
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

B. 3km 小学生高学年女子

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

11分33秒1 鎌腰 愛子258 ｶﾏｺｼ ｱｲｺ 深山SC

11分40秒2 山上 愛莉261 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｲﾘ 浦安小学校

11分50秒3 矢野 睦実260 ﾔﾉ ﾑﾂﾐ

11分57秒4 井上 華奈278 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ゆめりくクラブ

12分08秒5 田川 優衣256 ﾀｶﾞﾜ ﾕｲ 田川AC

12分15秒6 藤原　羽瑠250 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙ 芳泉小学校

12分16秒7 宍戸　妃陽里203 ｼｼﾄﾞ ﾋﾖﾘ 倉敷市立連島南小学校

12分24秒8 小倉　叶萌213 ｵｸﾞﾗ ｶﾅｴ 深山ＳＣ

12分37秒9 岡本　舞袈230 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｶ みつオールスターズ女子

12分39秒10 正富 菜緒270 ﾏｻﾄﾐ ﾅｵ 上南アスリートクラブ

12分49秒11 兒嶋　二菜246 ｺｼﾞﾏ ﾆﾅ 御津ＪＶＣ

12分58秒12 吉行　希桜248 ﾖｼﾕｷ ﾏｵ 御津ＪＶＣ

13分01秒13 大山 凜271 ｵｵﾔﾏ ﾘﾝ 阿曽小＆山手小ROCKETS

13分05秒14 是近　伽朋219 ｺﾚﾁｶ ｶﾎ 御津建部剣道スポーツ少年

13分06秒15 江田　侑紀奈223 ｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 岡山御津ソフトボールスポー

13分19秒16 北山　愛夏237 ｷﾀﾔﾏ ｱｲｶ みつオールスターズ

13分20秒17 松葉　愛子241 ﾏﾂﾊﾞ ｱｲｺ みつオールスターズ

13分20秒18 平木 杜果277 ﾋﾗｷ ﾓｶ 上南AC

13分30秒19 西﨑　桜子214 ﾆｼｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 岡山市立三勲小学校

13分31秒20 後藤　希実恵227 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｴ 御津少年野球クラブ

13分39秒21 赤木　優心222 ｱｶｷﾞ ﾕﾅ 岡山御津ソフトボールスポー

13分40秒22 三宅　葉月210 ﾐﾔｹ ﾊﾂﾞｷ 深山ＳＣ

13分41秒23 笠原　未衣235 ｶｻﾊﾗ ﾐｲ みつオールスターズ

13分41秒24 岡本　来袈231 ｵｶﾓﾄ ﾗｲｶ みつオールスターズ女子

13分54秒25 信岡 さくら279 ﾉﾌﾞｵｶ ｻｸﾗ 伊島小学校

13分58秒26 安藤　玲奈221 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 御津南小学校

14分18秒27 宮本　絆那226 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾅ 御津少年野球クラブ

14分18秒28 久山　ひかり252 ｸﾔﾏ ﾋｶﾘ 野谷小学校

14分22秒29 池上　陽菜202 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅ

14分30秒30 竹原　虹心228 ﾀｹﾊﾗ ﾆｺ

14分36秒31 豊田　花子205 ﾄﾖﾀ ﾊﾅｺ 金ちゃんと仲間たち

14分40秒32 笠松　芳美238 ｶｻﾏﾂ ﾖｼﾐ みつオールスターズ

14分42秒33 鍋谷 海歩275 ﾅﾍﾞﾔ ｶﾎ team BlueDog NEXT

14分45秒34 武田　咲桜242 ﾀｹﾀ ｻｸﾗ みつオールスターズ

14分49秒35 本間 明希269 ﾎﾝﾏ ｱｷ 檀紙小学校

14分54秒36 谷口　芽衣217 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ 御津ＦＣ

15分01秒37 戸川 結月262 ﾄｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ

15分22秒38 鳩場　梨寧220 ﾊﾄﾊﾞ ﾘﾈ 御津建部剣道スポーツ少年

15分25秒39 入澤　凛香232 ｲﾘｻﾜ みつオールスターズ

15分37秒40 豊永　莉音208 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾘﾄ

15分39秒41 三宅 莉歩259 ﾐﾔｹ ﾘﾎ

15分40秒42 江田 和芭273 ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 御津小学校

15分44秒43 谷原　芽依234 ﾀﾆﾊﾗ ﾒｲ みつオールスターズ

15分44秒44 笠原　千那236 ｶｻﾊﾗ ﾁﾅ みつオールスターズ

15分46秒45 内田　侑希239 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ みつオールスターズ

15分56秒46 鳥落 咲良276 ﾄﾘｵﾁ ｻｸﾗ チームさくら

15分57秒47 吉岡 咲粟266 ﾖｼｵｶ ｻﾜ 芳明BBC

16分00秒48 大谷 夏海280 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ

16分01秒49 垣井　美希206 ｶｷｲ ﾐｷ 吉備小学校

16分07秒50 松本　紗奈233 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ みつオールスターズ
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16分28秒51 中山　和奏211 ﾅｶﾔﾏ 箕島小学校

16分28秒52 藤田　萌愛216 ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 御津南小学校

16分28秒53 黒澤 彩花268 ｸﾛｻﾜ ｱﾔｶ 山陽小学校

16分30秒54 黒澤 菜々子267 ｸﾛｻﾜ ﾅﾅｺ 山陽小学校

16分31秒55 江川 礼音272 ｴｶﾞﾜ ﾚﾝ 阿曽小＆山手小ROCKETS

16分40秒56 二宮　揺渚247 ﾆﾉﾐﾔ ﾕﾅ 御津ＪＶＣ

16分42秒57 大賀　一睦218 ｵｵｶﾞ ｲﾁｶ 御津建部剣道スポーツ少年

16分43秒58 戸川 桃花263 ﾄｶﾞﾜ ﾓﾓｶ

17分01秒59 植月 咲良257 ｳｴﾂｷ ｻﾗ 勝央北小学校

17分04秒60 三宅　希々叶209 ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ

17分16秒61 森本　莉央251 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ 御津南小学校

17分17秒62 東　舞201 ｱｽﾞﾏ ﾏｲ まいちゃんず

17分28秒63 山本　さくら204 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

18分01秒64 友次　和花254 ﾄﾓｼﾞ 御津小学校

18分38秒65 景山　颯月244 ｶｹﾞﾔﾏ 横井小学校

18分57秒66 友次　一華253 ﾄﾓｼﾞ 御津小学校

18分58秒67 甲元　葵207 ｺｳﾓﾄ ｱｵｲ 岡山市立御津南小学校

18分58秒68 北山　歩生249 ｷﾀﾔﾏ ｱｵ 明倫会

19分12秒69 村木 陽和子264 ﾑﾗｷ ﾋﾅｺ

19分13秒70 十時　由衣212 ﾄﾄｷ ﾕｲ 大元小学校

19分31秒71 本郷　美咲243 ﾎﾝｺﾞｳ ﾐｻｷ 横井小学校

20分03秒72 竹原　一歩229 ﾀｹﾊﾗ ｲﾁﾎ

21分09秒73 相原 志歩255 ｱｲﾊﾗ ｼﾎ
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