
- 第33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

 2019/12/1

スタート： 10:23:00

会場: 県立加古川河川敷マラソンコース

主催: 高砂マラソン実行委員会

6分45秒1 種　 知里1952 ﾀﾈ ﾁｻﾄ 安室ＲＣ

6分45秒2 山川　 恵里奈1958 ﾔﾏｶﾜ ｴﾘﾅ 安室ＲＣ

6分46秒3 吉川　 菜緒1916 ﾖｼｶﾜ ﾅｵ いなみ野陸上教室

6分49秒4 吉川　 陽菜1917 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ いなみ野陸上教室

6分49秒5 隈部　 湊1965 ｸﾏﾍﾞ ﾐﾅﾄ 安室RC

6分56秒6 稲岡　 咲羽1905 ｲﾅｵｶ ｻｷﾊ 北浜ＪＲＣ

6分56秒7 寺田　 妃織1966 ﾃﾗﾀﾞ ﾋｵﾘ 安室RC

6分58秒8 老松　 和奏1967 ｵｲﾏﾂ ﾜｶﾅ 北浜JRC

7分11秒9 森垣　 まひろ1908 ﾓﾘｶﾞｷ ﾏﾋﾛ

7分12秒10 湊　 友希1909 ﾐﾅﾄ

7分16秒11 谷本　 庵心1906 ﾀﾆﾓﾄ ｱﾝｼﾞ 北浜ＪＲＣ

7分18秒12 酒田　 歩実1913 ｻｶﾀ ｱﾕﾐ 北浜ＪＲＣ

7分24秒13 久保　 帆乃加1955 ｸﾎﾞ ﾎﾉｶ 安室RC

7分28秒14 吉田　 七海1964 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 安室RC

7分29秒15 渡邉　 真優1932 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ はりま陸上クラブ

7分30秒16 長野　 紗弥1910 ﾅｶﾞﾉ ｻﾔ いなみ野陸上

7分32秒17 荒木　 理緒1915 ｱﾗｷ ﾘｵ はりま陸上クラブ

7分32秒18 小川　 楓乃1945 ｵｶﾞﾜ ｶｴﾉ KSSランニングクラブ

7分32秒19 大村　 美柚1911 ｵｵﾑﾗ ﾐﾕ いなみ野陸上

7分33秒20 大川　 菜々美1953 ｵｵｶﾜ ﾅﾅﾐ

7分34秒21 辻岡　 美空1956 ﾂｼﾞｵｶ ﾐｿﾗ 北浜JRC

7分36秒22 多田　 心羽1901 ﾀﾀﾞ ｺﾊﾈ 北浜ＪＲＣ

7分36秒23 長谷川　 真理1968 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾘ 北浜ＪＲＣ

7分36秒24 河野　 佑奈1912 ｺｳﾉ ﾕｳﾅ 北浜ＪＲＣ

7分40秒25 藤原　 汐央香1960 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵｶ 社小学校

7分50秒26 森　 弥生1923 ﾓﾘ ﾔﾖｲ いなみ野陸上

7分51秒27 田中　 愛1922 ﾀﾅｶ ｱｲ 北浜ＪＲＣ

7分56秒28 竹元　 咲羽1931 ﾀｹﾓﾄ ｻﾜ KSSRC

7分57秒29 多田　 琴羽1902 ﾀﾀﾞ ｺﾄﾊ 北浜ＪＲＣ

8分06秒30 山内　 のどか1903 ﾔﾏｳﾁ ﾉﾄﾞｶ ＫＳＳ

8分09秒31 浅香　 陽向1957 ｱｻｶ ﾋﾅﾀ 北浜JRC

8分11秒32 竹元　 小百合1963 ﾀｹﾓﾄ ｻﾕﾘ いなみ野陸上

8分16秒33 本岡　 未奈羽1949 ﾓﾄｵｶ ﾐﾅｳ KSSランニングクラブ

8分16秒34 近藤　 莉帆1919 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 北浜ＪＲＣ

8分17秒35 吉野　 真琴1933 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ

8分17秒36 伊藤　 紗英1918 ｲﾄｳ ｻｴ いなみ野陸上

8分17秒37 秋山　 穂乃1970 ｱｷﾔﾏ ﾎﾉ 荒井小学校

8分19秒38 上林　 虹1946 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ KSSランニングクラブ

8分24秒39 坂根　 凛1930 ｻｶﾈ ﾘﾝ

8分44秒40 今竹　 好1937 ｲﾏﾀｹ ｺﾉﾐ 高砂市スポーツ少年団　キ・

8分47秒41 山本　 愛里1925 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ

8分51秒42 田淵　 暖乃香1934 ﾀﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ

8分58秒43 菊地　 音羽1928 ｷｸﾁ ｵﾄﾊ

9分00秒44 山内　 智尋1904 ﾔﾏｳﾁ ﾁﾋﾛ ＫＳＳ

9分02秒45 野々村　 姫愛1926 ﾉﾉﾑﾗ ｷｱﾗ

9分06秒46 中嶋　 はるな1948 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙﾅ KSSランニングクラブ

9分06秒47 船越　 優瞳1951 ﾌﾅｺｼ ﾕﾒ KSSランニングクラブ

9分11秒48 清水　 那優1929 ｼﾐｽﾞ ﾅﾕ KSS RC

9分12秒49 岡田　 芽依1927 ｵｶﾀﾞ ﾒｲ

9分20秒50 寺本　 杏1921 ﾃﾗﾓﾄ ｱﾝ
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9分23秒51 大西　  莉央1944 ｵｵﾆｼ ﾘｵ

9分30秒52 加納　 一葉1939 ｶﾉｳ ｶｽﾞﾊ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分30秒53 田中　 友菜1972 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 小宅小学校

9分41秒54 早川　 ここみ1962 ﾊﾔｶﾜ ｺｺﾐ

9分45秒55 堀口　 結奈1971 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕﾅ

9分50秒56 川崎　 柚葵1940 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分55秒57 尾島　 穂乃花1938 ｵｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 高砂市スポーツ少年団　キ・

9分56秒58 高橋　 奈々1969 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

10分00秒59 有田　 絢香1924 ｱﾘﾀ ｱﾔｶ

10分01秒60 嶋田　 あいる1907 ｼﾏﾀﾞ ｱｲﾙ

10分12秒61 松尾　 玲花1950 ﾏﾂｵ ﾚｲﾅ KSSランニングクラブ

10分37秒62 西畑　 楓香1941 ﾆｼﾊﾀ ﾌｳｶ 高砂市スポーツ少年団　キ・

11分02秒63 栗原　 美咲1943 ｸﾘﾊﾗ ﾐｻｷ 高砂市スポーツ少年団　キ・

15分06秒64 深田　 莉子1942 ﾌｶﾀ ﾘｺ 高砂市スポーツ少年団　キ・
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