
- 2018みつ健康マラソン大会 -

Ｎ.  5km 高校生以上女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/9

スタート： 10:35:00

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

20分34秒1 原　佳奈穂2221 ﾊﾗ ｶﾅﾎ

21分43秒2 中塚　楓2250 ﾅｶﾂｶ ｶｴﾃﾞ ランズアップ

22分25秒3 浦野　七海2254 ｳﾗﾉ ﾅﾅﾐ 操山高校 生物部

23分34秒4 鎌腰　洋美2227 ｶﾏｺｼ ﾋﾛﾐ

23分45秒5 山谷　聖奈子2265 ﾔﾏﾔ ﾐﾅｺ

24分51秒6 下村　しずか2246 ｼﾓﾑﾗ ｼｽﾞｶ

24分59秒7 堀家　葉月2218 ﾎﾘｹ ﾊﾂﾞｷ 総社高校

25分00秒8 下山　裕子2228 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛｺ

25分03秒9 竹本　浩子2242 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｺ 岡山大学病院

25分40秒10 髙田　絵梨2235

25分42秒11 小山　綾美2222 ｺﾔﾏ ｱﾔﾐ （有）小山組

26分01秒12 田代　絵里子2229 ﾀｼﾛ ｴﾘｺ チーム横井

26分34秒13 芦田　誠子2203 ｱｼﾀﾞ

26分54秒14 大原　菜緒2211 ｵｵﾊﾗ ﾅｵ

26分54秒15 大原　萌2210 ｵｵﾊﾗ ﾓｴ

27分41秒16 蔵田　尚美2249 ｸﾗﾀ ﾅｦﾐ

27分47秒17 塩田　愛実2266 ｼｵﾀ ﾏﾅﾐ

27分51秒18 楠田　真知子2209 ｸｽﾀﾞ ﾏﾁｺ ｐａｐａｇｏｎｉａ．

28分07秒19 小野　悠里2217 ｵﾉ ﾕｳﾘ 岡山芳泉高校野球部

28分07秒20 内山　咲子2245 ｳﾁﾔﾏ ｻｷｺ

28分42秒21 三刀屋　ひなの2216 ﾐﾄﾔ ﾋﾅﾉ 岡山芳泉高校野球部

28分58秒22 出原　康子2240 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾔｽｺ おじやまAC

28分59秒23 歳森　恵2262 ﾄｼﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ

29分13秒24 土井　紀子2231 ﾄﾞｲ ﾉﾘｺ

29分14秒25 國定　沙也乃2259 ｸﾆｻﾀﾞ ｻﾔﾉ

29分25秒26 福島　礼子2253 ﾌｸｼﾏ ﾚｲｺ

29分43秒27 平本　早苗2261 ﾋﾗﾓﾄ ｻﾅｴ papagonia

29分52秒28 江見　心音2234 ｴﾐ ｺｺﾈ 岡山御津高等学校

29分55秒29 谷口　典子2219 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｺ

30分12秒30 秋山　洋子2225 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｺ

30分35秒31 酒井　捺美2248 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ

30分37秒32 熊代　良枝2244 ｸﾏｼﾛ ﾖｼｴ

31分06秒33 朝倉　英美子2264 ｱｻｸﾗ ｴﾐｺ

31分37秒34 山口　由美子2226 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾐｺ （社）浦安荘

31分45秒35 吉久　真理子2258 ﾖｼﾋｻ ﾏﾘｺ

31分51秒36 堀　祐子2263 ﾎﾘ ﾕｳｺ

31分59秒37 福永　和恵2212 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｴ

32分16秒38 小野　ひとみ2260 ｵﾉ ﾋﾄﾐ

32分46秒39 菅原　好子2230 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｺ

32分48秒40 岩堂　啓子2204 ｲﾜﾄﾞｳ ｹｲｺ 牛窓中学校

32分52秒41 篠田　郁代2252 ｼﾉﾀﾞ ｲｸﾖ

32分59秒42 小林　あゆみ2236 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

33分00秒43 小林　久美2237 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐ 田中正製作所

34分10秒44 石原　伊津美2208 ｲｼﾊﾗ ｲﾂﾞﾐ

34分14秒45 滝下　歓菜2220 ﾀｷｼﾀ ｶﾝﾅ 岡山西支援学校

34分26秒46 堀野　知美2251 ﾎﾘﾉ ﾄﾓﾐ

34分28秒47 内田　愛乃2202 ｳﾁﾀﾞ ｲﾄﾉ 岡山盲学校

34分29秒48 飯島　心愛2215 ｲｲｼﾞﾏ ｺｺｱ 岡山芳泉高校野球部

34分30秒49 徳田　雅子2233 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻｺ

35分02秒50 大西　美穂2256 ｵｵﾆｼ ﾐﾎ
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35分03秒51 杉本　かよみ2223 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾖﾐ

35分03秒52 小坂　明里2257 ｺｻｶ ｱｶﾘ

35分28秒53 新田　小夜子2213 ﾆｯﾀ ｻﾖｺ

35分31秒54 坂根　康代2224 ｻｶﾈ ﾔｽﾖ

35分54秒55 今井　伸子2206 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞｺ

36分12秒56 妹尾　佳苗2232 ｾﾉｵ ｶﾅｴ チームＯＫＰ

36分20秒57 葛原　直子2214 ｸｽﾞﾊﾗ ﾅｵｺ

36分48秒58 磯部　邦江2239 ｲｿﾍﾞ ｸﾆｴ

37分19秒59 髙中　雅子2201 ﾀｶﾅｶ 済生会

38分44秒60 水本　真理2243 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏﾘ

39分17秒61 板野　英子2207 ｲﾀﾉ ｴｲｺ 桃園らんな～ず

43分39秒62 倉田　典子2205 ｸﾗﾀ ﾉﾘｺ
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