
- 第３９回余呉湖健康マラソン -

Ｂ）2.kmファミリーコース小学生以下
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/14

スタート： 9:40:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

7分15秒1 井上　卓海3017 浅井小学校ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ

7分28秒2 幸田　唯楓3035 中郷小学校ｺｳﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

7分43秒3 橋本　学徳3232 ﾊｼﾓﾄ ｶﾞｸﾄ

7分45秒4 佐々木　勝紀3129 ｻｻｷ ｶﾂｷ

7分50秒5 大澤　啓人3003 もよもーズｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ

7分54秒6 中村　仁優3228 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻﾋﾛ

8分00秒7 上倉　柑奈10006 ｳｴｸﾗ ｶﾝﾅ

8分05秒8 桐畑　侑生3185 ｷﾘﾊﾀ　ﾕｲ

8分07秒9 徳本　芙優3236 ﾄｸﾓﾄ ﾌﾕ

8分10秒10 加藤　那奈3142 醒泉ランナーズｶﾄｳ ﾅﾅ

8分15秒11 水上　星那3217 ﾐｽﾞｶﾐ ｾｲﾅ

8分26秒12 北原　陽向3184 ｷﾀﾊﾗ　ﾋﾅﾀ

8分27秒13 今井　真敬3168 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ

8分32秒14 道願　蒼空3221 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ｿﾗ

8分53秒15 北原　柚帆3052 余呉小中学校ｷﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾎ

