛ 山手野球スポーツ少年団

13分03秒36 大谷　太郎16 ｵｵﾀﾆ ﾀﾛｳ

13分06秒37 池上　正矛寧9 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾑﾈ

13分08秒38 岩月　葵23 ｲﾜﾂｷ ｱｵｲ 芳明バスケットボールクラブ

13分14秒39 谷口　颯月48 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ 岡山御津ソフトボールスポー

13分20秒40 森本　結仁30 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾄ 行幸小学校

13分21秒41 平井　凜太35 ﾋﾗｲ ﾘﾝﾀ 御津少年野球クラブ

13分21秒42 賴　一輝34 ﾖﾘ ｶｽﾞｷ 御津少年野球クラブ

13分25秒43 大頭　真大1 ｵｵｶﾞｼﾗ ﾏﾋﾛ 御津ＦＣ

13分30秒44 櫻井　敬太24 ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 芳明バスケットボールクラブ

13分33秒45 安信　光惺72 ﾔｽﾉﾌﾞ ｺｳｾｲ みつオールスターズ

13分35秒46 中本　力17 ﾅｶﾓﾄ ﾘｷ 岡山県立操明小学校

13分37秒47 山本　拓未81 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 倉敷市立郷内小学校

13分41秒48 松本　尚和82 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｶｽﾞ 桃太郎夢クラブ

13分41秒49 田中　　颯太106 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ

13分43秒50 中原　勇悟77 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 明倫会
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13分44秒51 片山　伊吹7 ｶﾀﾔﾏ ｲﾌﾞｷ Ｂｌｕｅ　Ｄｏｇ　ＮＥＸＴ

13分51秒52 松田　光貴55 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 山手野球スポーツ少年団

13分53秒53 河本　大輝21 ｺｳﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 芳明小学校　芳明ＢＢＣ

13分54秒54 福明　昴84 ﾌｸﾐｮｳ ｽﾊﾞﾙ 横井小学校

13分55秒55 上野　拓真110 ｳｴﾉ ﾀｸﾏ 総社小学校

13分59秒56 栄徳　隼29 ｴｲﾄｸ ﾊﾔﾄ 伊島小学校

14分00秒57 二宮　　虎太朗107 ﾆﾉﾐﾔ ｺﾀﾛｳ

14分01秒58 谷口　大悟47 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 御津ＦＣ

14分02秒59 岡本　賢太80 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ みつオールスターズ

14分03秒60 渡辺　銀平56 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾞﾝﾍﾟｲ

14分03秒61 松下　凱音73 ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ みつオールスターズ

14分05秒62 舩守　櫂正74 ﾌﾅﾓﾘ ｶｲｾｲ みつオールスターズ

14分10秒63 森下　智成52 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾅﾘ 山手少年野球

14分16秒64 高谷　祥生54 ﾀｶﾔ ｼｮｳ 山手野球スポーツ少年団

14分18秒65 田中　成22 ﾀﾅｶ ﾅﾙ 芳明バスケットボールクラブ

14分20秒66 田邉　翔大75 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 御津南小学校

14分22秒67 岡本　尚士20 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾄ 芳明ＢＢＣ

14分40秒68 篠山　勇希101 ｻｻﾔﾏ ﾕｳｷ

14分46秒69 菊元　夏輝33 ｷｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 御津小学校

14分50秒70 藤永　宙37 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｿﾗ 茶屋町小学校６年

14分50秒71 松本　悠太郎4 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 御津南小学校

14分52秒72 鳩場　稜真64 ﾊﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾏ 御津ＦＣ

14分53秒73 大熊　悠太109 ｵｵｸﾞﾏ ﾕｳﾀ

14分54秒74 重實　康生36 ｼｹﾞｻﾞﾈ ｺｳｾｲ 御津少年野球クラブ

14分56秒75 守安　湊14 ﾓﾘﾔｽ ﾐﾅﾄ 山手小学校

14分59秒76 中原　聡大63 ﾅｶﾊﾗ ｿｳﾀﾞｲ 御津建部剣道スポーツ少年・

15分01秒77 伊藤　崇志111 ｲﾄｳ ｿｳｼ 岡山市立大元小学校

15分13秒78 森上　瑛太79 ﾓﾘｶﾐ イコラＢＣ

15分20秒79 山本　暁85 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾂｷ チーム暁

15分21秒80 依田　創太116 ﾖﾀﾞ ｿｳﾀ 深山SC

15分22秒81 花房　裕真25 御津小学校

15分23秒82 小野　翔真99 ｵﾉ ｼｮｳﾏ

15分23秒83 岩田　楽都27 ｲﾜﾀ ｶﾞｸﾄ 富山小学校

15分44秒84 真田　翔貴120 ｻﾅﾀﾞ ｼｮｳｷ 開成小学校

15分49秒85 貝原　文康68 ｶｲﾊﾗ ﾌﾐﾔｽ 建部小学校

16分01秒86 久枝　陽太102 ﾋｻｴﾀﾞ ﾖｳﾀ 大元小学校

16分02秒87 山﨑　惣一朗70 ﾔﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 山陽小学校

16分03秒88 二宮　楓馬108 ﾆﾉﾐﾔ ﾌｳﾏ

16分13秒89 藤尾　悠叶41 ﾌｼﾞｵ ﾊﾙﾄ

16分16秒90 小山　大智76 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 明倫会

16分19秒91 奥村　祐伸94 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 倉敷市立第二福田小学校

16分21秒92 西岡　力39 ﾆｼｵｶ ﾘｷ 御野小学校

16分23秒93 大内　徳之28 ｵｵｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 福渡小学校

16分27秒94 丸山　武士123 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ 富山小学校

16分30秒95 納所　巧59 ﾉｳｼｮ ﾀｸﾐ 御津ＦＣ

16分37秒96 藤本　陸央114 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｵ 岡山市立石井小学校

16分38秒97 城村　駿斗78 ｼﾛﾑﾗ ﾊﾔﾄ 明倫会

16分45秒98 内田　亮平26 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 御津小学校

16分51秒99 厨司　瑛太郎115 ｽﾞｼ ｴｲﾀﾛｳ team Blue Dog NEXT

16分53秒100 山下　純平92 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ BLUE DOG NEXT
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17分01秒101 市川　太智90 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ

17分05秒102 辻　樹38 ﾂｼﾞ ｲﾂｷ

17分34秒103 田中　悠斗66 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ ＴＥＡＭ　２４８８

17分35秒104 西川　光成67 ﾆｼｶﾜ ｺｳｾｲ ＴＥＡＭ　２４８８

17分35秒105 河合　春杜15 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ 御津南小

17分36秒106 中川　滉晟58 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 山手野球スポーツ少年団

17分47秒107 川上　寧大122 ｶﾜｶﾐ ﾈｵ 岡山市立御南小学校

17分55秒108 原田　蒼大62 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 御津建部剣道スポーツ少年・

18分30秒109 松浦　佑宜32 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ 岡大附属小学校

20分10秒110 岡田　悠太郎104 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 岡田ファミリー

21分23秒111 佐々木　勇哉49 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 岡山御津ソフトボールスポー
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