
- 2018みつ健康マラソン大会 -

E. 3km 小学生低学年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:10:00

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

12分34秒1 祐森　梁648 ｽｹﾓﾘ ﾘｮｳｷ みつオールスターズ

12分49秒2 葛原　瑛斗627 ｸｽﾞﾊﾗ ｴｲﾄ 津山市立東小学校

12分50秒3 小林　昇太601 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 総社小学校

13分03秒4 葛原　利成667 ｸｽﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 西阿知小学校

13分12秒5 岸本　正義622 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 御津少年野球クラブ

13分12秒6 小田　湧斗603 ｵﾀﾞ モミジヤＡＣ

13分15秒7 土井　大雅650 ﾄﾞｲ ﾀｲｶﾞ みつオールスターズ

13分18秒8 福本　俊輔625 ﾌｸﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 津山市立南小学校

13分25秒9 田中　輝人617 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾄ 御津少年野球クラブ

13分37秒10 廣江　翼679 ﾋﾛｴ ﾂﾊﾞｻ

13分37秒11 下野　叶汰688 ｼﾓﾉ ｶﾅﾀ 岡山中央小学校

13分44秒12 風早　恭平639 ｶｻﾞﾊﾔ ｷｮｳﾍｲ 山手野球スポーツ少年団

13分44秒13 三宅　栄希611 ﾐﾔｹ ﾄﾓｷ

13分50秒14 高橋　岳大626 ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸﾄ 赤磐市立山陽小学校

13分55秒15 山内　快晟669 ﾔﾏｳﾁ ｶｲｾｲ BlueDog

13分56秒16 山上　聖真663 ﾔﾏｶﾞﾐ ｾｲﾏ

14分02秒17 田中　雄太681 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

14分18秒18 町谷　和637 ﾏﾁﾀﾆ ｶｽﾞ 山手野球スポーツ少年団

14分24秒19 藤原　陽一630 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｲﾁ 芳泉小学校

14分25秒20 髙田　明希652 ﾀｶﾀ ﾊﾙｷ 御津小学校

14分29秒21 岩本　侃大660 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 御津小学校

14分32秒22 木下　拓真619 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾏ 御津少年野球クラブ

14分32秒23 岸本　葵生651 ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ みつオールスターズ

14分36秒24 堀内　奏良670 ﾎﾘｳﾁ ｿﾗ Blue dog Next

14分36秒25 伏屋　開翔624 ﾌｾﾔ ｶｲﾄ 御津少年野球クラブ

14分44秒26 菊池　流可610 ｷｸﾁ

14分45秒27 田邉　裕也646 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ みつオールスターズ

14分49秒28 高橋　優太687 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岡山市立箕島小学校

14分52秒29 南葉　聖605 ﾅﾝﾊﾞ ﾋｼﾞﾘ 芳明バスケットボールクラブ

14分52秒30 山本　惺602 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ Ｂｌｕｅ　Ｄｏｇ　ｎｅｘｔ

14分55秒31 西河　直柔675 ﾆｼｶﾜ ﾅｵﾅﾘ 芳明BBC

14分57秒32 納所　功志郎641 ﾉｳｼｮ ｺｳｼﾛｳ 御津ＦＣ

15分05秒33 佐藤　大斗614 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 津山市立弥生小学校

15分08秒34 朝比奈　健心629 ｱｻﾋﾅ ｹﾝｺﾞ 野谷小学校

15分09秒35 黒江　雄大640 ｸﾛｴ 山手野球スポーツ少年団

15分11秒36 中根　大智644 ﾅｶﾈ ﾀｲﾁ 御津ＦＣ

15分11秒37 岡田　晴斗656 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 明倫会

15分14秒38 竹内　淳之佑643 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 岡山市立御津小学校

15分24秒39 津川　新太653 ﾂｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 五城小学校

15分40秒40 片山　雄斗657 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 岡山御津ソフトボールスポー

15分41秒41 木村　瞭介609 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 御津南小学校

15分47秒42 垣井　優希606 ｶｷｲ ﾕｳｷ 吉備小学校

15分48秒43 岸本　悠汰623 ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 御津少年野球クラブ

