
- 第２８回矢掛本陣マラソン全国大会 -

若様ｺｰｽ(3km)小学3年生以下親子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村名

 2016/2/21

スタート： 10:00:00

会場: 矢掛町総合運動公園

主催: 矢掛町・矢掛町教育委員会

11分33秒1 加藤　吉則 ・ 大和3905 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ・ﾔﾏﾄ 浅口市

11分39秒2 田淵　聡 ・ 惇毅3904 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ・ｼﾞｭﾝｷ 広島県

12分11秒3 常光　涼介 ・ 兼生3915 ﾂﾈﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ・ｹﾝｾｲ 広島県

12分33秒4 萩原　博之 ・ 武士3889 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ・ﾀｹｼ 矢掛町

13分18秒5 石川　貴昭 ・ 竜次3816 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ・　ﾘｭｳｼﾞ 矢掛町

13分26秒6 岡本　秀文 ・ 侑愛3916 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ・ﾕｳｱ 総社市

13分34秒7 滝澤　剛 ・ 紘太3868 ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾖｼ・　ｺｳﾀ 倉敷市

13分55秒8 山﨑　淳一 ・ 涼3802 ﾔﾏｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ・　ﾘｮｳ 井原市

14分17秒9 津尾　裕子 ・ 優輝3880 ﾂｵ ﾋﾛｺ・ﾕｳｷ 矢掛町

15分07秒10 武　宏典 ・ 倖永3911 ﾀｹ ﾋﾛﾉﾘ・ｺｳｴｲ 倉敷市

15分08秒11 墓下　仁志 ・ 乃碧3939 ﾊｶｼﾀ ﾋﾛｼ・ ﾉｱ 倉敷市

15分22秒12 岡崎　国健 ・ 麗羅3897 ｵｶｻﾞｷ ｸﾆﾀｹ・ﾚｲﾗ 矢掛町

15分23秒13 河合　剛 ・ のぞみ3941 ｶﾜｲ ﾂﾖｼ・ﾉｿﾞﾐ 岡山市

15分34秒14 守屋　圭史 ・ 愛之3851 ﾓﾘﾔ ｹｲｼ・ｱｲｼ 矢掛町

15分35秒15 小野　菜々 ・ 友大3863 ｵﾉ ﾅﾅ・ﾕｳﾀﾞｲ 矢掛町

15分41秒16 梶谷　聡 ・ 　颯3812 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ・ｿｳ 倉敷市

15分58秒17 渡邉　俊雄 ・ 龍之介3827 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ・ﾘｭｳﾉｽｹ 総社市

16分04秒18 佐藤　明 ・ 大希3807 ｻﾄｳ ｱｷﾗ・ﾀｲｷ 矢掛町

16分14秒19 岡本　佳恵 ・　蒼來3917 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｴ・ ｿﾗ 総社市

16分20秒20 藤井　克己 ・ 駿3899 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾐ・ｼｭﾝ 倉敷市

16分35秒21 小野　雅生 ・ 暖人3927 ｵﾉ ﾏｻﾅﾘ・ ﾊﾙﾄ 倉敷市

17分00秒22 橋本　将典 ・ 歩果3878 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ・ｱﾕｶ 矢掛町

17分02秒23 山岡　明美 ・ 健3933 ﾔﾏｵｶ ｱｹﾐ・ﾀｹﾙ 井原市

17分10秒24 橋本　由季子 ・ 若奈3879 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｺ・ﾜｶﾅ 矢掛町

17分13秒25 笠原　敏史 ・ 心陽3861 ｶｻﾊﾗ ﾄｼﾌﾐ・ｺﾊﾙ 矢掛町

17分14秒26 富樫　誠三 ・ 由貴3819 ﾄｶﾞｼ ｾｲｿﾞｳ・ﾕｷ 倉敷市

17分30秒27 妹尾　竜郎 ・　怜歩3855 ｾﾉｵ ﾀﾂﾛｳ・ﾚｵ 矢掛町

17分38秒28 岡　知重 ・ 寅司3895 ｵｶ ﾁｴ・ﾄﾗｼﾞ 総社市

17分40秒29 吉岡　恵 ・ 　遼3892 ﾖｼｵｶ ﾒｸﾞﾐ・ﾘｮｳ 倉敷市

17分41秒30 元岡　弘一 ・ 蒼生3934 ﾓﾄｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ・ｱｵｲ 岡山市

