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55部　女子3ｋｍ小学生
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:20:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

11分11秒1 西村　小茉莉7474 佐々木塾ﾆｼﾑﾗ ｺﾏﾘ

11分29秒2 岸本 美紀7440 本能陸上ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾘ

11分34秒3 加藤 那奈7406 醒泉ランナーズｶﾄｳ ﾅﾅ

11分35秒4 中村 瑚子7407 ﾅｶﾑﾗ ｺｺ

11分45秒5 杤尾 佳穂7471 ﾄﾁｵ ｶﾎ

11分45秒6 米田 桜7487 ﾖﾈﾀﾞ ｻｸﾗ

11分46秒7 北川　凉凪7449 長岡第四小学校ｷﾀｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ

11分53秒8 中村 莉子7408 ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ

12分03秒9 永徳　歩咲7422 京都市立唐橋小学校ｴｲﾄｸ ｱｻ

12分09秒10 山崎 柚奈7458 舞鶴ジュニアﾔﾏｻｷ ﾕﾅ

12分13秒11 大継　詩乃7427 ｵｵﾂｸﾞ ｼﾉ

12分20秒12 寺西 香春7502 ﾃﾗﾆｼ ｺﾊﾙ

12分21秒13 西本 圭7410 二条城北小学校ﾆｼﾓﾄ ｹｲ

12分22秒14 小中　李桜7426 ｺﾅｶ ﾘｵ

12分23秒15 野上 陽菜7415 ﾉｶﾐ ﾋﾅ

12分28秒16 脇田　莉里杏7490 羽束師小学校ﾜｷﾀ ﾘﾘｱ

12分35秒17 松岡　伶香7481 豊栄ランナーズﾏﾂｵｶ ﾚｲｶ

12分43秒18 井上 陽菜多7467 乙訓ジュニア陸上教室ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ

12分52秒19 西村 佐笑子7411 長岡京ＳＣレディースﾆｼﾑﾗ ｻｴｺ

12分53秒20 三宅　心海7553 竹野小学校ﾐﾔｹ ｺｺﾐ

12分54秒21 立川 凛7491 乙訓ジュニア陸上教室ﾀﾁｶﾜ ﾘﾝ

12分56秒22 久保元　杏7537 丹波ひかり小学校ｸﾎﾞﾓﾄ ｱﾝ

12分57秒23 疋田 愛乃7414 ﾋｷﾀ ﾖｼﾉ

13分04秒24 上田 望愛7460 ｳｴﾀﾞ ﾉｱ

13分18秒25 橋本　悠里7433 三室戸小学校ﾊｼﾓﾄ ﾕﾘ

13分22秒26 山下 こまち7409 醒泉ランナーズﾔﾏｼﾀ ｺﾏﾁ

13分25秒27 政岡　卯乃7556 花園小学校ﾏｻｵｶ ｳﾉ

13分28秒28 岸根 貴子7473 どんくんズｷｼﾈ ﾀｶｺ

13分31秒29 山本　愛香7477 豊栄ランナーズﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ

13分34秒30 一井　りおな7550 丹波ひかり小学校ｲﾁｲ ﾘｵﾅ

13分41秒31 佐久間 陽菜7461 ピノスｻｸﾏ ﾋﾅ

13分42秒32 岩田 真由子7498 京都市立金閣小学校ｲﾜﾀ ﾏﾕｺ

13分44秒33 細井　結菜7518 下山小学校ﾎｿｲ ﾕｲﾅ

13分45秒34 村田 愛海7508 乙訓ジュニアﾑﾗﾀ ｴﾏ

13分54秒35 井口 瑠璃7470 あかしやｲｸﾞﾁ ﾙﾘ

13分55秒36 前谷　瑠那7517 下山小学校ﾏｴﾀﾆ ﾙﾅ

14分10秒37 山口 莉咲7441 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｻ

14分16秒38 高祖 奏7425 ｺｳｿ ｶﾅﾃﾞ

14分20秒39 野村　葵7421 ﾉﾑﾗ ｱｵｲ

14分21秒40 前谷　優那7513 下山小学校ﾏｴﾀﾆ ﾕｳﾅ

14分24秒41 近藤 菜月7444 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ

14分29秒42 細井　理名7514 下山小学校ﾎｿｲ ﾘﾅ

14分32秒43 後藤 琴渚7404 太秦小学校ｺﾞﾄｳ ｺﾄﾅ

14分33秒44 山本　鈴7479 豊栄ランナーズﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞ

14分35秒45 吉岡　和奏7543 丹波ひかり小学校ﾖｼｵｶ ﾜｶﾅ

14分36秒46 宇野　りんか7478 豊栄ランナーズｳﾉ ﾘﾝｶ

14分38秒47 太田　夏綺7484 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ

14分39秒48 熊谷　杏香7555 ｸﾏｶﾞﾔ ﾓﾓｶ

14分40秒49 佐藤　春佳7418 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ

14分40秒50 岩田　紗帆7454 ｲﾜﾀ ｻﾎ
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14分45秒51 山崎 友結7459 舞鶴ジュニアﾔﾏｻｷ ﾕｲ

