
- 第33回みつ健康マラソン大会 -

G. 3km ファミリー

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

13分41秒1 山田 隆雄/山田耀大852 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ

14分16秒2 清水 誠/清水琳太郎855 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

15分38秒3 岩崎 達也/岩崎　一平858 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 浮田小学校

15分48秒4 廣井 良伸/廣井　一希853 ﾋﾛｲ ﾖｼﾉﾌﾞ

16分21秒5 廣安　弘枝/廣安　廉二朗827 ﾋﾛﾔｽ ﾋﾛｴ

16分27秒6 中村　紘弥/中村　優那835 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ

16分28秒7 頭山　健一/頭山　隼人801 ﾄｳﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

16分48秒8 友森　孝一/友森　悠人804 ﾄﾓﾓﾘ ｺｳｲﾁ

16分52秒9 山田 晋也/山田 稟879 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ

16分58秒10 小林 賢治/小林　和真886 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ

17分29秒11 石井 康晴/石井　優希877 ｲｼｲ ﾔｽﾊﾙ

17分36秒12 髙谷　直樹/髙谷　茉那830 ﾀｶﾔﾅｵｷ 山手野球スポーツ少年団

17分50秒13 菊池　栄理子/菊池　埜絵・805 ｷｸﾁ ｴﾘｺ

17分53秒14 井原 珠美/井原 正樹859 ｲﾊﾗ ﾀﾏﾐ

17分55秒15 中村 道範/中村成寿850 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾉﾘ 岡山聖園幼稚園

18分09秒16 中山　富有子/中山　歩香812 ﾅｶﾔﾏ 箕島小学校

18分24秒17 矢内 秀明/矢内　秀之介880 ﾔﾅｲ ﾋﾃﾞｱｷ (有)鏡野自動車工業

18分38秒18 関野　靖之/関野　愛珠807 ｾｷﾉ ﾔｽﾕｷ

18分41秒19 小西　一典/小西　永真828 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾉﾘ 御津南小学校

18分46秒20 坪江　 翼/金森　ひまり848 ﾂﾎﾞｴ ﾂﾊﾞｻ 御北小学校

18分49秒21 渡邉　聡志/渡邉　英治803 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 横井小学校

18分51秒22 金森 愛/金森　晴飛847 ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 御北小学校

18分51秒23 清水 あゆ子/清水陽菜子856 ｼﾐｽﾞ ｱﾕｺ

18分57秒24 十時　崇/十時　侑大824 ﾄﾄｷ ﾀｶｼ 大元小学校

18分59秒25 今村　嘉治/今村　純太808 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 津山福岡道場

19分08秒26 光元　幸/光元　琉真821 ﾐﾂﾓﾄ 建部小学校

19分13秒27 戸田 良範/戸田　哲太朗866 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

19分14秒28 荒田　冴樹/荒田　大樹818 ｱﾗﾀ ｻｴｷ

19分14秒29 田中　悠/田中　咲人814 ﾀﾅｶ ﾕｳ 御津金川認定こども園

19分25秒30 小橋　有裕/小橋　咲心837 ｺﾊﾞｼ ｱﾘﾋﾛ

19分27秒31 西岡 貴子/西岡 夏希876 ﾆｼｵｶ ﾀｶｺ

19分27秒32 中根　匡隆/中根　徹太839 ﾅｶﾈ ﾏｻﾀｶ

19分31秒33 北村 明子/北村 紀緒851 ｷﾀﾑﾗ ｱｷｺ

19分32秒34 豊田　良子/豊田　太郎806 ﾄﾖﾀ ﾘｮｳｺ 金ちゃんと仲間たち

19分33秒35 谷原　啓太/谷原　一冴834 ﾀﾆﾊﾗ ｹｲﾀ 御津金川認定こども園

19分34秒36 甲斐　華恵/甲斐　史朗810 ｶｲ ﾊﾅｴ 朝日塾小学校

19分37秒37 濵﨑　歩美/濵﨑　央士郎816 ﾊﾏｻﾞｷ ｱﾕﾐ 朝日塾小学校

19分37秒38 原田 桂介/原田舜悠873 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ

19分39秒39 小山 未来子/小山 凌央868 ｺﾔﾏ ﾐｷｺ

19分56秒40 行森　誠/行森　啓太832 ﾕｷﾓﾘ ﾏｺﾄ 御津金川認定こども園

20分10秒41 西村 誠博/西村　ゆうわ　887 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 赤磐市立山陽北小学校

