
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

F. 3km 小学生低学年女子

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

12分33秒1 濵﨑　美涼703 ﾊﾏｻｷ ﾐｽｽﾞ 平島小学校

12分42秒2 本間 優希751 ﾎﾝﾏ ﾕｷ 檀紙小学校

12分54秒3 植月 萌日733 ｳｴﾂｷ ﾓｶ 勝央北小学校

14分11秒4 岩崎 芽生740 ｲﾜｻｷ ﾒｲ 浮田小学校

14分20秒5 宍戸　愛唯702 ｼｼﾄﾞ ﾒｲ 倉敷市立連島南小学校

14分50秒6 赤木　未来716 ｱｶｷﾞ ﾐｸ 岡山御津ソフトボールスポー

15分00秒7 石原 紗季748 ｲｼﾊﾗ ｻｷ 岡山市立宇野小学校

15分14秒8 丹治　愛715 ﾀﾝｼﾞ ｱｲ 岡山市立御津小学校

15分18秒9 松葉　結衣719 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｲ みつオールスターズ

15分37秒10 加納　碧菜718 ｶﾉｳ ｱｵﾅ みつオールスターズ

15分43秒11 石原 結衣749 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 岡山市立宇野小学校

15分45秒12 畑 心陽735 ﾊﾀ ｺﾊﾙ よこいっこRUN

15分53秒13 山本 彩未734 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾐ 倉敷市立郷内小学校

15分54秒14 太田 杏莉737 ｵｵﾀ ｱﾝﾘ TEAM Blue Dog

15分59秒15 船守　真帆724 ﾌﾅﾓﾘ ﾏﾎ 御津ＪＶＣ

16分16秒16 西山 柚希756 ﾆｼﾔﾏ ﾕｽﾞｷ おにぎりRC

16分19秒17 久山　みらい730 ｸﾔﾏ ﾐﾗｲ 野谷小学校

16分22秒18 堀内 柚杏753 ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞ TEAM Blue Dog

16分23秒19 平井　陽向717 ﾋﾗｲ ﾋﾅﾀ 御津少年野球クラブ

16分24秒20 松下　陽織710 ﾏﾂｼﾀ ﾋｵﾘ

16分24秒21 和氣 光希752 ﾜｹ ﾐﾂﾞｷ

16分26秒22 鍋谷 海來754 ﾅﾍﾞﾔ ｶﾗ team BlueDog NEXT

16分27秒23 鍋谷 海心755 ﾅﾍﾞﾔ ｶｺ team BlueDog NEXT

16分50秒24 西山　華706 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ 岡山市立大元小学校

17分02秒25 小野 純実745 ｵﾉ ﾖｼﾐ 芳明BBC

17分04秒26 松下　璃杏708 ﾏﾂｼﾀ ﾘｱﾝ

17分19秒27 逢澤　優奈725 ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾅ 御津ＪＶＣ

17分19秒28 谷　咲希722 ﾀﾆ ｻｷ 御津ＪＶＣ

17分25秒29 入江 ひなた738 ｲﾘｴ ﾋﾅﾀ

17分42秒30 竹浪 羽奏747 ﾀｹﾅﾐ ﾜｶﾅ 天城小学校

17分43秒31 竹内　千恵709 ﾀｹｳﾁ ﾁｴ 御津南小学校

17分47秒32 浅野　美羽714 ｱｻﾉ ﾐｳ 御津小学校

17分57秒33 谷 優奈743 ﾀﾆ ﾕｳﾅ

17分57秒34 三上 結衣子750 ﾐｶﾐ ﾕｲｺ

18分05秒35 友次　柚花731 ﾄﾓｼﾞ 御津小学校

18分08秒36 藤尾 望紗746 ﾌｼﾞｵ ﾐｻ

18分14秒37 中江 そよか736 ﾅｶｴ ｿﾖｶ 高島小学校

18分39秒38 青木　結音727 ｱｵｷ 御津南小学校

18分42秒39 十時　可帆712 ﾄﾄｷ ｶﾎ 大元小学校

18分53秒40 平山 葉菜739 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾅ

19分14秒41 安井　結南704 ﾔｽｲ 大元小学校

19分44秒42 山本 颯理741 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾖﾘ 粒江小学校

19分54秒43 柴﨑　愛華723 ｻﾊﾞｻｷ ｱｲｶ 御津ＪＶＣ

19分57秒44 中原　沙羅729 ﾅｶﾊﾗ ｻﾗ 御津小学校

19分59秒45 山﨑　楓701 ﾔﾏｻｷ ｶｴﾃﾞ 御南小学校

20分02秒46 髙田　紡726 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 御津ＪＶＣ

23分17秒47 白髭 祐衣742 ｼﾗﾋｹﾞ ﾕｲ

25分29秒48 岡崎 日輪744 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾉﾜ 大元小学校

26分21秒49 宇野　さくら711 ｳﾉ ｻｸﾗ 山手小学校

27分01秒50 是近　有紀713 ｺﾚﾁｶ ﾕｷ 御津建部剣道スポーツ少年
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27分01秒51 藤元　羽菜728 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ 御津小学校
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