
- 2017みつ健康マラソン大会 -

D. 3km 中学生以上女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 9:55:00

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

10分40秒1 奈爪　桃花544 ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 山南中学校

10分48秒2 矢野　芙由子539 ﾔﾉ ﾌﾕｺ

11分09秒3 堀家　千尋513 ﾎﾘｹ ﾁﾋﾛ 庄中学校

11分41秒4 船越　菜々504 ﾌﾅｺｼ ﾅﾅ 大安寺 陸上部

11分52秒5 西坂　初音510 ﾆｼｻｶ ﾊﾂﾈ 倉敷天城中学校

12分10秒6 金谷　有里子518 ｶﾅﾀﾆ ﾕﾘｺ 岡山大安寺中等教育学校

12分20秒7 原　佳奈穂511 ﾊﾗ ｶﾅﾎ 御津中学校

12分33秒8 浦野　七海563 ｳﾗﾉ ﾅﾅﾐ 県立操山中学校

12分43秒9 和気　葵依551 ﾜｹ ｱｵｲ 倉敷市立庄中学校

13分12秒10 賴　真白527 ﾖﾘ ﾏｼﾛ 御津中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

13分29秒11 葛原　夏輝537 ｸｽﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 倉敷第一中学校

13分35秒12 笠松　真実529 ｶｻﾏﾂ ﾏﾅﾐ 御津中学校女子ﾊﾞﾚｰ部

13分41秒13 布下　百華532 ﾇﾉｼﾀ ﾓﾓｶ 御津中学校

14分00秒14 岡本　湖巴547 ｵｶﾓﾄ ｺﾉﾊ 歩いていこう

14分05秒15 小坂　日菜乃549 ｺｻｶ ﾋﾅﾉ OJOG

15分02秒16 河原　楓花531 ｶﾜﾊﾗ ﾌｳｶ 御津中学校

15分02秒17 清水　日和556 ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 御津中学校

15分17秒18 小林　百詠534 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 御津中学校野球部

15分24秒19 梅田　愛来520 ｳﾒﾀﾞ ｱｲﾗ 中山中学校

15分36秒20 中原　真麻526 ﾅｶﾊﾗ ﾏｱｻ 明倫会

15分43秒21 中谷　結羅564 ﾅｶﾀﾆ ﾕﾗ

16分29秒22 中村　美樹535 ﾅｶﾑﾗ ﾐｷ

17分00秒23 三宅　奈々絵515 ﾐﾔｹ ﾅﾅｴ

17分00秒24 原田　歩実523 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 御津中学校

17分01秒25 髙原　桃嘉533 ﾀｶﾊﾗ ﾓﾓｶ 御津中学校剣道部

17分03秒26 鳩場　梨瑠524 ﾊﾄﾊﾞ ﾘﾙ 御津中学校剣道部

17分08秒27 高知　真緒528 ｺｳﾁ ﾏｵ 御津中学校

17分08秒28 松原　光葵530 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂｷ 御津中学校

17分15秒29 時實　奈央557 ﾄｷｻﾞﾈ ﾅｵ

17分23秒30 寳山　寿美枝508 ﾀｶﾗﾔﾏ ｽﾐｴ

17分25秒31 岡部　那華561 ｵｶﾍﾞ ﾅﾅｶ

17分37秒32 伊勢田　泉567 ｲｾﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 金川病院

17分39秒33 大本　美奈子559 ｵｵﾓﾄ ﾐﾅｺ

17分43秒34 森田　智子517 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｺ

17分54秒35 瀧本　彩子519 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ

18分04秒36 小林　あゆみ522 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ

18分05秒37 出原　正子541 ｲﾃﾞﾊﾗ ﾏｻｺ おじやまAC

18分10秒38 河村　恵里540 ｶﾜﾑﾗ ｴﾘ BLUE DOG

18分22秒39 池田　葉子545 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｺ

18分32秒40 落合　志織566 ｵﾁｱｲ ｼｵﾘ あかいわﾓﾓちゃんず

19分03秒41 真田　秋558 ｻﾅﾀﾞ ｱｷ

19分19秒42 原田　豊美521 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾖﾐ

19分39秒43 久山　順子514 ｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

19分48秒44 阿部　京子505 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 桃太郎ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

19分48秒45 原田　聖子543 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｺ

19分59秒46 山本　汎子503 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ

22分57秒47 有田　瑞希507 ｱﾘﾀ ﾐｽﾞｷ

24分45秒48 大西　美穂562 ｵｵﾆｼ ﾐﾎ ﾁｰﾑｵｵﾆｼ

24分50秒49 直原　美穂子506 ｼﾞｷﾊﾗ ﾐﾎｺ

25分19秒50 戸川　美樹512 ﾄｶﾞﾜ
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32分10秒51 亀川　美枝子550 ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｴｺ ももたろうﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

35分29秒52 小橋　弥生555 ｺﾊﾞｼ ﾔﾖｲ

35分30秒53 松山　宏美552 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾐ

35分32秒54 松山　亜矢553 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔ

35分33秒55 松山　香菜絵554 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾅｴ

42分25秒56 佐藤　光桜546 ｻﾄｳ ﾐｵ 岡山県立岡山盲学校 
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