8分53秒16 舛本　果鈴3150 ﾏｽﾓﾄ ｶﾘﾝ

8分53秒17 辻　葉音3001 長浜陸上教室ﾂｼﾞ ﾊﾉﾝ

8分54秒18 川瀬　空3015 ｶﾜｾ ｿﾗ

8分57秒19 三谷　唯斗3171 ﾐﾀﾆ ﾕｲﾄ

8分57秒20 川瀬　隆侑3151 長浜北小ｶﾜｾ ﾘｭｳ

9分00秒21 水野　萌恵3175 ﾐｽﾞﾉ ﾓｴ

9分11秒22 中村　滉志3227 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ

9分14秒23 細江　真史3205 ﾎｿｴ ﾏｻﾌﾐ

9分25秒24 谷口　留衣3076 余呉小中学校ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ

9分31秒25 三ヶ崎　舷3092 余呉小中学校ﾐｶｻﾞｷ ｹﾞﾝ

9分32秒26 森　颯大3201 ﾓﾘ ｿｳﾀ

9分34秒27 南部　完太3222 ﾅﾝﾌﾞ ｶﾝﾀ

9分35秒28 北原　雫月3081 余呉小中学校ｷﾀﾊﾗ ｼﾂﾞｸ

9分43秒29 東野　歩華3053 余呉小中学校ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾕｶ

9分47秒30 高藤　大雅3064 余呉小中学校ﾀｶﾌｼﾞ ﾀｲｶﾞ

9分48秒31 高藤　耀矢3084 余呉小中学校ﾀｶﾌｼﾞ ｱｷﾔ

9分55秒32 森　政宗3153 長浜南小ﾓﾘ ﾏｻﾑﾈ

9分55秒33 田辺　紗矢香3006 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ

9分56秒34 大澤　奈央子3004 もよもーズｵｵｻﾜ ﾅｵｺ

10分06秒35 原田　滉大3165 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

10分10秒36 大杉　暖3027 ｵｵｽｷﾞ ﾊﾙ

10分18秒37 泉　晴斗3149 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ

10分19秒38 林　蒼大3233 ﾊﾔｼ ｿｳﾀ

10分20秒39 松浦　知昭3058 余呉小中学校ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｱｷ

10分26秒40 吉川　陸馬3073 余呉小中学校ﾖｼｶﾜ ﾘｸﾏ

10分26秒41 近藤　錬3130 浜田小ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ

10分26秒42 川瀬　渚3016 ｶﾜｾ ﾅｷﾞｻ

10分30秒43 大杉　倫太郎3028 ｵｵｽｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

10分31秒44 中村　優那3077 余呉小中学校ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ

10分36秒45 沖　奏介3147 ｵｷ ｿｳｽｹ

10分38秒46 宮本　実空3093 余呉小中学校ﾐﾔﾓﾄ ﾐｸ

10分38秒47 藤田　双葉3089 余呉小中学校ﾌｼﾞﾀ ﾌﾀﾊ

10分40秒48 田川　柚葉3085 余呉小中学校ﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ

10分41秒49 川瀬　智奈3117 ｶﾜｾﾁﾅ

10分41秒50 大森　友稀3046 余呉小中学校ｵｵﾓﾘ ﾄﾓｷ
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10分44秒51 水野　結萌3237 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾒ

10分47秒52 道願　ゆら3220 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ﾕﾗ

10分49秒53 山田　颯馬3134 Ｂ＆Ｇ今津ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ

10分51秒54 藤田　陽菜乃3070 余呉小中学校ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾉ

10分54秒55 小菅　伸弥3214 ｺｽｶﾞ ｼﾝﾔ

10分55秒56 渡辺　采3231 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲ

10分59秒57 松浦　こなつ3072 余呉小中学校ﾏﾂｳﾗ ｺﾅﾂ

11分00秒58 橋爪　明廉3213 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾚﾝ

11分02秒59 丹治　凛3051 余呉小中学校ﾀﾝｼﾞ ﾘﾝ

11分04秒60 辻　和叶3056 余呉小中学校ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ

11分09秒61 若森　風和3218 ﾜｶﾓﾘ ﾌｳｶ

11分17秒62 斉藤　大晟3230 ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ

11分17秒63 原田　健汰3235 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ

11分18秒64 若森　謙心3204 ﾜｶﾓﾘ ｹﾝｼﾝ

11分21秒65 武友　晴彦3066 余呉小中学校ﾀｹﾄﾓ ﾊﾙﾋｺ

11分24秒66 平井駿太3109 ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾀ

11分24秒67 沖　和奏3146 ｵｷ ﾜｶﾅ

11分25秒68 藤井　澪3139 ﾌｼﾞｲ ﾐｵ

11分26秒69 平井　駿太3212 ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾀ

11分29秒70 桐畑　莞爾3082 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ｶﾝｼﾞ

11分32秒71 宮澤　佑太3132 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

11分33秒72 谷村　結彩3024 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｲ

11分34秒73 友井　琉愛3180 ﾄﾓｲﾘｭｳｱ

11分36秒74 古角　結衣3013 ｺｶﾄﾞ ﾕｲ

11分37秒75 津留　悠希3041 稲枝西小学校ﾂﾙ ﾕｳｷ

11分41秒76 村口　雅弥3059 余呉小中学校ﾑﾗｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ

11分42秒77 長澤　佑和3057 余呉小中学校ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ

11分43秒78 山堀　珠希3030 長浜小学校ﾔﾏﾎﾞﾘ ﾀﾏｷ

11分49秒79 松井　麻奈斗3039 ﾏﾂｲ ﾏﾅﾄ

11分51秒80 佐々木　仁3208 ｻｻｷ ｼﾞﾝ

11分57秒81 友井　美憂3159 ﾄﾓｲ ﾐｳ

11分57秒82 野崎　遙斗3068 余呉小中学校ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

12分00秒83 岩佐　琥太3097 余呉小中学校ｲﾜｻ ｺｳﾀ

12分06秒84 桐畑　駿3061 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ｼｭﾝ

12分11秒85 若林　千睦3020 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ

12分12秒86 野洌　花乃子3005 ﾔｽ ｶﾉｺ

12分18秒87 畑野　創太郎3078 余呉小中学校ﾊﾀﾉ ｿｳﾀﾛｳ

12分24秒88 小林　梨愛3154 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｱ

12分33秒89 稲井　朱里3043 いそべ西幼稚園ｲﾅｲ ｱｶﾘ

12分37秒90 佐々木　仁菜3209 ｻｻｷ ﾆｲﾅ

12分37秒91 前田　桃佳3090 余呉小中学校ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

12分44秒92 村口　大喜3094 余呉小中学校ﾑﾗｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

