
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

A. 3km 小学生高学年男子

順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/12/8

スタート： -

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン大会実行委員会

10分30秒1 川本 航太113 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 上南AC

10分48秒2 来見 旺汰112 ｸﾙﾐ ｵｵﾀ 上南アスリートクラブ

10分55秒3 南葉　銀聖12 ﾅﾝﾊﾞ ｷﾞﾝｾｲ 芳明バスケットボールクラブ

11分00秒4 篠田　壮真1 ｼﾉﾀﾞ 津山市立加茂小学校

11分02秒5 松田 頼河121 ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲｶﾞ 上南アスリートクラブ

11分10秒6 武内 廉太朗87 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ 深山SC

11分13秒7 丹治　智32 ﾀﾝｼﾞ ﾄﾓ 岡山市立御津小学校

11分23秒8 正富 頼久116 ﾏｻﾄﾐ ﾖﾘﾋｻ 上南アスリートクラブ

11分36秒9 内田 圭祐125 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 吉備高原MA

11分50秒10 柚木 琉133 ﾕﾉｷ ﾘｭｳ

11分57秒11 岩月　葵14 ｲﾜﾂｷ ｱｵｲ 芳明バスケットボールクラブ

12分00秒12 中村 淳晴92 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 石井小学校

12分03秒13 三浦 朔太郎108 ﾐｳﾗ ｻｸﾀﾛｳ 津島小学校

12分05秒14 中根　淳登81 ﾅｶﾈ ｱﾂﾄ 御津ＦＣ

12分07秒15 畑 翔太94 ﾊﾀ ｼｮｳﾀ よこいっこRUN

12分09秒16 小林　昇太13 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 総社小学校

12分09秒17 片山　虎長69 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾗﾅｶﾞ 御津少年野球クラブ

12分11秒18 小原　一天83 ｵﾊﾞﾗ ｲﾁｶ 御津ＦＣ

12分16秒19 小西　晶士36 ｺﾆｼ ｱｷﾄ 御津南小学校

12分19秒20 坂本　孝太4 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 深山ＳＣ

12分20秒21 朝比奈　来希24 ｱｻﾋﾅ ﾗｲｷ 野谷小学校

12分23秒22 河本 大輝106 ｺｳﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 芳明BBC

12分23秒23 井原 佑樹101 ｲﾊﾗ ﾕｳｷ

12分26秒24 難波 昊世111 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｾｲ Team Blue Dog Next

12分27秒25 賴　一輝65 ﾖﾘ ｶｽﾞｷ 御津少年野球クラブ

12分27秒26 田中　輝人72 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾄ 御津少年野球クラブ

12分32秒27 河野　暖和17 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾄ

12分32秒28 吉幸　謙78 ﾖｼｺｳ ｹﾝ 御津ＦＣ

12分33秒29 下野 叶汰136 ｼﾓﾉ ｶﾅﾀ 岡山中央小学校

12分42秒30 高橋　岳大34 ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸﾄ 赤磐市立山陽小学校

12分42秒31 黒瀬 哲生119 ｸﾛｾ ﾃｯｾｲ

12分44秒32 櫻井　敬太21 ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 芳明バスケットボールクラブ

12分47秒33 片山　伊吹6 ｶﾀﾔﾏ ｲﾌﾞｷ TEAM　BLUE　DOG

12分48秒34 依田　創太18 ﾖﾀﾞ ｿｳﾀ 深山ＳＣ

12分58秒35 平井　凛太66 ﾋﾗｲ ﾘﾝﾀ 御津少年野球クラブ

13分04秒36 祐森　梁55 ｽｹﾓﾘ ﾘｮｳｷ みつオールスターズ男子

13分05秒37 南葉　聖11 ﾅﾝﾊﾞ ﾋｼﾞﾘ 芳明バスケットボールクラブ

13分09秒38 松下　絃奏73 ﾏﾂｼﾀ ｲｿﾗ 御津少年野球クラブ

13分13秒39 小田 湧斗103 ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ

13分17秒40 田中 成110 ﾀﾅｶ ﾅﾙ 芳明バスケットボールクラブ

13分17秒41 岡　孝一39 ｵｶ ｺｳｲﾁ 岡山市立津島小学校

13分20秒42 藤原　瑛己7 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴｲｷ

13分22秒43 石川 晋太郎123 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ

13分27秒44 江川　心43 ｴｶﾞﾜ ｼﾝ 山手野球スポーツ少年団

13分34秒45 木下　拓真71 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾏ 御津少年野球クラブ

13分35秒46 谷口　大悟29 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 御津ＦＣ

13分36秒47 堀内 奏良118 ﾎﾘｳﾁ ｿﾗ

13分43秒48 滝澤 遥斗115 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

13分43秒49 松岡　咲弥16 ﾏﾂｵｶ ｻｸﾔ 岡山市立平島小学校

13分51秒50 中原　勇悟82 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 岡山市立御津小学校
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13分55秒51 山本 惺99 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ Team Blue Dog next

13分58秒52 富田　康介40 ﾄﾐﾀ ｺｳｽｹ 山手野球スポーツ少年団

14分03秒53 祐森　風47 ｽｹﾓﾘ ﾌｳ みつオールスターズ男子

14分04秒54 松下　凱音58 ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ みつオールスターズ男子

14分04秒55 岡本　賢太54 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ みつオールスターズ男子

14分06秒56 田邉 海翔97 ﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ

14分08秒57 蛯原　有隆30 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ 御津建部剣道スポーツ少年