17分45秒31 能倉　公明 ・ 駿3871 ﾉｸﾗ ｷﾐｱｷ・ｼｭﾝ 倉敷市

17分56秒32 藤永　人文 ・ 煌大3885 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾄﾌﾐ・ｺｳﾀﾞｲ 矢掛町

17分56秒33 武本　洋二 ・ 栞奈3877 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳｼﾞ・ｶﾝﾅ 矢掛町

18分05秒34 出原　梅香 ・ 大地3828 ｲﾃﾞﾊﾗ ｳﾒｶ・　ﾋﾛﾔ 井原市

18分17秒35 吉川　大悟 ・ 茉里奈3896 ｷｯｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ・ﾏﾘﾅ 倉敷市

18分28秒36 文屋　大輔 ・ 絢3808 ﾌﾞﾝﾔ ﾀﾞｲｽｹ・　ｱﾔｶ 矢掛町

18分29秒37 尾日向　彩 ・ 禎行3919 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔ・ﾃｲｺｳ 倉敷市

18分36秒38 坂上　悦子 ・ 明優3856 ｻｶｶﾞﾐ ｴﾂｺ・ｱﾕ 矢掛町

18分41秒39 木山　和樹 ・ 翔太3837 ｷﾔﾏ ｶｽﾞｷ・ｼｮｳﾀ 矢掛町

18分43秒40 原田　洋平 ・ 涼羽3829 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳﾍｲ・ｽｽﾞﾊ 倉敷市

18分51秒41 間野　宏美 ・ 双葉3921 ﾏﾉ ﾋﾛﾐ・ ﾌﾀﾊﾞ 倉敷市

18分52秒42 古城　徹 ・ 舞3833 ｺｼﾞｮｳ ﾄｵﾙ・ﾏｲ 矢掛町

18分53秒43 貝原　茜 ・ 彩華3826 ｶｲﾊﾗ ｱｶﾈ・　ｱﾔｶ 倉敷市

18分57秒44 河上　展久 ・晃大3838 ｶﾜｶﾐ ﾉﾌﾞﾋｻ・ｺｳﾀ 矢掛町

19分00秒45 中川　政樹 ・ 瑛美香3876 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ・　ｴﾐｶ 矢掛町

19分14秒46 船越　祐子 ・ 彩那3817 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｺ・ｱﾔﾅ 倉敷市

19分17秒47 髙月　潤子 ・ 愛海3820 ﾀｶﾂｷ ｼﾞｭﾝｺ・ﾏﾅﾐ 矢掛町

19分20秒48 村松　美紗子 ・ 胡春3912 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｻｺ・ ｺﾊﾙ 倉敷市

19分21秒49 山邊　剛士 ・ 悠翔3850 ﾔﾏﾍﾞ ﾀｶﾋﾄ・ﾕｳﾄ 矢掛町

19分32秒50 山﨑　こころ ・ 悠3801 ﾔﾏｻｷ ｺｺﾛ・ﾕｳ 井原市
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19分37秒51 井下　多賀子 ・ 果歩3818 ｲﾉｼﾀ ﾀｶｺ・ｶﾎ 倉敷市

19分40秒52 山本　紫 ・ 裕菜3864 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ・ﾕｳﾅ 矢掛町

19分44秒53 奥村　昌子 ・　瑞希3815 ｵｸﾑﾗ ﾏｻｺ・　ﾐｽﾞｷ 矢掛町

19分45秒54 長谷川　佳奈 ・ 翔大3835 ﾊｾｶﾞﾜ  ｶﾅ・ｼｮｳﾀ 矢掛町

19分55秒55 藤枝　典義 ・　舞3844 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ・　ﾏｲ 矢掛町

20分09秒56 平野　貴之 ・ 咲太朗3805 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ・ｻｸﾀﾛｳ 矢掛町

20分10秒57 川光　清美 ・ 麗愛3858 ｶﾜﾐﾂ ｷﾖﾐ・ﾚｲﾗ 矢掛町

20分12秒58 片山　文佳 ・ 聡菜3853 ｶﾀﾔﾏ ﾌﾐｶ・ｻﾅ 矢掛町

20分16秒59 山下　拓史 ・ 蒼真3890 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸｼ・ｿｳﾏ 倉敷市

20分18秒60 三宅　貴博 ・ 倖叶3881 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ・ﾕｷﾄ 矢掛町

20分37秒61 木口　美津子 ・ 和奏3869 ｷｸﾞﾁ ﾐﾂｺ・　ﾜｶﾅ 倉敷市

20分38秒62 藤永　浩次 ・ ちえり3902 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ・ちえり 矢掛町

