
- 第３２回高砂マラソン -

19部　2㎞　小学生（女子）4～6年生

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/12/2

スタート： 10:23:00

会場: 県立加古川河川敷ﾏﾗｿﾝｺｰｽ（高砂ｽﾀｰﾄｺｰｽ）

主催: 高砂市体育協会・高砂マラソン実行委員会

6分37秒1 塚本　夕藍2004 ﾂｶﾓﾄ ﾕｱ 北浜JRC

6分50秒2 山下　真央2002 ﾔﾏｼﾀ ﾏｵ 北浜JRC

6分50秒3 長野　亜美2021 ﾅｶﾞﾉ ｱﾐ いなみ野陸上

6分53秒4 谷本　庵心2013 ﾀﾆﾓﾄ ｱﾝｼﾞ 北浜JRC

6分57秒5 種　知里2061 ﾀﾈ ﾁｻﾄ 安室RC

6分58秒6 隈部　湊2046 ｸﾏﾍﾞ ﾐﾅﾄ 安室RC

7分00秒7 吉川　菜緒2023 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ 稲美野陸上

7分03秒8 宮宅　ひな2019 ﾐﾔｹ ﾋﾅ いなみ野陸上

7分04秒9 橋浦　唯乃2052 ﾊｼｳﾗ ﾕｲﾉ 北浜JRC

7分05秒10 老松　和奏2012 ｵｲﾏﾂ ﾜｶﾅ 北浜JRC

7分09秒11 藤田　直子2029 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｺ いなみ野陸上教室

7分10秒12 長谷川　詩真2067 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾏ 北浜JRC

7分13秒13 稲岡　咲羽2010 ｲﾅｵｶ ｻｷﾊ 北浜JRC

7分15秒14 吉川　咲希2024 ﾖｼｶﾜ ｻｷ 稲美野陸上

7分19秒15 本田　彩乃2072 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 安室RC

7分29秒16 吉川　陽菜2022 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 稲美野陸上

7分29秒17 久保　帆乃加2054 ｸﾎﾞ ﾎﾉｶ 安室RC

7分31秒18 森垣　まひろ2006 ﾓﾘｶﾞｷ ﾏﾋﾛ

7分32秒19 池田　朱里2031 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾘ いなみ野陸上

7分35秒20 湊　友希2025 ﾐﾅﾄ ﾕｳｷ

7分39秒21 中西　ちひろ2035 ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ TRINITY.AC

7分41秒22 酒田　歩実2008 ｻｶﾀ ｱﾕﾐ 北浜JRC

7分45秒23 渡邉　真優2074 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ

7分48秒24 萬矢　侑奈2009 ﾏﾝﾔ ﾕｳﾅ 北浜JRC

7分48秒25 大村　美柚2028 ｵｵﾑﾗ ﾐﾕ いなみ野陸上

7分50秒26 上岡　凜2040 ｳｴｵｶ ﾘﾝ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

7分52秒27 長谷川　真理2068 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾘ 北浜JRC

7分56秒28 長野　紗弥2020 ﾅｶﾞﾉ ｻﾔ いなみ野陸上

7分59秒29 本田　唯乃2073 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾉ 安室RC

8分01秒30 梶山　眞愛2051 ｶｼﾞﾔﾏ ﾐﾅ いなみの陸上

8分02秒31 荒木　理緒2016 ｱﾗｷ ﾘｵ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

8分03秒32 山内　のどか2027 ﾔﾏｳﾁ ﾉﾄﾞｶ KSS

8分04秒33 辻岡　美空2064 ﾂｼﾞｵｶ ﾐｿﾗ 北浜JRC

8分05秒34 田中　愛2005 ﾀﾅｶ ｱｲ 北浜JRC

8分06秒35 小川　楓乃2058 ｵｶﾞﾜ ｶｴﾉ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分07秒36 吉野　真琴2069 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ

8分08秒37 北迫　英美里2045 ｷﾀｻｺ ｴﾐﾘ 明石JRC

8分10秒38 河野　佑奈2001 ｺｳﾉ ﾕｳﾅ 北浜JRC

8分13秒39 戸嶋　砂羽2050 ﾄｼﾞﾏ ｻﾜ KSS RC

8分15秒40 井澤　璃子2033 ｲｻﾞﾜ ﾘｺ いなみ野陸上

8分20秒41 本岡　未奈羽2060 ﾓﾄｵｶ ﾐﾅｳ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分22秒42 近藤　莉帆2011 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 北浜JRC

8分26秒43 末長　千洋2048 ｽｴﾅｶﾞ ﾁﾋﾛ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21はりま

8分29秒44 浅香　陽向2063 ｱｻｶ ﾋﾅﾀ

8分30秒45 野々村　姫愛2039 ﾉﾉﾑﾗ ｷｱﾗ

8分31秒46 田尾　愛音2076 ﾀｵ ｱﾉﾝ

8分33秒47 市川　絢羽2042 ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾊ ATF

8分33秒48 古屋　結衣2041 ﾌﾙﾔ ﾕｲ ATF

8分37秒49 山田　穂花2056 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分37秒50 阿部　羽音2071 ｱﾍﾞ ﾊﾉﾝ 米田西小学校
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8分45秒51 橘　陽茶2075 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙｻ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

8分46秒52 加藤　愛唯2066 ｶﾄｳ ﾒｲ 荒井小学校

8分48秒53 南條　姫菜2026 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾋﾒﾅ いなみの陸上

8分48秒54 森本　陽可里2036 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾘ 米田西小学校

8分49秒55 藤本　向日葵2037 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾏﾜﾘ はりま陸上ｸﾗﾌﾞ

8分52秒56 中川　結愛2062 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾅ 安室RC

8分52秒57 木村　歩那2017 ｷﾑﾗ ｱﾕﾅ

8分55秒58 上林　虹2065 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

8分58秒59 竹元　小百合2070 ﾀｹﾓﾄ ｻﾕﾘ いなみ野AC

9分00秒60 井村　友香2038 ｲﾑﾗ ﾕｳｶ

9分05秒61 吉村　菜那2044 ﾖｼﾑﾗ ﾅﾅ

9分08秒62 高橋　柚羽2014 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞﾊ

9分08秒63 加古　杏菜2078 ｶｺ ｱﾝﾅ 高砂市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｷｯｽﾞｸﾗ

9分39秒64 清水　那優2018 ｼﾐｽﾞ ﾅﾕ

9分42秒65 中嶋　はるな2057 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾅ KSSﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

9分52秒66 繁田　心那2059 ｼｹﾞﾀ ｺｺﾅ KSS

10分02秒67 松尾　玲花2053 ﾏﾂｵ ﾚｲﾅ KSS

10分15秒68 森口　心晴2043 ﾓﾘｸﾞﾁ ｺﾊﾙ

10分16秒69 小松　柚葉2047 ｺﾏﾂ ﾕｽﾞﾊ
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