
10 ・ 小学4年生女子2km

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1706 菅野　心花 ｽｹﾞﾉ ｺﾉｶ 福島県 東和RC 7分41秒
2 1714 猪狩　樹莉亜 ｲｶﾞﾘ ｼﾞｭﾘｱ 福島県 愛心陸上ｸﾗﾌﾞ 7分50秒
3 1725 下田　琉夏 ｼﾓﾀﾞ ﾙﾅ 福島県 信夫ヶ丘TC 8分09秒
4 1712 鈴木　華 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 福島県 中央台東小 8分12秒
5 1708 紺野　渚 ｺﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 福島県 東和RC 8分25秒
6 1713 吉田　有桜 ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ 福島県 岩代RC 8分27秒

7 1702 佐藤　虹菜 ｻﾄｳ ﾆｲﾅ 福島県 東和RC 8分28秒

8 1724 島貫　ひなた ｼﾏﾇｷ ﾋﾅﾀ 福島県 信夫ヶ丘TC 8分36秒

9 1722 竜田　心結 ﾀﾂﾀ ﾐﾕｳ 福島県 信夫ヶ丘TC 8分50秒

10 1707 中平　美佑 ﾅｶﾋﾗ ﾐﾕ 福島県 福島市立吉井田小 8分51秒

11 1720 川田　真綾 ｶﾜﾀﾞ ﾏﾔ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 8分52秒

12 1710 菅野　こころ 福島県 小浜小 9分01秒

13 1703 安斎　響 ｱﾝｻﾞｲ ｷｮｳ 福島県 大平小学校 9分02秒

14 1721 清野　愛莉 ｾｲﾉ ｱｲﾘ 福島県 ﾄﾞﾘｰﾑｷｯｽﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ 9分05秒

15 1719 鈴木　日奈子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 福島県 猪苗代T＆F 9分09秒

16 1738 大須賀　文音 ｵｵｽｶ ｱﾔﾈ 福島県 福島第三小学校 9分10秒

17 1733 星野　実々 ﾎｼﾉ ﾐﾐ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 9分14秒

18 1731 新井　美咲 ｱﾗｲ ﾐｻｷ 福島県 森合小 9分20秒

19 1717 髙木　南美 ﾀｶｷﾞ ﾐﾅﾐ 福島県 川俣小学校 9分24秒

20 1732 安齋　可奈子 福島県 油井小学校 9分25秒

21 1728 石川　莉々 ｲｼｶﾜ ﾘﾘ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 9分25秒

22 1726 阿部　心夏 ｱﾍﾞ ｺｺﾅ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 9分35秒

23 1737 田中　杏俐 ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ 福島県 福島第三小学校 9分35秒

24 1701 常泉　綾乃 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ｱﾔﾉ 福島県 小浜小 9分41秒

25 1736 池田　美優 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 福島県 瀬上小学校 9分41秒

26 1739 高田　千陽 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ 福島県 福島第三小学校 9分43秒

27 1716 鈴木　いちか ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ 福島県 森合小学校 9分45秒

28 1709 荒田　雪和 ｱﾗﾀ ﾕｷﾅ 宮城県 田子小学校 9分45秒

29 1705 二瓶　千愛 ﾆﾍｲ ﾁﾅ 福島県 笹谷小 9分49秒

30 1711 東海林　あいり ﾄｳｶｲﾘﾝ ｱｲﾘ 宮城県 山下小学校 10分10秒

31 1735 大竹　美沙希 ｵｵﾀｹ ﾐｻｷ 福島県 福大附属小 10分25秒

32 1727 二階堂　藍 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｱｵｲ 福島県 庭塚ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 10分47秒

33 1730 中村　真緒 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 福島県 森合小 10分54秒

34 1715 大枝　愛奈 ｵｵｴﾀﾞ ｶﾅ 福島県 福島大学附属小 10分58秒

35 1723 長島　望明 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉｱ 福島県 信夫ヶ丘TC 11分25秒

36 1734 大原　心実 ｵｵﾊﾗ ｺｺﾐ 福島県 附属小 11分38秒

37 1718 鈴木　ひかり 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 11分44秒

38 1704 橋本　悠希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 福島県 福島大学附属小 11分56秒

2016ふくしま健康マラソン大会
Results/ 競技結果

Data:2016/10/16