20分38秒63 妹尾　義之 ・ 紅葉3873 ｾﾉｵ ﾖｼﾕｷ・　ｸﾚﾊ 矢掛町

20分41秒64 西　好恵 ・ ひより3928 ﾆｼ ﾖｼｴ・ ﾋﾖﾘ 倉敷市

21分05秒65 松永　宏子 ・ 眞哉3822 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｺ・ﾏｻﾔ 矢掛町

21分05秒66 三野　恭子 ・ 泰知3907 ﾐﾉ ｷｮｳｺ・ﾀｲﾁ 香川県

21分07秒67 小川　倫史 ・ 碧斗3867 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ・ｱｵﾄ 矢掛町

21分08秒68 西野　嘉人 ・ 心菜3846 ﾆｼﾉ ﾖｼﾄ・ｺｺﾅ 矢掛町

21分13秒69 岡　賢吾 ・ ひまり3931 ｵｶ ｹﾝｺﾞ・ ﾋﾏﾘ 浅口市

21分17秒70 渡辺　浩志 ・ 千愛3811 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ・ｾﾗ 矢掛町

21分20秒71 河上　隆志 ・ 琴乃3806 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ・ｺﾄﾉ 矢掛町

21分23秒72 三嶋　悟史 ・ 倫弥3830 ﾐｼﾏ ｻﾄｼ・ﾄﾓﾔ 総社市

21分35秒73 川光　和彦 ・ 夢翔3859 ｶﾜﾐﾂ ｶｽﾞﾋｺ・ﾕｳﾄ 矢掛町

21分36秒74 水川　哲也 ・ 拓也3809 ﾐｽﾞｶﾜ ﾃﾂﾔ・　ﾀｸﾔ 矢掛町

21分38秒75 横田　顕 ・ 愛依3886 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ・ｱｲ 岡山市

21分45秒76 板谷　佳昭 ・ 健太郎3866 ｲﾀﾀﾞﾆ ﾖｼｱｷ・ｹﾝﾀﾛｳ 矢掛町

21分50秒77 楢崎　健雄 ・　菜緒3810 ﾅﾗｻｷ ﾀｹｵ・ﾅｵ 矢掛町

21分52秒78 妹尾　篤男 ・ 賢汰3913 ｾﾉｵ ｱﾂｵ・ｹﾝﾀ 倉敷市

21分55秒79 山本　裕仁 ・怜央3865 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ・　ﾚｵ 矢掛町

22分25秒80 杉井　美知子 ・ 歩友乃3940 ｽｷﾞｲ ﾐﾁｺ・ﾌﾕﾉ 笠岡市

22分41秒81 石井　久美子 ・ みのり3926 ｲｼｲ ｸﾐｺ・ﾐﾉﾘ 倉敷市

22分44秒82 藤岡　真紀 ・ 透子3887 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｷ・ﾄｳｺ 広島県

22分50秒83 守屋　のぞみ ・ このみ3852 ﾓﾘﾔ ﾉｿﾞﾐ・ｺﾉﾐ 矢掛町

22分57秒84 武　靖 ・ 美花3903 ﾀｹ ﾔｽｼ・　ﾐﾊﾅ 矢掛町

22分59秒85 越智　実紀 ・ 叶多3813 ｵﾁ ﾐｷ・ｶﾅﾀ 矢掛町

22分59秒86 四元　優子 ・ 葵3834 ﾖﾂﾓﾄ ﾕｳｺ・ｱｵｲ 倉敷市

23分04秒87 橋田　佳代 ・ 雫3920 ﾊｼﾀﾞ ｶﾖ・ ｼｽﾞｸ 香川県

23分05秒88 森下　祐輔 ・ 翔晟3832 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｽｹ・ｼｮｳｾｲ 矢掛町

23分07秒89 西田　和恵 ・ 航太3883 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｴ・ｺｳﾀ 矢掛町

23分09秒90 笠原　千恵美 ・ 咲介3860 ｶｻﾊﾗ ﾁｴﾐ・ｻｽｹ 矢掛町

23分09秒91 髙木　朋子 ・ 颯太3803 ﾀｶｷ ﾄﾓｺ・ｿｳﾀ 矢掛町

23分37秒92 安藤　誠之 ・ 充希3847 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ・ﾐﾂｷ 矢掛町

23分50秒93 藤本　雄大 ・ 歩夢3842 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ・ｱﾕﾑ 笠岡市

