
- 2018みつ健康マラソン大会 -

B. 3km 小学生高学年女子

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

11分39秒1 鎌腰　愛子205 ｶﾏｺｼ ｱｲｺ 深山Ｓ．Ｃ

12分14秒2 矢野　睦実268 ﾔﾉ ﾑﾂﾐ

12分18秒3 小倉　叶萌271 ｵｸﾞﾗ ｶﾅｴ

12分20秒4 長尾　苺花201 ﾅｶﾞｵ ﾓﾓ 児島小学校・倉敷ＪＣ

12分38秒5 井上　華奈282 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ゆめりくクラブ

12分48秒6 岩本　つつみ246 ｲﾜﾓﾄ ﾂﾂﾐ 御津建部剣道スポーツ少年・

12分49秒7 川上　那奈穂280 ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾎ

12分52秒8 河内　優芽233 ｺｳﾁ ﾕﾒ ゆめリククラブ

13分06秒9 岡本　舞袈259 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｶ みつオールスターズ

13分06秒10 岡本　来袈257 ｵｶﾓﾄ ﾗｲｶ みつオールスターズ

13分10秒11 江田　侑紀奈240 ｴﾀﾞ 岡山御津ソフトボールスポー

13分27秒12 藤原　羽瑠232 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙ 芳泉小学校

13分35秒13 植月　咲良278 ｳｴﾂｷ ｻﾗ 勝央北小学校

13分39秒14 大山　凜219 ｵｵﾔﾏ ﾘﾝ 阿曽＆山手小ＲＯＣＫＥＴＳ

13分43秒15 鎌腰　華帆206 ｶﾏｺｼ ｶﾎ 深山ＳＣ

13分44秒16 後藤　希実恵222 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｴ 御津少年野球クラブ

14分01秒17 赤木　優心241 ｱｶｷﾞ ﾕﾅ 岡山御津ソフトボールスポー

14分06秒18 片山　椿204 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｷ Ｂｌｕｅ　Ｄｏｇ　ＮＥＸＴ

14分11秒19 岡本　文華258 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ みつオールスターズ

14分16秒20 北山　愛夏264 ｷﾀﾔﾏ ｱｲｶ みつオールスターズ

14分16秒21 松葉　愛子256 ﾏﾂﾊﾞ ｱｲｺ みつオールスターズ

14分53秒22 清須　千加253 ｷﾖｽ ﾁｶ 御津ＦＣ

15分05秒23 田代　百佳235 ﾀｼﾛ チーム横井

15分13秒24 佐藤　碧261 ｻﾄｳ ｱｵｲ みつオールスターズ

15分16秒25 居森　心路242 ｲﾓﾘ ｺｺﾛ 岡山御津ソフトボールスポー

15分21秒26 豊田　花子202 ﾄﾖﾀ

15分26秒27 岩本　咲葵283 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ

15分27秒28 安藤　玲奈231 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 御津南小学校

15分28秒29 藤田　萌愛245 ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 御津南小学校

15分39秒30 鳥落　咲良208 ﾄﾘｵﾁ ｻｸﾗ 岡山市立高島小学校

15分40秒31 笠原　未衣260 ｶｻﾊﾗ ﾐｲ みつオールスターズ

15分41秒32 笠松　芳美263 ｶｻﾏﾂ ﾖｼﾐ みつオールスターズ

15分41秒33 久山　ひかり228 ｸﾔﾏ ﾋｶﾘ 野谷小学校

15分50秒34 栗原　好音270 ｸﾘﾊﾗ ｺﾉﾝ Team Blue dog next

15分54秒35 江川　礼音220 ｴｶﾞﾜ ﾚﾝ 阿曽＆山手小ＲＯＣＫＥＴＳ

16分04秒36 武田　心海213 ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾐ 岡山市立芳田小学校