14分59秒52 大藪 己怜7466 あかしやｵｵﾔﾌﾞ ﾐｻﾄ

15分05秒53 松尾　毬乃7482 ﾏﾂｵ ﾏﾘﾉ

15分11秒54 安井 万葉7429 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾊ

15分12秒55 井上　芽依7538 丹波ひかり小学校ｲﾉｳｴ ﾒｲ

15分12秒56 久保元　詩7536 丹波ひかり小学校ｸﾎﾞﾓﾄ ｳﾀ

15分16秒57 高祖 紫7424 ｺｳｿ ﾕｶﾘ

15分16秒58 佐藤 知榎7439 くわのみｻﾄｳ ｻﾄｳﾋﾃﾞｷ

15分20秒59 稲葉　絢香7535 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ｱﾔｶ

15分28秒60 廣瀬　柚葉7453 ﾋﾛｻﾜ ﾕｽﾞﾊ

15分30秒61 田茂井　理久7483 ﾀﾓｲ ﾘｸ

15分32秒62 和田　美佑7475 豊栄ランナーズﾜﾀﾞ ﾐﾕｳ

15分37秒63 須藤 希7434 朱雀第三小学校ｽﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ

15分42秒64 藤井　裕莉香7554 ﾌｼﾞｲ ﾕﾘｶ

15分42秒65 下西 こころ7465 ｼﾓﾆｼ ｺｺﾛ

15分43秒66 増田　聖羅7492 西大路小学校ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾗ

15分50秒67 和田　仁奈7480 豊栄ランナーズﾜﾀﾞ ﾆｲﾅ

15分50秒68 野瀬　七虹7545 丹波ひかり小学校ﾉｾ ﾅﾅｺ

15分54秒69 三木　智香子7522 瑞穂小学校ﾐｷ ﾁｶｺ

15分56秒70 土井 心暖7511 ﾄﾞｲ ｺﾉﾝ

16分06秒71 長田 瑞希7456 第六向陽小学校ｵｻﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

16分08秒72 倉冨　杏奈7557 ｸﾗﾄﾐ ｱﾝﾅ

16分13秒73 奥村　心結7493 梅津小学校ｵｸﾑﾗ ﾐﾕ

16分18秒74 平井 亜樹7495 ﾋﾗｲ ｱｷ

16分23秒75 木村　伊織7533 丹波ひかり小学校ｷﾑﾗ ｲｵﾘ

16分25秒76 西田　光里7534 丹波ひかり小学校ﾆｼﾀﾞ ﾋｻﾄ

16分29秒77 大西 日葵7447 チーム　ひまわりｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ

16分29秒78 長島　凛果7448 西院小学校ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾝｶ

16分35秒79 西田 こころ7412 ﾆｼﾀﾞ ｺｺﾛ

16分38秒80 辻　美唯奈7437 長岡第五小学校ﾂｼﾞ ﾐｲﾅ

16分40秒81 山﨑　玲奈7519 下山小学校ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾅ

16分44秒82 野村　美遥7472 ﾉﾑﾗ ﾐﾊﾙ

16分48秒83 森川　瑠璃7489 ﾓﾘｶﾜ ﾙﾘ

16分50秒84 上田 凛音7455 境谷小学校ｳｴﾀﾞ ﾘﾉﾝ

16分52秒85 畑野 琉花7416 何北会ﾊﾀﾉ ﾙｶ

16分56秒86 稲葉　菜七7520 下山小学校ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅ

16分58秒87 稲葉　詩美7547 丹波ひかり小学校ｲﾅﾊﾞ ｳﾀﾐ

17分06秒88 池田 澪7468 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ

17分06秒89 能勢 寛菜7450 ﾉｾ ｶﾝﾅ

17分07秒90 能勢 純佳7452 ﾉｾ ｽﾐｶ

17分20秒91 山口 愛子7438 ＧＵＳＳＡＮｓﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｺ

17分23秒92 北口 陽葉7500 ｷﾀｸﾞﾁ ｱｷﾊ

17分30秒93 上林　香瑛7527 瑞穂小学校ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｴ

17分34秒94 釆本 詩栞7451 ｳﾈﾓﾄ ｼｵﾘ

17分49秒95 村瀬　花春7540 丹波ひかり小学校ﾑﾗｾ ｶﾊﾙ

17分50秒96 三神　栞那7499 西京極西小学校ﾐｶﾐ ｶﾝﾅ

17分59秒97 松村　結衣7525 瑞穂小学校ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲ

18分03秒98 竹内　美麗7524 瑞穂小学校ﾀｹｳﾁ ