
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

C. 3km 中学生以上男子

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

9分29秒1 村上 朋郎417 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾛｳ

9分34秒2 佐藤 那地414 ｻﾄｳ ﾅﾁ 岡山市立妹尾中学校

9分34秒3 福井 渚大410 ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 宇野中学校

9分42秒4 田川 滉介402 ﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 連島南中学校

9分43秒5 久世　拳士郎312 ｸｾ ｹﾝｼﾛｳ 岡山市立妹尾中学校

9分57秒6 桐野 智矢407 ｷﾘﾉ ﾄﾓﾔ 妹尾中学校

10分10秒7 依田　凌輔316 ﾖﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 荘内中学校

10分14秒8 坪井 一馬404 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞﾏ 総社東中陸上部

10分23秒9 井上 隆世425 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 長船中学校

10分43秒10 南葉　聖琥311 ﾅﾝﾊﾞ ｷﾖﾄﾗ 芳田中学校陸上競技部

10分51秒11 小原　一穂373 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾎ 御津中学校サッカー部

10分55秒12 寺尾　元348 ﾃﾗｵ ﾂｶｻ 岡山北ボーイズ

10分57秒13 松岡　映維人336 ﾏﾂｵｶ ｴｲﾄ 岡山北ボーイズ

11分00秒14 丹治　開368 ﾀﾝｼﾞ ｶｲ 御津中学校サッカー部

11分02秒15 高橋 樹生423 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 上南ＡＣ

11分13秒16 北山　茉弥314 ｷﾀﾔﾏ ﾏﾋﾛ 御津中学校野球部

11分27秒17 宮本　翼333 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 岡山北ボーイズ

11分27秒18 高橋 麟汰郎429 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ famiランニングクラブ

11分27秒19 賴　風希335 ﾖﾘ ﾌｳｷ 岡山北ボーイズ

11分35秒20 山下　翔南人397 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅﾄ 朝日塾中等教育学校　サッ

11分36秒21 益田　朔395 ﾏｽﾀﾞ ｻｸ 朝日塾中等教育学校　サッ

11分42秒22 岩谷　莉玖332 ｲﾜﾔ ﾘｸ 岡山北ボーイズ

11分45秒23 角田　佳斗334 ﾂﾉﾀﾞ ｹｲﾄ 岡山北ボーイズ

11分46秒24 池上　康生304 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｾｲ

11分46秒25 謝敷　京佑331 ｼｬｼﾞｷ ｷｮｳｽｹ 岡山北ボーイズ

11分52秒26 細川 伸也431 ﾎｿｶﾜ ｼﾝﾔ あかいわモモちゃんず

11分54秒27 石原　壮志351 ｲｼﾊﾗ ｿｳｼ 岡山市立御津中学校

11分55秒28 仲村　勇人328 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡山北ボーイズ

11分55秒29 井川 璃玖433 ｲｶﾞﾜ ﾘｸ

11分58秒30 杉山　貫斗318 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾝﾄ 高陽中学校

11分59秒31 宝山 俊貴422 ﾀｶﾗﾔﾏ ﾄｼｷ

12分01秒32 松本　悠太郎375 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 御津中学校

12分02秒33 大谷 太郎427 ｵｵﾀﾆ ﾀﾛｳ

12分03秒34 林 慎太郎405 ﾊﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 倉敷南中学

12分05秒35 吉行　悠翔359 ﾖｼﾕｷ ﾊﾙﾄ 御津中学校野球部

12分06秒36 船戸　修307 ﾌﾅﾄ ｵｻﾑ 備前市役所

12分08秒37 森田　彩斗330 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾄ 岡山北ボーイズ

12分14秒38 小西　一朗379 ｺﾆｼ 御津中学校

12分17秒39 岡部　青空386 ｵｶﾍﾞ ｿﾗ 朝日塾中等教育学校　サッ

12分19秒40 森本　結仁326 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾄ 長船中学校

12分24秒41 葛原 孝己406 ｸｽﾞﾊﾗ ﾀｶｷ ししまる

12分32秒42 後藤　龍太朗337 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡山北ボーイズ

12分32秒43 大頭　一史372 ｵｵｶﾞｼﾗ ｶｽﾞｼ 御津中学校サッカー部

12分37秒44 太田　羽琉329 ｵｵﾀ ﾊﾙ 岡山北ボーイズ

12分40秒45 大森　晄汰346 ｵｵﾓﾘ ｺｳﾀ 岡山北ボーイズ

12分43秒46 宗定　夏杜356 ﾑﾈｻﾀﾞ ﾅﾂﾄ 御津中学校野球部

12分44秒47 後藤　柊真390 ｺﾞﾄｳ ﾄｳﾏ 朝日塾中等教育学校　サッ

12分44秒48 安達　翼貴338 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｷ 岡山北ボーイズ

12分49秒49 亀谷 法世408 ｶﾒﾀﾆ ﾎｳｾｲ ふーさんず

12分49秒50 江見　颯晟355 ｴﾐ ﾊﾔｾ 御津中学校野球部
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12分54秒51 石中　大翔365 ｲｼﾅｶ ﾀﾞｲﾄ 御津中学校

13分06秒52 菅　海凪358 ｽｶﾞ ﾐﾅｷﾞ 御津中学校野球部

13分11秒53 是近　一馬341 ｺﾚﾁｶ 岡山北ボーイズ

13分11秒54 平井　虎太朗339 ﾋﾗｲ ｺﾀﾛｳ 岡山北ボーイズ

13分11秒55 藤元　匠366 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 御津中学校

13分14秒56 楢村　開誠344 ﾅﾗﾑﾗ ｶｲｾｲ 岡山北ボーイズ

13分15秒57 谷口　颯月362 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳｶﾞ 御津中学校野球部

13分26秒58 海野　飛々輝364 ｳﾐﾉ ﾋﾋﾞｷ 御津中学校剣道部

13分26秒59 西﨑　桜駿320 ﾆｼｻﾞｷ ｵｳﾏ 岡山市立操山中学校

13分29秒60 行守　翔369 ﾕｷﾓﾘ ｼｮｳ 御津中学校剣道部

13分35秒61 海士部　琉衣374 ｱﾏﾍﾞ ﾙｲ 御津中学校サッカー部

13分36秒62 片山　陽介377 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ 岡山市立御津中学校

13分37秒63 藤原　大希317 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 妹尾中学校

13分37秒64 田中　栄光381 ﾀﾅｶ ｴｲｺｳ 岡山市立御津中学校

13分38秒65 中村　飛翔342 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 岡山北ボーイズ

13分39秒66 戸川　敬太315 ﾄｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡山市立御津中学校サッカ

13分43秒67 金森　翔馬345 ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳﾏ 岡山北ボーイズ

13分48秒68 廣野　利治350 ﾋﾛﾉ ﾄｼﾊﾙ 岡山北ボーイズ

13分49秒69 長森　旺牙349 ﾅｶﾞﾓﾘ 岡山北ボーイズ

13分52秒70 永井　一之介371 ﾅｶﾞｲ ｲﾁﾉｽｹ 岡山市立御津中学校

13分53秒71 山本　裕司343 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 岡山北ボーイズ

13分55秒72 藤原　功大308 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ

14分07秒73 仲宗根　琉一340 ﾅｶｿﾈ ﾘｭｳｲﾁ 岡山北ボーイズ

14分11秒74 林 立志435 ﾊﾔｼ ﾀﾂｼ

14分11秒75 三宅　主晃347 ﾐﾔｹ ｶｽﾞｱｷ 岡山北ボーイズ

14分16秒76 藤沢　瀧ノ介321 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡山市立操山中学校

14分21秒77 倉本　凱星360 ｸﾗﾓﾄ ｶｲｾｲ 御津中学校

14分22秒78 松井　陽明323 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 岡山南支援学校

14分27秒79 竹永　圭汰378 ﾀｹﾅｶﾞ ｹｲﾀ 御津中学校サッカー部

14分30秒80 宝山 靖浩421 ﾀｶﾗﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

14分48秒81 石部 竣士424 ｲｼﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ

14分52秒82 田邉　翔大363 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 御津中学校野球部

15分11秒83 寺門　勇357 ﾃﾗｶﾄﾞ ｲｻﾑ 御津中学校

15分27秒84 中原　聡大367 ﾅｶﾊﾗ ｿｳﾀﾞｲ 御津中学校剣道部

15分30秒85 信定　拓実382 ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾀｸﾐ

16分01秒86 川上　希望361 ｶﾜｶﾐ ﾉｿﾞﾐ 御津中学校

16分04秒87 中森　之門370 ﾅｶﾓﾘ ｼﾓﾝ 御津中学校

16分05秒88 是近　紘毅325 ｺﾚﾁｶ ﾋﾛｷ 御津建部剣道スポーツ少年

16分07秒89 西田　慈音393 ﾆｼﾀﾞ ｼｵﾝ 朝日塾中等教育学校　サッ

16分09秒90 髙原　神成376 ﾀｶﾊﾗ ｺｳｾｲ 御津中学校

16分18秒91 久山　明383 ｸﾔﾏ ｱｷﾗ

16分19秒92 大内　陽仁354 ｵｵｳﾁ ﾊﾙﾄ 岡山市立御津中学校

16分25秒93 宇野　采己385 ｳﾉ ｺﾄｷ 朝日塾中等教育学校　サッ

16分32秒94 笹井　壮賀380 ｻｻｲ ﾏｻﾖｼ 御津中学校

16分37秒95 服部　靖之319 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ

16分41秒96 矢野 広康411 ﾔﾉ ﾋﾛﾔｽ

16分46秒97 山下 純平415 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

16分59秒98 高橋　洋一郎327 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ

17分32秒99 ハティポール オメルファルク418 ﾊﾃｨﾎﾟｰﾙ ｵﾒﾙﾌｧﾙｸ

17分35秒100 遠部　勇治305 ｵﾝﾍﾞ ﾕｳｼﾞ
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17分58秒101 都志 清二413 ﾂｼ ｾｲｼﾞ

18分02秒102 松井　修一322 ﾏﾂｲ ｼｭｳｲﾁ 岡山医学検査センター

18分11秒103 大谷 晋吉428 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｷﾁ

18分23秒104 平野 幹雄401 ﾋﾗﾉ ﾐｷｵ 社労士走ろう会

18分34秒105 小林 朝雄403 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｵ Takakitaクラブ

19分01秒106 森田　卓司303 ﾓﾘﾀ ﾀｸｼ 岡山市議会議員

19分58秒107 正保　建太郎352 岡山市立御津中学校

21分25秒108 増見　正芳353 ﾏｽﾐ ﾏｻﾖｼ 岡山市立御津中学校

23分17秒109 渡辺　武彦313 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋｺ

23分44秒110 船越　博章310 ﾌﾅｺｼ STRC

28分40秒111 大西　芳男301 ｵｵﾆｼ ﾖｼｵ
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