12分55秒93 山内　華3022 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾅ

12分56秒94 佐野　結菜3238 ｻﾉ ﾕｳﾅ

12分58秒95 大道　ネネ3223 ｵｵﾐﾁ ﾈﾈ

13分12秒96 中川　瑛貴3103 余呉小中学校ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｷ

13分21秒97 佐野　博基3189 ｻﾉ ﾋﾛｷ

13分31秒98 藤井　惟3181 ﾌｼﾞｲﾕｲ

13分35秒99 木下　創介3157 ｷﾉｼﾀ ｿｳｽｹ

13分37秒100 米山　諒3179 ﾖﾈﾔﾏﾘｮｳ
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13分41秒101 堀江　凌央3071 余呉小中学校ﾎﾘｴ ﾘｮｵ

13分41秒102 松井　海里3038 ﾏﾂｲ ｶｲﾘ

13分42秒103 岩堂　圭佑3098 余呉小中学校ｲﾜﾄﾞｳ ｹｲｽｹ

13分42秒104 中川　智稀3067 余呉小中学校ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

13分47秒105 武友　紗世3065 余呉小中学校ﾀｹﾄﾓ ｻﾖ

13分48秒106 藤井　瑞希3069 余呉小中学校ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ

13分48秒107 平家　侑奈3107 余呉小中学校ﾍｲｹ ﾕｳﾅ

13分53秒108 有馬　湊3079 余呉小中学校ｱﾘﾏ ﾐﾅﾄ

13分58秒109 谷口　美貴3047 余呉小中学校ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｷ

13分59秒110 桐畑　望3050 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ﾉｿﾞﾐ

14分04秒111 岩堂　壮佑3060 余呉小中学校ｲﾜﾄﾞｳ ｿｳｽｹ

14分06秒112 服部　優3210 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳ

14分11秒113 髙藤　渓登3008 ﾀｶﾌｼﾞ ｹｲﾄ

14分33秒114 富岡　ゆり3234 ﾄﾐｵｶ ﾕﾘ

14分40秒115 桐畑　涼至3049 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ

14分40秒116 大道　もも3224 ｵｵﾐﾁ ﾓﾓ

14分44秒117 伊東　千歳3044 ｲﾄｳ ﾁﾄｾ

14分46秒118 西尾　洸雅3105 余呉小中学校ﾆｼｵ ｺｳﾏ

14分47秒119 佃　暁來3055 余呉小中学校ﾂｸﾀﾞ ｱｷﾗ

14分48秒120 伊藤　勇太3229 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

14分48秒121 松浦　有希3029 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ

14分49秒122 友井　愛冬3158 ﾄﾓｲ ﾏﾅﾄ

14分50秒123 西村　颯3200 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾃ

14分52秒124 石崎　源士3074 余呉小中学校ｲｼｻﾞｷ ｹﾞﾝｼ

14分53秒125 大澤　美里3075 余呉小中学校ｵｵｻﾜ ﾐｻﾄ

14分54秒126 髙藤　鐘人3031 ﾀｶﾌｼﾞ ｶﾈﾄ

15分00秒127 北川　美波3110 ｷﾀｶﾞﾜﾐﾅﾐ

15分03秒128 桐畑　よしの3083 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ﾖｼﾉ

15分09秒129 桐畑　すず3190 ｷﾘﾊﾀ ｽｽﾞ

15分36秒130 冨士野　桜3002 ﾌｼﾞﾉ ｻｸﾗ

15分38秒131 野崎　結菜3054 余呉小中学校ﾉｻﾞｷ ﾕｲﾅ

15分45秒132 浅井　咲来3045 余呉小中学校ｱｻﾞｲ ｻｸﾗ

15分46秒133 桐畑　朱里3048 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ｱｶﾘ

16分03秒134 中谷　詩穂3007 湖北幼稚園ﾅｶﾀﾆ ｼﾎ

16分28秒135 小谷　光輝3080 余呉小中学校ｵﾀﾞﾆ ｺｳｷ