16分04秒37 中塚　心菜203 ﾅｶﾂｶ ｺｺﾅ 二福小学校

16分05秒38 山本　愛莉254 ﾔﾏﾓﾄ 明倫会

16分07秒39 富樫　由貴214 ﾄｶﾞｼ ﾕｷ

16分11秒40 豊永　莉音226 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾘﾄ

16分14秒41 向井　陽菜252 ﾑｶｲ ﾋﾅ 明倫会

16分16秒42 田代　千佳234 ﾀｼﾛ ﾁｶ チーム横井

16分17秒43 久山　咲207 ｸﾔﾏ ｻｷ 倉敷市立郷内小学校

16分17秒44 植木　仁葉291 ｳｴｷ ﾋﾄﾊ 平福小学校

16分19秒45 竹原　一歩230 ﾀｹﾊﾗ ｲﾁﾎ

16分25秒46 岡本　靖帆272 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾎ 箕島小学校

16分26秒47 刀祢　咲哉子215 ﾄﾈ

16分28秒48 垣井　美希210 ｶｷｲ ﾐｷ 吉備小学校

16分30秒49 三宅　莉歩274 ﾐﾔｹ ﾘﾎ

16分38秒50 鳩場　梨寧248 ﾊﾄﾊﾞ ﾘﾈ 御津建部剣道スポーツ少年・
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16分39秒51 谷口　芽衣236 ﾀｲｸﾞﾁ ﾒｲ 御津ＦＣ

16分39秒52 光田　朱里239 ﾐﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 岡山御津ソフトボールスポー

16分45秒53 片山　瑚子249 ｶﾀﾔﾏ ｺｺ 岡山市立御津南小学校

16分58秒54 東　舞286 ｱｽﾞﾏ ﾏｲ まいちゃんず

17分01秒55 中山　和奏275 ﾅｶﾔﾏ ﾜｶﾅ 箕島小学校

17分09秒56 歳森　爽音288 ﾄｼﾓﾘ ｻﾜﾈ 岡山市立石井小学校

17分11秒57 村木　陽和子273 ﾑﾗｷ ﾋﾅｺ

17分13秒58 西嶋　怜那218 ﾆｼｼﾞﾏ ﾚﾅ

17分25秒59 三宅　希々叶217 ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ

17分28秒60 山本　さくら223 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

17分35秒61 寺門　彩花里237 ﾃﾗｶﾄﾞ ｱｶﾘ 岡山御津ソフトボールスポー

17分35秒62 菅　環奈238 ｽｶﾞ ｶﾝﾅ 岡山御津ソフトボールスポー

17分38秒63 景山　颯月243 ｶｹﾞﾔﾏ 横井小学校

17分40秒64 内田　侑希262 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ みつオールスターズ

17分46秒65 西江　千響216 ﾆｼｴ ﾁﾅﾘ

17分48秒66 佐原　七海265 ｻﾊﾗ ﾅﾅﾐ みつオールスターズ

17分48秒67 川上　朱音229 ｶﾜｶﾐ ｱｶﾈ 大元小学校

17分48秒68 十時　由衣227 ﾄﾄｷ ﾕｲ 大元小学校

17分49秒69 原　美月224 ﾊﾗ 吉備小学校

17分51秒70 成川　美羽225 ﾅﾘｶﾜ ﾐｳ 鹿田小学校

17分55秒71 森本　莉央255 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ 御津南小学校

17分55秒72 尾崎　葵285 ｵｻﾞｷ ｱｵｲ

17分58秒73 吉岡　咲粟281 ﾖｼｵｶ ｻﾜ 芳明バスケットボールクラブ

18分00秒74 岸本　実佳276 ｷｼﾓﾄ ﾐｶ 岡山市立鹿田小学校

18分17秒75 大山　優希彩290 ｵｵﾔﾏ ﾕﾉｱ 岡山市立鹿田小学校

18分40秒76 内山　咲穂277 ｳﾁﾔﾏ ｻﾎ

19分26秒77 大賀　一睦247 ｵｵｶﾞ ｲﾁｶ 御津建部剣道スポーツ少年・

19分26秒78 北山　歩生251 ｷﾀﾔﾏ ｱｵ 明倫会

19分29秒79 本田　佳歩221 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾎ 五城小学校

19分29秒80 景山　心遥244 ｶｹﾞﾔﾏ 横井小学校

19分30秒81 白髭　美玖211 ｼﾗﾋｹﾞ ﾐｸ 岡山市立横井小学校

20分11秒82 白髭　茉子212 ｼﾗﾋｹﾞ ﾏｺ 岡山市立横井小学校

21分18秒83 松尾　優成279 ﾏﾂｵ ﾕｳﾅ ランズアップ

22分16秒84 高原　香絵289 ﾀｶﾊﾗ ｶｴ 操南小学校

22分30秒85 山﨑　智景250 ﾔﾏｻｷ ﾁｶｹﾞ 山陽小学校
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