
- 第10回記念しまもとミニマラソン -

(L) 小学生女子低学年 3km

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/12/8

スタート： 12:40:00

会場: 島本町立第二中学校スタート・ゴール

主催: 特定非営利活動法人 島本町体育協会

14分26秒1 船曳　美翔1941 フナビキ　リリカ 万博アスリートクラブ

14分51秒2 奥村　愛莉1479 オクムラ　アイリ 島本ジュニア陸上教室

15分19秒3 東　寧々1446 アズマ　ネネ

15分30秒4 虎谷　莉衣1478 トラタニ　リエ 島本ジュニア陸上教室

15分32秒5 射手矢　莉亜1464 イテヤ　リア 昇龍館

15分33秒6 正木　朔1426 マサキ　サク

15分41秒7 生越　莉子1477 オゴシ　リコ 島本ジュニア陸上教室

15分57秒8 浦山　彩哉子1427 ウラヤマ　サヤコ

16分01秒9 難波　咲歩1476 ナンバ　サホ 島本ジュニア陸上教室

16分11秒10 望岡　星夏1459 モチオカ　セナ 島本ダブルダッチクラブ

16分15秒11 矢橋　実奈1411 ヤバシ　ミナ

16分20秒12 松原　杏夏1412 マツバラ　キョウカ

16分51秒13 西野　牡丹1405 ニシノ　ボタン

16分52秒14 王子　心葉1481 オウジ　コノハ キッズスポーツ教室

16分52秒15 常川　歩音1460 ツネカワ　アノン 島本ダブルダッチクラブ

17分03秒16 佐藤　とわか1433 サトウ　トワカ

17分04秒17 中村　優花1410 ナカムラ　ユウカ

17分10秒18 天野　穂乃香1441 アマノ　ホノカ

17分14秒19 土屋　瑞季1417 ツチヤ　ミズキ

17分15秒20 西田　朱利1475 ニシダ　アカリ 万博アスリートクラブ

17分22秒21 永戸　祐衣1483 ナガト　ユイ キッズスポーツ教室

17分24秒22 鍵福　萌愛1403 カギフク　モエ

17分24秒23 内山　葵陽1414

17分25秒24 大槻　柑奈1449 オオツキ　カンナ

17分33秒25 松尾　結菜1435 マツオ　ユナ

17分34秒26 西村　寛乃1428 ニシムラ　ヒロノ

17分38秒27 塩見　映七1431 シオミ　ハナ

17分41秒28 飽田　紗奈1462 アキタ　サナ 昇龍館

17分48秒29 吉田　来実1470 ヨシダ　クルミ ＭＪＢＣ

17分49秒30 今仲　彩陽1422 イマナカ　サヤ

17分50秒31 川上　すその1444 カワカミ　スソノ

17分50秒32 西尾　佑渚1450 ニシオ　ユンナ

17分54秒33 田口　真衣花1455 タグチ　マイカ 島本ダブルダッチクラブ

17分59秒34 小原　ゆわ1471 オハラ　ユワ ＭＪＢＣ

18分03秒35 山見　碧海1443 ヤマミ　アオイ

18分04秒36 北村　菜七1473 キタムラ　ナナ ＳＰＯＲＴ

18分20秒37 吹田　陽夏1461 スイタ　ヒナ

18分32秒38 正木　七海1454 マサキ　ナナミ

18分38秒39 長野　せり1404 ナガノ　セリ

18分53秒40 豊野　夏鈴1452 トヨノ　カリン

18分56秒41 久保　杏璃1447 クボ　アンリ

18分58秒42 安部　南帆子1457 アベ　ナホコ 島本ダブルダッチクラブ

19分00秒43 田村　優奈1406 タムラ　ユナ

19分02秒44 次田　悠夏1409 ツギタ　ユウナ

19分09秒45 鈴木　花歩1416 スズキ　カホ

19分12秒46 山本　悠陽1453 ヤマモト　ハルヒ

19分17秒47 久保田　瑞季1442 クボタ　ミズキ

19分30秒48 石本　桃子1438 イシモト　モモコ

19分30秒49 塚田　優愛1484

19分30秒50 児島　静1419 コジマ　シズカ
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19分33秒51 木上　優芽1401 キガミ　ユメ

19分37秒52 澁谷　玲衣1425 シブタニ　レイ

19分42秒53 稲田　彩良1458 イナダ　サラ 島本ダブルダッチクラブ

19分43秒54 新井　芹奈1439 アライ　セリナ

19分57秒55 濱崎　千晶1415 ハマサキ　チアキ

19分58秒56 大嶋　さくら1420 オオシマ　サクラ

19分59秒57 古賀　圭織1467 コガ　カオリ ＭＪＢＣ

20分02秒58 宮下　栞里1474 ミヤシタ　シオリ ＳＰＯＲＴ

20分02秒59 森本　知奈美1463 モリモト　チナミ 昇龍館

20分05秒60 森　愛良1482 モリ　アイラ キッズスポーツ教室

20分05秒61 落合　莉央1451 オチアイ　リオ

20分11秒62 丹野　絢菜1432 タンノ　アヤナ

20分13秒63 谷　緋乃采1429 タニ　ヒノア

20分21秒64 米津　結衣1413 ヨネツ　ユイ

20分45秒65 山田　千紗1407 ヤマダ　チサ

20分50秒66 竹苗　郁彩1440 タケナエ　カヤ

20分58秒67 松永　結希奈1402 マツナガ　ユキナ

21分28秒68 池永　佳乃1408 イケナガ　カノ

21分53秒69 伊藤　咲1456 イトウ　サキ 島本ダブルダッチクラブ

21分56秒70 松尾　春菜1421 マツオ　ハルナ

21分56秒71 片山　琴菜1424 カタヤマ　コトナ

22分08秒72 中川　杏子1480 ナカガワ　アコ キッズスポーツ教室

22分12秒73 五江渕　福乃1445 ゴエブチ　フクノ

22分36秒74 藤原　和夏菜1448 フジワラ　ワカナ

22分36秒75 福田　優君子1469 フクダ　ユキコ ＭＪＢＣ

22分36秒76 山本　莉奈1472 ヤマモト　リナ ＭＪＢＣ

23分13秒77 永富　千尋1418 ナガトミ　チヒロ

23分36秒78 村上　和花1465 ムラカミ　ワカ チーム　ダイヤモンド

23分36秒79 田中　彩葵1466 タナカ　サキ チーム　ダイヤモンド

24分07秒80 道本　成1430 ミチモト　ナル

24分07秒81 森下　心晴1434 モリシタ　コハル
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