20分28秒42 山地　康弘/山地　遥太838 ﾔﾏｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 金川保育園

21分08秒43 伊藤 謙司/伊藤 珀882 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 唐琴ＲＣ

21分35秒44 重田 泰未/重田陽菜874 ｼｹﾞﾀ ﾔｽﾐ

21分36秒45 合田 健志/合田　光晴889 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｹｼ

21分39秒46 景山　幸美/景山　純之介836 ｶｹﾞﾔﾏ 横井保育園

21分44秒47 甲斐　誠二/甲斐　匠809 ｶｲ ｾｲｼﾞ 朝日塾幼稚園

21分49秒48 村木 徹子/村木　嘉希子864 ﾑﾗｷ ﾃﾂｺ

22分04秒49 信岡 大輔/信岡　なつき884 ﾉﾌﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

22分12秒50 矢野 香織/矢野 想祐881 ﾔﾉ ｶｵﾘ
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22分13秒51 太田 由姫奈/太田　咲玖857 ｵｵﾀ ﾕｷﾅ TEAM Blue Dog

22分22秒52 高梨 円/高梨　寛太892 ﾀｶﾅｼ ﾏﾄﾞｶ

22分24秒53 吉岡　園未/吉岡　慶人811 ﾖｼｵｶ ｿﾉﾐ 朝日塾小学校

22分28秒54 黒澤 陽子/黒澤 和真869 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｺ

22分44秒55 北村 雅樹/北村 いちか872 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｷ

22分45秒56 三好　まゆ/三好　慶813 ﾐﾖｼ ﾏﾕ 朝日塾小学校

22分53秒57 小林 美穂/小林　若菜885 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ

22分58秒58 江田　さゆり/江田　結菜825 ｴﾀﾞ ｻﾕﾘ 建部認定こども園

23分08秒59 山本 武司/山本　栞理863 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 子ざくら保育園

23分13秒60 濱村 敏広/濱村　脩888 ﾊﾏﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

23分37秒61 平岡 師玄哉/平岡 暖人883 ﾋﾗｵｶ ｼﾂﾞﾔ

23分38秒62 鴨井 留理子/鴨井 利仁845 ｶﾓｲ ﾙﾘｺ 桃太郎夢クラブ

23分43秒63 是永 雄太/是永 芽衣子871 ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 聖さくら保育園

24分06秒64 浅野　春花/浅野　颯真826 ｱｻﾉ ﾊﾙｶ 御津金川認定こども園

24分21秒65 高梨 雅彦/高梨　修司891 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋｺ

24分25秒66 高 千恵子/高　順平861 ﾀｶ ﾁｴｺ

24分25秒67 池田　英恵/池田　煌志862 ｲｹﾀﾞ　ﾊﾅｴ

24分41秒68 橋本 有紗/橋本浩輝890 ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ

24分48秒69 河田　正路/河田　彩希833 ｶﾜﾀ ﾏｻﾐﾁ

25分50秒70 井上 泰/井上紗843 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ

26分18秒71 堀内 祐子/堀内　咲花875 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｺ TEAM Blue Dog

26分25秒72 河田　薫/河田　陽汰842 ｶﾜﾀ ｶｵﾙ 御津金川認定こども園

26分26秒73 中島 恵実/中島 千晴846 ﾅｶｼﾏ ﾒｸﾞﾐ

26分33秒74 三上 祐一郎/三上 敦輝870 ﾐｶﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ

26分33秒75 岡　育子/岡　秀幸831 ｵｶｲｸｺ 岡山市立津島小学校

28分02秒76 荒田　裕子/荒田　花819 ｱﾗﾀ ﾕｳｺ

28分06秒77 藤原 伸子/藤原　和磨849 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ Team Blue Dog

30分15秒78 濵﨑　丈治/濵﨑　小百合817 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 朝日塾小学校

33分37秒79 白髭 基/白髭　菜央865 ｼﾗﾋｹﾞ ﾊｼﾞﾒ

35分40秒80 北山　卓一/北山　日向子820 ｷﾀﾔﾏ ﾀｸｲﾁ 小西整形外科

35分56秒81 宇野　あゆみ/宇野　ひまり822 ｳﾉ ｱﾕﾐ
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