16分02秒44 平井　虎次朗621 ﾋﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 御津少年野球クラブ

16分04秒45 大島　遙斗672 ｵｵｼﾏ ﾊﾙﾄ

16分04秒46 木多　祐翔615 ｷﾀ ﾕｳﾄ 御津少年野球クラブ

16分08秒47 安信　志優647 ﾔｽﾉﾌﾞ ﾕｷﾏｻ みつオールスターズ

16分08秒48 森本　瑛太613 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲﾀ 行幸小学校

16分14秒49 武田　創太659 ﾀｹﾀﾞ ｿｳﾀ 御津南小学校

16分19秒50 吉行　翔絆632 ﾖｼﾕｷ ﾄﾜ 岡山御津ソフトボールスポー
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16分22秒51 平井　虎吾朗620 ﾋﾗｲ ｺｺﾞﾛｳ 御津少年野球クラブ

16分24秒52 トゥーレ　アハマドトゥジャーニ676 ﾄｩｰﾚ ｱﾊﾏﾄﾞﾄｩｼﾞｬｰﾆ 岡北FC、御野小

16分28秒53 河内　太伸631 ｺｳﾁ ﾀｲｼﾝ 行幸小

16分36秒54 船守　喜士郎662 ﾌﾅﾓﾘ ｷｼﾛｳ 御津小学校

16分37秒55 蛯原　有隆608 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ 御津南小学校

16分43秒56 依田　陽弥686 ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾔ 深山SC

16分49秒57 森本　大翔658 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾄ 御津南小学校

16分50秒58 中島　蒼佑683 ﾅｶｼﾏ ｿｳｽｹ 平津小学校

16分52秒59 西嶋　海晴612 ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲｾｲ

16分57秒60 高木　佑真654 ﾀｶｷ ﾕｳﾏ 御津小学校

17分03秒61 矢内　秀之介604 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾉｽｹ 鏡野町立南小学校

17分08秒62 田中　遥人616 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 御津少年野球クラブ

17分15秒63 中西　瞳真633 ﾅｶﾆｼ 岡山御津ソフトボールスポー

17分17秒64 吉田　大成655 ﾖｼﾀﾞ 明倫会

17分18秒65 木下　悠斗618 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 御津少年野球クラブ

17分18秒66 次田　隆翔636 ﾂｷﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 御津南小学校

17分47秒67 岡本　昇真661 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ みつオールスターズ

17分53秒68 栄徳　結斗682 ｴｲﾄｸ ﾕｲﾄ

18分01秒69 尾崎　柊太680 ｵｻﾞｷ ｼｭｳﾀ

18分03秒70 竹本　彩人671 ﾀｹﾓﾄ ｱﾔﾄ 岡山市立西大寺小学校

18分13秒71 蔵田　皇成674 ｸﾗﾀ ｺｳｾｲ 倉敷市立富田小

18分22秒72 内田　安彦668 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋｺ team　HIKA

18分24秒73 西山　大喜664 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｷ おにぎり

19分07秒74 内山　幸太673 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀ

19分18秒75 平山　晴太685 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾚﾀ

19分59秒76 松本　幸和666 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｶｽﾞ 桃太郎夢クラブ

20分01秒77 河内　咲哉689 ｺｳﾁ ｻｸﾔ 行幸ｽﾎﾟｰﾂ少年団

21分15秒78 菱川　聡也607 ﾋｼｶﾜ ﾄｼﾔ 御津南小学校

21分23秒79 松原　大燿649 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ みつオールスターズ

21分26秒80 廣安　潤之助628 ﾋﾛﾔｽ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 御津南小

21分36秒81 北山　吏一645 ｷﾀﾔﾏ ﾘｲﾁ 明倫会

22分46秒82 篠山　未来677 ｻｻﾔﾏ ﾐﾗｲ

23分49秒83 逢澤　佑紀642 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 御津建部剣道スポーツ少年・

24分22秒84 村上　雄海635 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 岡山御津ソフトボールスポー

24分25秒85 寺門　亮634 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾘｮｳ 岡山御津ソフトボールスポー
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