
- 2018みつ健康マラソン大会 -

D. 3km 中学生以上女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 9:55:00

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41秒1 奈爪　桃花553 ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 山南中学校

10分48秒2 高橋　葉月511 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 赤磐市立高陽中学校

11分01秒3 大西　未来556 ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 芳泉中学校陸上部

11分02秒4 矢野　芙由子541 ﾔﾉ ﾌﾕｺ

11分31秒5 堀家　捺葵504 ﾎﾘｹ ﾅﾂｷ 倉敷市立庄中学校

11分41秒6 細川　藍519 ﾎｿｶﾜ ｱｲ 山南中学校

11分54秒7 福光　桃香535 ﾌｸﾐﾂ ﾓﾓｶ 福浜中学校

12分06秒8 延原　日和501 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾖﾘ 備前中学校

12分12秒9 西江　菜乃508 ﾆｼｴ ﾅﾉ

12分23秒10 和気　葵依517 ﾜｹ ｱｵｲ 倉敷市立庄中学校

12分33秒11 河本　梨沙565 ｺｳﾓﾄ ﾘｻ 香和中学校

12分55秒12 松江　沙夜香544 ﾏﾂｴ ｻﾔｶ 株式会社 創心會

12分57秒13 葛原　舞華540 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲｶ 倉敷第一中学校

13分40秒14 岡本　愛袈524 ｵｶﾓﾄ ｱｲｶ 御津中学校

14分30秒15 布下　百華530 ﾇﾉｼﾀ ﾓﾓｶ 御津中学校

14分38秒16 吉田　明子557 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｺ あかいわモモちゃんず

14分51秒17 葛原　夏輝539 ｸｽﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 倉敷第一中学校

14分58秒18 中原　真麻521 ﾅｶﾊﾗ ﾏｱｻ 明倫会

15分13秒19 小林　華乃529 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉ 岡山市立御津中学校

15分28秒20 髙橋　雛子561 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ ファミランニング会

15分49秒21 久山　智恵518 ｸﾔﾏ ﾁｴ

16分16秒22 三宅　奈々絵509 ﾐﾔｹ ﾅﾅｴ

16分17秒23 原田　歩実523 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 岡山市立御津中学校　剣道

16分29秒24 難波　咲良536 ﾅﾝﾊﾞ ｻｸﾗ Team Blue Dog Next

16分29秒25 同前　碧528 ﾄﾞｳｾﾞﾝ ｱｵｲ 岡山市立御津中学校

16分30秒26 森末　愛唯525 ﾓﾘｽｴ ﾒｲ 岡山市立御津中学校

16分33秒27 勅使河原　明日香526 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｱｽｶ 御津中学校

16分44秒28 福島　千恵506 ﾌｸｼﾏ ﾁｴ ランラン

16分52秒29 寳山　寿美枝514

17分45秒30 阿部　京子534 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ ももたろうパートナーズ

17分49秒31 池上　怜華552 ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲｶ

18分03秒32 坪　采初512 ﾂﾎﾞ 岡北中学校

18分03秒33 浦上　恵527 ｳﾗｶﾐ ﾒｸﾞﾐ 岡山市立御津中学校

18分14秒34 伊勢田　泉560 ｲｾﾀﾞ ｲｽﾞﾐ

18分25秒35 小田　好華503 ｵﾀﾞ

18分25秒36 落合　志織562 ｵﾁｱｲ ｼｵﾘ あかいわモモちゃんず

18分26秒37 戸取　祐美559 ﾄﾄﾞﾘ ﾕﾐ あかいわモモちゃんず

18分30秒38 松田　美穂558 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾎ あかいわモモちゃんず

18分39秒39 尾崎　美恵543 ｵｻﾞｷ ﾐｴ

18分41秒40 鳩場　梨瑠522 ﾊﾄﾊﾞ ﾘﾙ 御津中学校　剣道部

18分46秒41 清水　日和551 ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 御津中学校

18分50秒42 真田　秋563 ｻﾅﾀﾞ ｱｷ

18分59秒43 近藤　優子510 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ むちむち灘崎

19分01秒44 出原　正子537 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾏｻｺ おじやまAC

19分40秒45 久山　順子507 ｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

21分16秒46 山谷　真弓555 ﾔﾏﾔ ﾏﾕﾐ

22分18秒47 有田　瑞希505 ｱﾘﾀ ﾐｽﾞｷ

24分14秒48 坪　恵美513 ﾂﾎﾞ ｴﾐ 淳風会　ロングライフ　ホスピ

24分14秒49 山﨑　奈美枝520 ﾔﾏｻｷ ﾅﾐｴ チームＯＫＰ

24分14秒50 藤本　絢香554 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
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25分27秒51 平松　美幸542 ﾋﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ

25分32秒52 直原　美穂子502

33分06秒53 亀川　美枝子515

33分11秒54 小橋　弥生547 ｺﾊﾞｼ ﾔﾖｲ

33分13秒55 山浦　香菜絵548 ﾔﾏｳﾗ ｶﾅｴ

33分14秒56 松山　亜矢546 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔ

33分15秒57 松山　宏美545 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾐ

40分40秒58 佐藤　光桜566 ｻﾄｳ ﾐｵ 岡山県立岡山盲学校
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