24分03秒94 藤枝　優香 ・ 佳穂3845 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾕｶ・ﾞ　ｶﾎ 矢掛町

24分15秒95 濱田　佳奈 ・ 修至3874 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾅ・ｼｭｳｼﾞ 矢掛町

24分19秒96 中山　涼子 ・ 奈々3900 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｺ・ﾅﾅ 矢掛町

24分29秒97 岡田　裕子 ・ 紗弥3840 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｺ・ｻﾔ 矢掛町

24分36秒98 豊田　良子 ・ 花子3823 ﾄﾖﾀ ﾘｮｳｺ・ﾊﾅｺ 岡山市

25分06秒99 入野　耕治 ・ 弥桜3824 ｲﾘﾉ ｺｳｼﾞ・ﾐｵ 岡山市

25分08秒100 牧原　孝行 ・ 百音3918 ﾏｷﾊﾗ ﾀｶﾕｷ・ ﾓﾓﾈ 津山市
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25分14秒101 瀧本　博樹 ・ あやめ3814 ﾀｷﾓﾄ ﾋﾛｷ・ｱﾔﾒ 矢掛町

25分54秒102 田尻　佐知子 ・ 朱穏3882 ﾀｼﾞﾘ ｻﾁｺ・ｼｵﾝ 矢掛町

25分55秒103 迫間　みどり ・ ももか3937 ｻｺﾏ ﾐﾄﾞﾘ・ ﾓﾓｶ 倉敷市

26分17秒104 井上　良子 ・ 聡太3843 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ・ｿｳﾀ 倉敷市

26分20秒105 守屋　和典 ・ 琥珀3854 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾉﾘ・ｺﾊｸ 矢掛町

26分27秒106 横田　邦子 ・優真3857 ﾖｺﾀ ｸﾆｺ・ﾕｳﾏ 矢掛町

26分39秒107 妹尾　始紀 ・ 璃虹3872 ｾﾉｵ ｼｷ・ﾘｺ 矢掛町

26分42秒108 佐藤　伸一郎 ・ 佑哉3862 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ・ﾕｳﾔ 矢掛町

26分42秒109 森下　佳子 ・ 壱晟3831 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼｺ・ｲｯｾｲ 矢掛町

26分43秒110 山崎　泉 ・ 吉岡　陽奈3893 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ・ﾖｼｵｶ ﾋﾅ 倉敷市

27分10秒111 山本　武司 ・ 颯理3906 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ・ｿﾖﾘ 倉敷市

27分23秒112 小河　伸二 ・ 功明3932 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ・ｺｳﾒｲ 香川県

27分30秒113 岡田　慶介 ・ 修吾3841 ｵｶﾀﾞ ｹｲｽｹ・ｼｭｳｺﾞ 矢掛町

27分41秒114 中山　昌彦 ・ 瑛心3901 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋｺ・ｴｲｼﾝ 矢掛町

27分43秒115 山室　真美 ・ 歓奈3870 ﾔﾏﾑﾛ ﾏﾐ・ｶﾝﾅ 井原市

28分04秒116 藤内　陽子 ・ 一路3910 ﾄｳﾅｲ ﾖｳｺ・ｲﾁﾛ 徳島県

28分18秒117 萩野　綱正 ・ 楓大3875 ﾊｷﾞﾉ ﾂﾅﾏｻ・ﾌｳﾀ 矢掛町

28分36秒118 藤岡　大助 ・ 千恵利3888 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ・ﾁｴﾘ 広島県

29分12秒119 間野　敏志 ・ 深月3922 ﾏﾉ ｻﾄｼ・ﾐﾂﾞｷ 倉敷市

30分10秒120 中島　政也 ・ 彩乃3804 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾔ・ｱﾔﾉ 矢掛町

30分33秒121 河上　賢二 ・ 加歩3839 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｼﾞ・ｶﾎ 矢掛町

30分35秒122 江口　美由季 ・ 鉄平3923 ｴｸﾞﾁ ﾐﾕｷ・ﾃｯﾍﾟｲ 倉敷市

30分54秒123 長谷川　晶美 ・ 侑羽3836 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾐ・ﾕｳ 矢掛町

32分57秒124 栗林　朝子 ・ 尚輝3924 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱｻｺ・ﾅｵｷ 兵庫県

35分24秒125 小野　如子 ・　愛莉3935 ｵﾉ ﾅｵｺ・ｱｲﾘ 倉敷市

38分20秒126 徳山　雅浩 ・ 璃音3898 ﾄｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ・ﾘｵﾝ 倉敷市
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