14分08秒58 川原　在穀5 ｶﾜﾊﾗ ｱﾘﾀﾈ 竹枝小学校

14分09秒59 高谷　祥生45 ﾀｶﾔ ｼｮｳ 山手野球スポーツ少年団

14分10秒60 今村　幸太8 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ 津山福岡道場

14分12秒61 高橋 好汰132 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

14分14秒62 後藤 優仁126 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞﾝ 芳明バスケットボールクラブ

14分16秒63 岸　龍希52 ｷｼ ﾘｭｳｷ みつオールスターズ男子

14分17秒64 仁科　孝清10 ﾆｼﾅ ｺｳｾｲ

14分17秒65 平井　虎次朗70 ﾋﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 御津少年野球クラブ

14分21秒66 山本 拓未93 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 倉敷市立郷内小学校

14分24秒67 町谷　和41 ﾏﾁﾀﾆ ｶｽﾞ 山手野球スポーツ少年団

14分25秒68 畑　宗孝86 ﾊﾀ 野谷小学校

14分26秒69 重實　康生63 ｼｹﾞｻﾈ ｺｳｾｲ 御津少年野球クラブ

14分28秒70 安信　光惺59 ﾔｽﾉﾌﾞ ｺｳｾｲ みつオールスターズ男子

14分28秒71 金中 世成130 ｶﾅｶ ｾﾅ 芳明ミニバスケ

14分31秒72 篠山 勇希91 ｻｻﾔﾏ ﾕｳｷ 岡山市立芳泉中学校

14分31秒73 森本　瑛太33 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲﾀ 行幸小学校

14分32秒74 武村 航太郎122 ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ゆめりく

14分36秒75 鳩場　稜真79 ﾊﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾏ 御津ＦＣ

14分41秒76 中村　拓真75 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ

14分49秒77 藤野 伸明109 ﾌｼﾞﾉ ｼﾝﾒｲ

14分54秒78 横山　惺北27 ｲｺﾔﾏ ｾｲﾀ 御津小学校

15分00秒79 花房　裕真20 ﾊﾅﾌｻ ﾕｳｼﾝ 御津小学校

15分03秒80 河合　春杜3 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ 御津南小学校

15分04秒81 市川 太智88 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾁ

15分06秒82 秋永 逞102 ｱｷﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 茶屋町小学校

15分12秒83 岡崎　瀬南42 ｵｶｻﾞｷ ｾﾅ 山手野球スポーツ少年団

15分15秒84 横山　斡希26 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｷ 御津小学校

15分19秒85 入江 健太98 ｲﾘｴ ｹﾝﾀ

15分20秒86 藤尾 悠叶107 ﾌｼﾞｵ ﾊﾙﾄ

15分22秒87 貝原　文康35 ｶｲﾊﾗ ﾌﾐﾔｽ

15分42秒88 小笠原 暖人96 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾄ Team Blue Dog

15分42秒89 次田　隆翔28 ﾂｷﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 御津南小学校

15分51秒90 明石　晴人51 ｱｶｼ ﾊﾙﾄ みつオールスターズ男子

15分56秒91 厨司 瑛太郎127 ｽﾞｼ ｴｲﾀﾛｳ

16分01秒92 横内　新大9 ﾖｺｳﾁ ｱﾗﾀ 岡山市立平島小学校

16分03秒93 大内　徳之25 ｵｵｳﾁ 福渡小学校

16分07秒94 山本 暁120 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾂｷ チーム暁

16分18秒95 中川　滉晟44 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 山手野球スポーツ少年団

16分21秒96 西河 直柔105 ﾆｼｶﾜ ﾅｵﾅﾘ 芳明BBC

16分22秒97 有元　瑞貴57 ｱﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ みつオールスターズ男子

16分23秒98 田邉　裕也77 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 御津南小学校

16分25秒99 木村　瞭介15 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 御津南小学校

16分27秒100 三宅 巧95 ﾐﾔｹ ﾀｸﾐ
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16分31秒101 黒江　雄大37 ｸﾛｴ 山手野球スポーツ少年団

16分39秒102 濱村 諭129 ﾊﾏﾑﾗ ｻﾄｼ

16分42秒103 河原　季生68 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼｷ 御津少年野球クラブ

17分15秒104 宰田 裕基134 ｻｲﾀﾞ ﾕｳｷ

17分21秒105 蔵田 皇成117 ｸﾗﾀ ｺｳｾｲ 富田小学校

17分44秒106 伊藤 崇志124 ｲﾄｳ ｿｳｼ 岡山市立大元小学校

17分47秒107 高梨 喜斗135 ﾀｶﾅｼ ﾖｼﾄ 伊島小学校

17分53秒108 内田　亮平23 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

18分17秒109 田中　悠斗76 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 心武館

18分25秒110 行司　光希19 ｷﾞｮｳｼﾞ ﾐﾂｷ 岡山市立宇野小学校

18分40秒111 相原 准成89 ｱｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ

18分57秒112 松原　大燿50 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ みつオールスターズ男子

19分57秒113 平山 晴太100 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾚﾀ

20分01秒114 中島　煌司61 ﾅｶｼﾏ ｺｳｼ 岡山御津ソフトボールスポー

20分14秒115 佐々木　勇哉60 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 岡山御津ソフトボールスポー

21分38秒116 服部　壮良22 ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 五城小学校
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