
- 2017みつ健康マラソン大会 -

E. 3km 小学生低学年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/12/10

スタート： 10:10:00

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44秒1 川本　航太604 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾀ 城東台小学校

11分52秒2 篠田　壮真601 ｼﾉﾀﾞ ｿｳﾏ 加茂小学校

12分18秒3 岩月　葵618 ｲﾜﾂｷ ｱｵｲ 芳明ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

12分18秒4 坂本　孝太628 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ 田井小学校

12分24秒5 来見　旺汰673 ｸﾙﾐ ｵｵﾀ 上南AC

12分30秒6 内田　圭祐689 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 吉備高原MA

12分40秒7 朝比奈　来希639 ｱｻﾋﾅ ﾗｲｷ 野谷小学校

12分41秒8 祐森　梁664 ｽｹﾓﾘ ﾘｮｳｷ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分09秒9 平山　健右602 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｽｹ 御野小学校

13分10秒10 平井　凛太631 ﾋﾗｲ ﾘﾝﾀ 御津少年野球ｸﾗﾌﾞ

13分10秒11 浜田　和志624 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｼ

13分34秒12 勘藤　彪人690 ｶﾝﾄｳ ｱｷﾄ 総社羽球道場

13分36秒13 葛原　瑛斗634 ｸｽﾞﾊﾗ 津山市立東小学校

13分38秒14 小林　昇太603 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 総社小学校

13分48秒15 岡本　賢太666 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分49秒16 安信　光惺659 ﾔｽﾉﾌﾞ ｺｳｾｲ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分52秒17 山本　拓未670 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 郷内小学校

13分55秒18 櫻井　敬太621 ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 芳明小学校

14分03秒19 西岡　力657 ﾆｼｵｶ 御野小学校

14分04秒20 田中　輝人626 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾄ 御津少年野球ｸﾗﾌﾞ

14分05秒21 三宅　栄希625 ﾐﾔｹ ﾄﾓｷ

14分15秒22 南葉　聖609 ﾅﾝﾊﾞ ﾋｼﾞﾘ 芳明ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

14分20秒23 渡辺　銀平656 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾞﾝﾍﾟｲ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

14分24秒24 片山　雄斗636 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 御津小学校

14分24秒25 多賀　洋仁691 ﾀｶﾞ ﾋﾛﾄ

14分24秒26 風早　恭平653 ｶｾﾞﾊﾔ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

14分30秒27 松下　凱音668 ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

14分30秒28 祐森　風660 ｽｹﾓﾘ ﾌｳ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ 

14分34秒29 小田　湧斗608 ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 芥子山小学校

14分36秒30 伊藤　崇志680 ｲﾄｳ ｿｳｼ 大元小学校

14分38秒31 土井　大雅662 ﾄﾞｲ ﾀｲｶﾞ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

14分40秒32 田中　雄太681 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ

14分44秒33 岩本　侃大669 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ

14分51秒34 中村　淳晴675 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 石井小学校

14分52秒35 葛原　将大677 ｸｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 倉敷市立西阿知小学校

14分52秒36 江川　心655 ｴｶﾞﾜ ｼﾝ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

14分55秒37 藤原　瑛己619 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴｲｷ 福浜小学校

14分58秒38 佐桒　拓杜12 ｻｸﾜ ﾀｸﾄ 伊島小学校

15分00秒39 山田　桔平605 ﾔﾏﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ 横井小学校

15分00秒40 山上　聖真671 ﾔﾏｶﾞﾐ ｾｲﾏ 浦安小学校

15分03秒41 福本　俊輔617 ﾌｸﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 南小学校

15分06秒42 藤原　陽一640 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｳｲﾁ 芳泉小学校

15分12秒43 山本　惺679 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ TEAM BLUE DOG NEXT

15分15秒44 花房　裕真627 ﾊﾅﾌｻ ﾕｳｼﾝ 御津小学校

15分22秒45 船守　櫂正665 ﾌﾅﾓﾘ ｶｲｾｲ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

15分25秒46 蛯原　有隆610 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ 御津南小学校

15分28秒47 納所　巧648 ﾉｳｼｮ ﾀｸﾐ 御津小学校

15分28秒48 重實　康生632 ｼｹﾞｻﾞﾈ ｺｳｾｲ 御津少年野球ｸﾗﾌﾞ

15分30秒49 藤尾　悠叶635 ﾌｼﾞｵ ﾊﾙﾄ 津島小学校

15分32秒50 河内　太伸607 ｺｳﾁ ﾀｲｼﾝ 行幸小学校
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15分33秒51 藤山　潤622 ﾌｼﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ FFC

15分36秒52 田中　翔也633 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 吉備小学校

15分41秒53 堀内　奏良686 ﾎﾘｳﾁ ｿﾗ

15分42秒54 高原　瑛佑692 ﾀｶﾊﾗ ｴｲｽｹ 平井小学校

15分46秒55 納所　功志郎649 ﾉｳｼｮ ｺｳｼﾛｳ 御津小学校

15分46秒56 松田　伝心616 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾞﾝｼﾝ 足守小学校

15分50秒57 岸本　葵生661 ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

16分35秒58 畑　翔太687 ﾊﾀ ｼｮｳﾀ

16分43秒59 小野　翔真683 ｵﾉ ｼｮｳﾏ

16分44秒60 田邉　裕也651 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 御津南小学校

16分46秒61 垣井　優希613 吉備小学校

16分49秒62 河合　春杜611 ｶﾜｲ ﾊﾙﾄ

16分51秒63 木村　瞭介623 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 御津南小学校

17分03秒64 森本　瑛太615 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲﾀ 行幸小学校

17分10秒65 松浦　佑宜630 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ 岡大附属小学校

17分22秒66 大内　徳之646 ｵｵｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 福渡小学校

17分27秒67 中島　蒼佑684 ﾅｶｼﾏ ｿｳｽｹ

17分30秒68 グエン　ビン693 ｸﾞｴﾝ ﾋﾞﾝ

17分31秒69 内田　亮平620 ｳﾁﾀﾞ

17分43秒70 中根　大智650 ﾅｶﾈ ﾀｲﾁ

17分52秒71 尾崎　柊太688 ｵｻﾞｷ ｼｭｳﾀ

17分53秒72 厨司　瑛太郎678 ｽﾞｼ ｴｲﾀﾛｳ

18分03秒73 佐藤　大斗629 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 弥生小学校

18分22秒74 本井　孜弥676 ﾓﾄｲ ｱﾂﾔ 伊島小

18分48秒75 黒江　雄大614 ｸﾛｴ ﾀｶﾋﾛ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

18分48秒76 戸部　來輝654 ﾄﾍﾞ ﾗｲｷ 山手野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

18分54秒77 山本　暁674 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾂｷ ﾁｰﾑ暁

19分35秒78 津川　新太641 ﾂｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 五城小学校

19分36秒79 高木　佑真658 ﾀｶｷ ﾕｳﾏ 御津小学校

20分04秒80 松原　大燿663 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾖｳ みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

20分05秒81 吉行　翔絆642 ﾖｼﾕｷ ﾄﾜ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

20分11秒82 岡　尚哉638 ｵｶ ﾅｵﾔ 平津小学校

20分12秒83 岡　嘉哉637 ｵｶ ﾋﾛﾔ 平津小学校

20分16秒84 廣安　潤之助652 ﾋﾛﾔｽ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 御津南小学校

20分37秒85 西山　大喜672 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｷ おにぎり

20分47秒86 竹本　彩人685 ﾀｹﾓﾄ ｱﾔﾄ 西大寺小学校

30分48秒87 村上　雄海643 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団
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