
- 2017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 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 9:50:00

会場: 御津スポーツパーク

主催: みつ健康マラソン実行委員会

11分54秒1 堀家　捺葵213 ﾎﾘｹ ﾅﾂｷ 庄小学校

12分19秒2 山上　愛莉251 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｲﾘ 浦安小学校

12分29秒3 中西　可苗264 ﾅｶﾆｼ ｶﾅｴ 倉敷東小学校

12分31秒4 伊永　珠季205 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀﾏｷ

12分44秒5 金澤　七瀬271 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾅｾ 総社市立総社西小学校

12分48秒6 長尾　苺花203 ﾅｶﾞｵ ﾓﾓ 児島小学校･倉敷JC

12分53秒7 有住　莉歩250 ｱﾘｽﾞﾐ ﾘﾎ

12分53秒8 甲　結衣256 ｶﾌﾞﾄ ﾕｲ 城東台小

12分54秒9 矢野　睦実259 ﾔﾉ ﾑﾂﾐ

13分13秒10 岩本　つつみ227 ｲﾜﾓﾄ ﾂﾂﾐ 御津剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

13分19秒11 植月　咲良253 ｳｴﾂｷ ｻﾗ

13分26秒12 河内　優芽209 ｺｳﾁ ﾕﾒ ゆめﾘｸｸﾗﾌﾞ

13分28秒13 片山　椿206 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｷ TEAM Blue Dog next

13分30秒14 葛原　舞華254 ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲｶ 倉敷市立西阿知小学校

13分32秒15 正宗　雅萠265 ﾏｻﾑﾈ ﾐﾔﾎ ARC

13分35秒16 時實　海多268 ﾄｷｻﾞﾈ ｳﾀ 岡山市立芥子山小学校

13分43秒17 相賀　萌菜美249 ｱｲｶﾞ ﾎﾅﾐ 茶屋町小学校

13分46秒18 大本　満里奈269 ｵｵﾓﾄ ﾏﾘﾅ

13分58秒19 江田　侑紀奈236 ｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

14分05秒20 船越　風花202 ﾌﾅｺｼ ﾌｳｶ 鹿田小学校

14分19秒21 中西　末苗263 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅｴ 倉敷東小学校

14分24秒22 山田　柚葉261 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 姫路市立御国野小学校

14分33秒23 吉行　希桜243 ﾖｼﾕｷ ﾏｵ 御津小学校

14分34秒24 手嶋　優260 ﾃｼﾏ ﾕｳ 芥子山小学校

14分43秒25 赤木　優心237 ｱｶｷﾞ ﾕﾅ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

14分54秒26 藤田　真衣242 ﾌｼﾞﾀ ﾏｲ 御津南小学校

15分10秒27 武田　心海222 ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾐ 芳田小学校

15分13秒28 栗原　好音257 ｸﾘﾊﾗ ｺﾉﾝ Team Blue Dog next

15分14秒29 大智　吉枝乃233 ｵｵﾁ ﾖｼﾉ 御津ｽﾎﾟｰﾂ少年団

15分15秒30 山田　柚湖262 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾎ 姫路市立御国野小学校

15分15秒31 鳩場　梨寧230 ﾊﾄﾊﾞ ﾘﾈ 御津剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

15分18秒32 谷口　芽衣240 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｲ 御津小学校

15分18秒33 村田　花梨247 ﾑﾗﾀ 御津南小学校

15分19秒34 久山　ひかり223 ｸﾔﾏ ﾋｶﾘ 野谷小学校

15分21秒35 安藤　玲奈239 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 御津南小学校

15分29秒36 鎌腰　華帆201 ｶﾏｺｼ 深山S.C

15分30秒37 藤田　萌愛241 ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 御津南小学校

15分33秒38 田代　千佳226 ﾀｼﾛ

15分35秒39 松本　妃菜270 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅ

15分41秒40 梅田　未輝224 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾂｷ 桃丘小学校

15分47秒41 内田　優美220 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾐ 御津小学校

15分50秒42 光田　朱里231 ﾐﾂﾀﾞ ｱｶﾘ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

16分37秒43 木村　妃菜232 ｷﾑﾗ ﾋﾒﾅ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

16分37秒44 竹原　一歩252 ﾀｹﾊﾗ ｲﾁﾎ

16分38秒45 景山　心遥210 ｶｹﾞﾔﾏ 横井小学校

16分41秒46 三宅　希々叶217 ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ

16分41秒47 三宅　莉瑚234 ﾐﾔｹ ﾘｺ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

16分44秒48 白髭　美玖204 ｼﾗﾋｹﾞ ﾐｸ 横井小学校

16分48秒49 片山　瑚子246 ｶﾀﾔﾏ ｺｺ 御津南小学校

16分49秒50 居森　心路235 ｲﾓﾘ ｺｺﾛ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団
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16分49秒51 河野　彩花267 ｺｳﾉ ｱﾔｶ

16分50秒52 楢村　紅葉216 御津南小学校

17分00秒53 富樫　由貴208 ﾄｶﾞｼ ﾕｷ

17分14秒54 山本　愛莉244 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 明倫会

17分14秒55 向井　陽菜245 ﾑｶｲ ﾋﾅ 明倫会

17分28秒56 山﨑　百々花248 ﾔﾏｻｷ

17分30秒57 歳森　爽音225 ﾄｼﾓﾘ ｻﾜﾈ 石井小学校

17分38秒58 久山　咲219 ｸﾔﾏ ｻｷ 郷内小学校

18分34秒59 大賀　一睦228 ｵｵｶﾞ ｲﾁｶ 御津剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

18分35秒60 藤元　真美229 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾐ 御津剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

18分54秒61 吉井　優月238 ﾖｼｲ ﾕﾂﾞｷ 御津小学校

20分25秒62 垣井　美希212 吉備小学校

20分41秒63 刀祢　咲哉子211 吉備小学校

20分41秒64 原　美月215 ﾊﾗ 吉備小学校

21分09秒65 本田　佳歩218 ﾎﾝﾀﾞ 五城小学校

21分11秒66 新見　美重214 ﾆｲﾐ ﾐｴ 御津小

21分42秒67 練鼻　美咲272 ﾈﾘﾊﾞﾅ ﾐｻｷ 倉敷市立児島小学校
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