16分32秒136 藤川　勇生3011 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｾｲ

16分37秒137 藤田　芹葉3033 ﾌｼﾞﾀ ｾﾘﾊ

16分41秒138 桐畑　光冴3100 余呉小中学校ｷﾘﾊﾀ ｱﾘｻ

16分42秒139 和田　琉愛3095 余呉小中学校ﾜﾀﾞ ﾙﾅ

17分09秒140 富岡　菜々3187 ﾄﾐｵｶ ﾅﾅ

17分21秒141 柏本　真佑3207 ｶｼﾓﾄ ﾏﾕ

17分21秒142 藤森　正人3192 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ

17分28秒143 小西　那奈彩3203 ｺﾆｼ ﾅﾅｾ

17分36秒144 米山　志歩3167 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾎ

17分39秒145 小西　ゆら3063 余呉小中学校ｺﾆｼ ﾕﾗ

17分41秒146 重森　由愛3062 余呉小中学校ｼｹﾞﾓﾘ ﾕﾅ

17分41秒147 箕浦　逢瑠3018 ＧｏＧｏ Ｍｉｎｏｆａｍﾐﾉｳﾗ ｱｳﾙ

18分17秒148 奥村　優莉3216 ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾘ

18分28秒149 冨士野　綾恵10007 ﾌｼﾞﾉ　ﾘｮｳｹｲ

18分30秒150 冨士野　蓮笙10009 ﾌｼﾞﾉ　ﾚﾝｾｲ
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18分30秒151 古角　大樹3014 ｺｶﾄﾞ ﾀｲｷ

18分33秒152 髙藤　澄羽3009 ﾀｶﾌｼﾞ ｽﾐﾊ

18分37秒153 髙藤　心愛3032 ﾀｶﾌｼﾞ ｺｺﾅ

19分08秒154 礒田　将ノ介3021 ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ

19分22秒155 福本　真央3019 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾕ

19分32秒156 土田　應介3198 ﾂﾁﾀﾞ ｵｳｽｹ

19分51秒157 二井　楓3104 余呉小中学校ﾆｲ ｶｴﾃﾞ

20分00秒158 中川　斗央李3023 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｵﾘ

20分12秒159 三段崎　希帆3194 ﾐｶｻﾞｷ ｷﾎ

20分23秒160 冨士野　快青　3040 ﾌｼﾞﾉ ｶｲｾｲ

20分43秒161 小林乃愛3183 ｺﾊﾞﾔｼﾉｱ

21分02秒162 大城　美愛3099 余呉小中学校ｵｵｼﾛ ﾐｱ

21分02秒163 冨士野　栞那10008 ﾌｼﾞﾉ　ｶﾝﾅ

21分44秒164 西尾　芽彩3186 ﾆｼｵ　ﾒｲ

21分53秒165 那須　環太3196 ﾅｽ ｶﾝﾀ

22分49秒166 藤森　心夢3197 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾕ

23分12秒167 藤井　利衣3088 余呉小中学校ﾌｼﾞｲ ﾘｴ

23分14秒168 浅井　颯史3096 余呉小中学校ｱｻﾞｲ ｿｳｼ

23分59秒169 森　大智3193 ﾓﾘ ﾀｲﾁ

24分34秒170 谷村　望結3025 ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾕ

24分45秒171 丹治　渓3102 余呉小中学校ﾀﾝｼﾞ ｹｲ

25分27秒172 小西　十夢3101 余呉小中学校ｺﾆｼ ﾄﾑ

25分29秒173 髙藤　咲空3010 ﾀｶﾌｼﾞ ｻﾗ

27分07秒174 朝雛凛3111 ｱｻﾋﾅﾘﾝ

31分50秒175 片岡　歩結3112 ｶﾀｵｶｱﾕﾑ

31分50秒176 片岡　侑和3191 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾄ

32分21秒177 柏本　真緒3195 ｶｼﾓﾄ ﾏｵ

34分51秒178 上田　凛3202 ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ

47分36秒179 石橋　春翔3012 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ
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