
- 2017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

14分49秒1 池田　政義/池田大輝860 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾖｼ/ｲｹﾀﾞﾀﾞｲｷ

15分08秒2 葛原　孝己/葛原　利成858 ｸｽﾞﾊﾗ ﾀｶｷ/ｸｽﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ ししまる

15分17秒3 真室　竜太/真室　颯冴811 ﾏﾑﾛ ﾘｭｳﾀ/ﾏﾑﾛ ｿｳｺﾞ 操明小学校

15分43秒4 白川　脩/白川　翔馬864 ｼﾗｶﾜ ｵｻﾑ/ｼﾗｶﾜ ｼｮｳﾏ

15分55秒5 漆谷　明浩/漆谷　健太郎813 ｳﾙｼﾀﾞﾆ ｱｷﾋﾛ/ｳﾙｼﾀﾞﾆ 横井小学校

16分02秒6 安信　和恵/安信　志優846 ﾔｽﾉﾌﾞ ｶｽﾞｴ/ﾔｽﾉﾌﾞ ﾕｷﾏｻ

16分13秒7 山内　光春/山内　快晟869 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾊﾙ/ﾔﾏｳﾁ ｶｲｾｲ

16分14秒8 小田　幸希/小田　泰己839 ｵﾀﾞ ｺｳｷ/ｵﾀﾞ　ﾀｲｷ 御津小学校

16分31秒9 秋山　弘史/秋山　美結804 ｱｷﾔﾏ /ｱｷﾔﾏ

16分37秒10 坪内　多愛子/坪内　環奈847 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｴｺ/ﾂﾎﾞｳﾁ ｶﾝﾅ

16分40秒11 太田　仁子/石原　紗季853 ｵｵﾀ ﾋﾄｺ/ｲｼﾊﾗ ｻｷ

16分42秒12 今村　嘉治/今村　幸太808 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ/ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ F2ﾓﾆｷｰ/大元小学校

16分43秒13 岡　恵美/岡　辰哉835 ｵｶ ｴﾐ/ｵｶ　ﾀﾂﾔ

16分55秒14 久山　智恵/久山　みらい827 ｸﾔﾏ ﾁｴ/ｸﾔﾏ　ﾐﾗｲ 野谷小学校

17分01秒15 光元　正一/光元　紗菜831 ﾐﾂﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ/ﾐﾂﾓﾄ　ｻﾅ 建部小学校

17分09秒16 船守　雄喜/船守　喜士郎844 ﾌﾅﾓﾘ ﾕｳｷ/ﾌﾅﾓﾘ　ｷｼﾛｳ

17分11秒17 髙田　守弘/髙田　明希849 ﾀｶﾀ ﾓﾘﾋﾛ/ﾀｶﾀ　ﾊﾙｷ

17分21秒18 田中　悠/田中　遥人822 ﾀﾅｶ ﾕｳ/ﾀﾅｶ　ﾊﾙﾄ

17分37秒19 太田　晃生/太田杏莉870 ｵｵﾀ ﾃﾙｵ/ｵｵﾀｱﾝﾘ

17分40秒20 松本　教之/松本　紗奈841 ﾏﾂﾓﾄ/ﾏﾂﾓﾄ 御津ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団

17分44秒21 妹尾　忍/妹尾　悠882 ｾﾉｵ ｼﾉﾌﾞ/ｾﾉｵ ﾊﾙ 茶屋町保育園

17分46秒22 石原　三賀/石原　結衣852 ｲｼﾊﾗ ﾐｶ/ｲｼﾊﾗ ﾕｲ

17分55秒23 厨司　幸裕/厨司　彩葉859 ｽﾞｼ ﾕｷﾋﾛ/ｽﾞｼ ｲﾛﾊ

18分11秒24 三浦　敬子/三浦　莉々江842 ﾐｳﾗ/ﾐｳﾗ　

18分57秒25 山本　裕美/山本　彩未851 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ/ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾐ

19分01秒26 近藤　和俊/近藤　悠人812 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ/ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ

19分02秒27 森上　嘉亮/森上　晴妃879 ﾓﾘｶﾐ ﾖｼｱｷ/ﾓﾘｶﾐ ﾊﾙﾋ

19分06秒28 佐々木　克也/佐々木　蒼介824 ｻｻｷ ｶﾂﾔ/ｻｻｷ　ｿｳｽｹ

19分07秒29 梅田　修一/鍋谷　海來817 ｳﾒﾀﾞ/ﾅﾍﾞﾀﾆ じあいようちえん

19分16秒30 川上　俊輔/川上　朱音837 ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝｽｹ/ｶﾜｶﾐ　ｱｶﾈ 大元小学校

19分17秒31 白髭　明典/白髭　明依855 ｼﾗﾋｹﾞ ｱｷﾉﾘ/ｼﾗﾋｹﾞ ﾒｲ 原尾島ｸﾘﾆｯｸ

19分25秒32 西嶋　円香/西嶋　海晴871 ﾆｼｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ/ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲｾｲ

19分26秒33 川上　夏子/川上　楓人838 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｺ/ｶﾜｶﾐ　ﾌｳﾄ 大元小学校

19分28秒34 相原　範之/相原志歩862 ｱｲﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ/ｱｲﾊﾗ ｼﾎ

19分29秒35 髙田　絵梨/髙田　詩乃848 ﾀｶﾀ ｴﾘ/ﾀｶﾀ　ｳﾀﾉ 御津小学校

19分29秒36 清水　誠/清水　琳太郎809 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ/ｼﾐｽﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

19分42秒37 二宮　俊博/大熊872 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ/真衣

19分49秒38 田辺　貴大/田辺874 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ/瑛大

19分49秒39 川野　邦代/川野　佑太875 ｶﾜﾉ ｸﾆﾖ/ｶﾜﾉ ﾕｳﾀ

19分54秒40 難波　絵美/難波大和863 ﾅﾝﾊﾞ ｴﾐ/ﾅﾝﾊﾞﾔﾏﾄ

20分14秒41 服部　靖之/服部　壮良832 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ/ﾊｯﾄﾘ　ｿﾗ 五城小学校

20分16秒42 清水　洋幸/清水　颯介814 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ/ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ

20分25秒43 徳丸　敬哉/徳丸　沙耶883 ﾄｸﾏﾙ ﾀｶﾔ/ﾄｸﾏﾙ ｻﾔ

20分32秒44 小野　文恵/小野　純実821 ｵﾉ/ｵﾉ 芳明ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

20分48秒45 木村　聡子/木村　蓮凰826 ｷﾑﾗ ｻﾄｺ/ｷﾑﾗ　ﾚｵﾝ

20分48秒46 楠本　優二/栄徳　結斗884 ｸｽﾓﾄ ﾕｳｼﾞ/ｴｲﾄｸ ﾕｲﾄ

20分56秒47 刀祢　明/刀祢　俊介820 / ﾌｼﾞ地中情報株式会社

21分21秒48 山本　武司/山本　颯理857 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ/ﾔﾏﾓﾄ ｿﾖﾘ

21分22秒49 松浦　誠/松浦　愛825 ﾏﾂｳﾗ ﾏｺﾄ/ﾏﾂｳﾗ　ｱｲ 岡大附属小学校

21分24秒50 廣安　弘枝/廣安　廉二朗843 ﾋﾛﾔｽ ﾋﾛｴ/ﾋﾛﾔｽ ﾚﾝｼﾞﾛｳ 御津金川認定こども園
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21分28秒51 十時　崇/十時　可帆834 / 大元小学校

21分39秒52 山崎　翔/山崎　楓873 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳ/ﾔﾏｻｷ ｶｴﾃﾞ

21分42秒53 鍋谷　隆之/鍋谷　海心818 ﾅﾍﾞﾀﾆ /ﾅﾍﾞﾀﾆ じあいようちえん

21分55秒54 中山　孔美/中山　和凛885 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ/ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ

22分04秒55 藤尾　慶隆/藤尾　望紗828 ﾌｼﾞｵ ﾖｼﾀｶ/ﾌｼﾞｵ　ﾐｻ

22分18秒56 内田　順子/内田　安彦878 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ/ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋｺ team HIKA

22分26秒57 藤元　陽子/藤元　羽菜840 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｺ/ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾊﾅ 御津小学校

22分27秒58 小橋　有裕/小橋　咲心845 ｺﾊﾞｼ ｱﾘﾋﾛ/ｺﾊﾞｼ　ｻｸﾐ

22分27秒59 行森　誠/行森　康太815 ﾕｷﾓﾘ ﾏｺﾄ/ﾕｷﾓﾘ ｺｳﾀ 御津小学校

22分35秒60 篠山　智宏/篠山　未来886 ｻｻﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ/ｻｻﾔﾏ ﾐﾗｲ ひばり保育園

22分46秒61 中山　富有子/中山　歩香868 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾕｺ/ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ

22分52秒62 頭山　健一/頭山　隼人801 ﾄｳﾔﾏ ｹﾝｲﾁ/ﾄｳﾔﾏ ｼｭﾝﾄ

22分59秒63 高原　昌子/高原　　香絵876 ﾀｶﾊﾗ ﾏｻｺ/ﾀｶﾊﾗ  ｶｴ 操南小学校

23分04秒64 久枝　栄二/久枝　麻菜美877 ﾋｻｴﾀﾞ ｴｲｼﾞ/ﾋｻｴﾀﾞ ﾏﾅﾐ

23分58秒65 山本　志都代/山本　有紗861 ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞﾖ/ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ

24分07秒66 真室　菜生/真室　楓果810 ﾏﾑﾛ ﾅｵ/ﾏﾑﾛ ﾌｳｶ 操明小学校

24分14秒67 三上　祐一郎/三上　結衣子865 ﾐｶﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ/ﾐｶﾐ ﾕｲｺ

24分19秒68 松永　成司/松永　昇881 ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ/ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ ｶﾊﾞﾔ食品RC

24分45秒69 豊田　良子/豊田　太郎805 ﾄﾖﾀ ﾘｮｳｺ/ﾄﾖﾀ　ﾀﾛｳ ﾁｰﾑWeeds

24分57秒70 十時　実佳/十時　侑大833 / 聖園幼

24分59秒71 重松　典子/河合　晄弥803 ｼｹﾞﾏﾂ ﾉﾘｺ/ｶﾜｲ ｺｳﾔ

25分17秒72 宇野　健太郎/宇野　さくら830 /ｳﾉ　ｻｸﾗ

25分43秒73 横田　昌司/横田　蒼唯819 ﾖｺﾀ/ﾖｺﾀ 岡山聖園幼稚園

26分32秒74 岡　育子/岡　秀幸836 ｵｶ ｲｸｺ /ｵｶ　ﾋﾃﾞﾕｷ 御津高校/あゆみ保育園

27分05秒75 白髭　由恵/白髭　鞠依856 ｼﾗﾋｹﾞ ﾖｼｴ/ｼﾗﾋｹﾞ ﾏﾘｲ 原尾島ｸﾘﾆｯｸ

27分08秒76 河野　和香奈/河野　弘樹880 ｺｳﾉ ﾜｶﾅ/ｺｳﾉ ﾋﾛｷ

28分35秒77 景山　幸美/景山　純之介816 ｶｹﾞﾔﾏ /ｶｹﾞﾔﾏ

29分01秒78 戸田　良範/戸田　哲太朗854 ﾄﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ/ﾄﾀﾞ ﾃｯﾀﾛｳ

29分29秒79 白髭　基/白髭　祐衣807 ｼﾗﾋｹﾞ ﾊｼﾞﾒ/ｼﾗﾋｹﾞ　ﾕｲ

31分50秒80 安井　紀子/安井　結南806 ﾔｽｲ ﾉﾘｺ/ﾔｽｲ　ﾕｲﾅ

32分03秒81 太田　光治/太田　友貴802 ｵｵﾀ/ｵｵﾀ

32分09秒82 石川　蒼/石川　心太850 ｲｼｶﾜ/ｲｼｶﾜ

37分21秒83 杉香　和彦/杉香　日菜乃829 ｽｷﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ/ｽｷﾞｶ　ﾋﾅﾉ UPUP
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