
- 第４０回余呉湖健康マラソン -

Ｂ）2.kmファミリーコース小学生以下
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地域

 2019/10/6

スタート： 9:40:00

会場: 余呉湖

主催:やぶらぶマラソン実行委員会 

7分14秒1 中村 圭騎3102 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ

7分18秒2 加藤　結羽3072 ｶﾄｳ ﾕｳ

7分21秒3 野村　和弘3097 ﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

7分54秒4 加藤 那奈3095 ｶﾄｳ ﾅﾅ

8分05秒5 眞鍋 瑛太郎3037 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲﾀﾛｳ

8分13秒6 畑井 海翔3027 ﾊﾀｲ ｶｲﾄ

8分16秒7 福山 新太3031 ﾌｸﾔﾏ ｱﾗﾀ

8分19秒8 今井 真敬3010 ｲﾏｲ ﾏﾋﾛ

8分45秒9 辻　葉音3101 ﾂｼﾞ ﾊﾉﾝ

8分49秒10 四塚 一颯3051 ﾖﾂﾂﾞｶ ｲｯｻ

9分01秒11 高橋 颯恋3087 ﾀｶﾊｼ ｶﾚﾝ

9分04秒12 谷口　留衣3140 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ

9分06秒13 森 颯大3090 ﾓﾘ ｿｳﾀ

9分13秒14 加藤 巧真3094 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ

9分16秒15 高藤　大雅3136 ﾀｶﾌｼﾞ ﾀｲｶﾞ

9分22秒16 北原　柚帆3123 ｷﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾎ

9分23秒17 茶木 明華羽3084 ﾁｬｷ ｱｹﾞﾊ

9分28秒18 松浦　知昭3169 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓｱｷ

9分30秒19 高藤　耀矢3134 ﾀｶﾌｼﾞ ｱｷﾔ

9分30秒20 原田　滉大3183 ﾊﾗﾀﾞ　ｺｳﾀﾞｲ

9分33秒21 高橋 琉生3088 ﾀｶﾊｼ ﾙｲ

9分33秒22 伊藤　凛3112 ｲﾄｳ ﾘﾝ

9分34秒23 稲井 朱里3006 ｲﾅｲ ｱｶﾘ

9分36秒24 橋本 学徳3073 ﾊｼﾓﾄ ｶﾞｸﾄ

9分37秒25 大西　悠騎3104 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ

9分37秒26 平野　杏奈3155 ﾋﾗﾉ ｱﾝﾅ

9分39秒27 北原　雫月3122 ｷﾀﾊﾗ ｼﾂﾞｸ

9分45秒28 桐畑　駿3127 ｷﾘﾊﾀ ｼｭﾝ

9分47秒29 三?崎　舷3171 ﾐｶｻﾞｷ ｹﾞﾝ

9分48秒30 浅井　咲来3106 ｱｻﾞｲ ｻｸﾗ

9分49秒31 大澤　奈央子3059 ｵｵｻﾜ ﾅｵｺ

9分52秒32 京谷 柊汰3019 ｷｮｳﾀﾆ ｼｭｳﾀ

9分55秒33 小谷　悠貴3120 ｵﾀﾞﾆ ﾕｳｷ

9分57秒34 藤原　彩人3162 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｲﾄ

10分01秒35 吉川　陸馬3181 ﾖｼｶﾜ ﾘｸﾏ

10分07秒36 原田　健汰3184 ﾊﾗﾀﾞ　ｹﾝﾀ

10分08秒37 藤田　陽菜乃3159 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾉ

10分10秒38 野洌　咲太朗3069 ﾔｽ ｻｸﾀﾛｳ

10分11秒39 伊藤　豪輝3111 ｲﾄｳ ｺﾞｳｷ

10分13秒40 藤田　双葉3160 ﾌｼﾞﾀ ﾌﾀﾊ

10分17秒41 中村　優那3148 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ

10分17秒42 前田 蘭奈3078 ﾏｴﾀﾞ ﾗﾅ

10分18秒43 水野 結萌3039 ﾐｽﾞﾉ ﾕﾒ

10分19秒44 野洌　花乃子3068 ﾔｽ ｶﾉｺ

10分26秒45 藤井　桃花3001

10分27秒46 藤井　茂隆10016

10分32秒47 伊吹　翔3113 ｲﾌﾞｷ ｼｮｳ

10分33秒48 田川　柚葉3137 ﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ

10分34秒49 武友　晴彦3139 ﾀｹﾄﾓ ﾊﾙﾋｺ

10分37秒50 宮本　実空3173 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｸ
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10分41秒51 高藤　鐘人3135 ﾀｶﾌｼﾞ ｶﾈﾄ

10分49秒52 藤原彩之丞3161 ﾌｼﾞﾊﾗｱﾔﾉｽｹ

10分59秒53 畑中 時生3029 ﾊﾀﾅｶ ﾄｷｵ

11分00秒54 教野　心音3124 ｷｮｳﾉ ｺｺﾈ

11分02秒55 河原田 琉聖3091 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

11分02秒56 宮澤 佑太3041 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

11分04秒57 辻　和叶3143 ﾂｼﾞ ﾜｶﾅ

11分08秒58 三俣 亜依璃3100 ﾐﾂﾏﾀ ｱｲﾘ

11分12秒59 泉 晴斗3003 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ

11分16秒60 桐畑　莞爾3126 ｷﾘﾊﾀ ｶﾝｼﾞ

11分16秒61 今井 桜太3009 ｲﾏｲ ｵｳﾀ

11分18秒62 畑井 海里3028 ﾊﾀｲ ｶｲﾘ

11分18秒63 岩佐　琥太3114 ｲﾜｻ ｺｳﾀ

11分20秒64 中村 咲楽3024 ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ

11分22秒65 河原田　頼聖3086 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾗｲｾｲ

11分35秒66 松浦　こなつ3168 ﾏﾂｳﾗ ｺﾅﾂ

11分35秒67 長澤　佑和3147 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳﾅ

11分40秒68 佃　暁來3142 ﾂｸﾀﾞ ｱｷﾗ

11分41秒69 茶木 鉄平3085 ﾁｬｷ ﾃｯﾍﾟｲ

11分43秒70 三?崎　希帆3172 ﾐｶｻﾞｷ ｿｳ

11分44秒71 三俣 龍輝3079 ﾐﾂﾏﾀ ﾀﾂｷ

11分45秒72 吉野 薫亜良3049 ﾖｼﾉ ｸｱﾗ

11分48秒73 髙藤　渓登3060 ﾀｶﾌｼﾞ ｹｲﾄ

11分49秒74 村口　雅弥3177 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ

11分50秒75 平家　侑奈3163 ﾍｲｹ ﾕｳﾅ

11分56秒76 小谷　光輝3119 ｵﾀﾞﾆ ｺｳｷ

12分01秒77 藤本　結登3098 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲﾄ

12分03秒78 桐畑　よしの3129 ｷﾘﾊﾀ ﾖｼﾉ

12分06秒79 村口　大喜3176 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

12分07秒80 米山 諒3055 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ

12分10秒81 谷村　結彩3065 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｲ

12分20秒82 水野 花萌3038 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ

12分23秒83 前田　桃佳3166 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

12分40秒84 若原 功侑3056 ﾜｶﾊﾗ ｺｳ

12分40秒85 近藤 優斗3021 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ

12分44秒86 有馬　湊3109 ｱﾘﾏ ﾐﾅﾄ

12分48秒87 大澤　歩仁3058 ｵｵｻﾜ ｱﾕﾄ

12分51秒88 小谷　龍樹3121 ｵﾀﾞﾆ ﾘｭｳｷ

12分51秒89 宮本　陸玖3174 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ

12分51秒90 野崎　遙斗3151 ﾉｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

12分54秒91 西村 明日華3093 ﾆｼﾑﾗ ｱｽｶ

12分58秒92 前田　幹根3165 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷﾈ

12分59秒93 中川　智稀3145 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ

12分59秒94 村口　隼喜3175 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾄｼｷ

13分01秒95 松浦　有希3170 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ

13分02秒96 山本 愛冬3045 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ

13分03秒97 田森　亘3185 ﾀﾓﾘ ｺｳ

13分09秒98 藤田　芹葉3158 ﾌｼﾞﾀ ｾﾘﾊ

13分10秒99 中川　瑛貴3144 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｷ

13分13秒100 轟 哉人3023 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶﾅﾄ
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13分15秒101 伊東　千歳3096 ｲﾄｳ ﾁﾄｾ

13分16秒102 奥村　梨絵10018 ｵｸﾑﾗ ﾘｴ

13分23秒103 津留　悠希3089 ﾂﾙ ﾕｳｷ

13分32秒104 松村 桃花3103 ﾏﾂﾑﾗ ﾓﾓｶ

13分33秒105 山口　湖詩3179 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

13分34秒106 桐畑　すず3128 ｷﾘﾊﾀ ｽｽﾞ

13分36秒107 畑野　章3153 ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ

13分45秒108 山本 琉愛3048 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｱ

13分46秒109 岩堂　圭佑3115 ｲﾜﾄｳ ｹｲｽｹ

13分50秒110 藤井　瑞希3156 ﾌｼﾞｲ ﾐｽﾞｷ

13分55秒111 教野　翔愛3125 ｷｮｳﾉ ﾄｱ

13分56秒112 村田 彰人3042 ﾑﾗﾀ ｱｷﾄ

14分02秒113 中井 葵3076 ﾅｶｲ ｱｵｲ

14分14秒114 米山 志歩3054 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾎ

14分15秒115 平井　満樹3067 ﾋﾗｲ ﾐﾂｷ

14分16秒116 畑野　創太郎3154 ﾊﾀﾉ ｿｳﾀﾛｳ

14分20秒117 奥村　優莉10017 ｵｸﾑﾗ ﾕｳﾘ

14分23秒118 伊藤 勇太3005 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

14分31秒119 西川　壱琥3026 ﾆｼｶﾜ ｲﾁｺﾞ

14分32秒120 藤原　陽輔3035 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ

14分39秒121 西尾　洸雅3150 ﾆｼｵ ｺｳﾏ

14分40秒122 廣田　華3030 ﾋﾛﾀ ﾊﾅ

14分47秒123 四塚 美遥3052 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾁﾊﾙ

14分55秒124 山路　真央3180 ﾔﾏｼﾞ ﾏｵ

14分56秒125 野尻　美命3152 ﾉｼﾞﾘ ﾐｺﾄ

14分59秒126 堀江　凌央3164 ﾎﾘｴ ﾘｮｵ

15分00秒127 武友　紗世3138 ﾀｹﾄﾓ ｻﾖ

15分00秒128 大澤　美里3117 ｵｵｻﾜ ﾐｻﾄ

15分01秒129 石崎　源士3110 ｲｼｻﾞｷ ｹﾞﾝｼ

15分01秒130 吉野　舞乃亜3050 ﾖｼﾉ ﾏﾉｱ

15分09秒131 岩堂　壮佑3116 ｲﾜﾄﾞｳ ｿｳｽｹ

15分10秒132 橋口 球美3080 ﾊｼｸﾞﾁ ｸﾐ

15分12秒133 伊藤 陽琉3004 ｲﾄｳ ﾊﾙ

15分15秒134 是洞　瑛歩3132 ｺﾚﾄｳ ｱﾕﾑ

15分16秒135 和田　琉愛3182 ﾜﾀﾞ ﾙﾅ

15分18秒136 西川 愛玲3025 ﾆｼｶﾜ ｱﾗﾚ

15分23秒137 藤原 優3034 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ

15分26秒138 橋口　清太3082 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲﾀ

15分26秒139 髙藤　澄羽3063 ﾀｶﾌｼﾞ ｽﾐﾊ

15分27秒140 橋口　憲太3081 ﾊｼｸﾞﾁ ｹﾝﾀ

15分36秒141 藤森 心夢3033 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾕ

15分46秒142 長澤　武留3146 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹﾙ

15分46秒143 松浦　壱3167 ﾏﾂｳﾗ ｲﾁ

16分03秒144 四塚　寧々3053 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾈﾈ

16分09秒145 山岸　愛咲陽3074 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｻﾋ

16分23秒146 森　來華3178 ﾓﾘ ﾗｲｶ

16分33秒147 二井　楓3149 ﾆｲ ｶｴﾃﾞ

16分33秒148 浅井　颯史3107 ｱｻﾞｲ ｿｳｼ

16分43秒149 中井　樹3077 ﾅｶｲ ｲﾂｷ

16分56秒150 樋口　瑛心3075 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ
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17分01秒151 木村　日向子3017 ｷﾑﾗ ﾋﾅｺ

17分34秒152 重森　由愛3133 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕﾅ

17分54秒153 小西　ゆら3131 ｺﾆｼ ﾕﾗ

17分54秒154 西尾　芽彩3083 ﾆｼｵ ﾒｲ

18分00秒155 髙藤　心愛3061 ﾀｶﾌｼﾞ ｺｺﾅ

18分40秒156 磯田　将ノ介3057 ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ

19分24秒157 髙藤　咲空3062 ﾀｶﾌｼﾞ ｻﾗ

20分28秒158 辻川　実緒理3022 ﾂｼﾞｶﾜ ﾐｵﾘ

21分08秒159 谷村　望結3064 ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾕ

22分01秒160 丹治　渓3141 ﾀﾝｼﾞ ｹｲ

22分09秒161 木原　紗希3016 ｷﾊﾗ ｻｷ

22分24秒162 藤森　正人3032 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ

22分39秒163 大城　美愛3118 ｵｵｼﾛ ﾐｱ

22分52秒164 久保田　澪3020 ｸﾎﾞﾀ ﾐｵ

23分09秒165 藤井　利衣3157 ﾌｼﾞｲ ﾘｴ

23分58秒166 小西　十夢3130 ｺﾆｼ ﾄﾑ

24分04秒167 上田　凛3012 ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ

25分17秒168 片岡　歩結3014 ｶﾀｵｶ ｱﾕﾑ

26分04秒169 山本　依一3047 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｲﾁ

29分16秒170 片岡　侑和3015 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾄ

29分16秒171 山田　大介3070 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

29分24秒172 木村　飛陽3018 ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ

38分36秒173 富岡　夢結3066 ﾄﾐｵｶ ﾕｲ

39分53秒174 朝雛　凜3002 ｱｻﾋﾅ ﾘﾝ
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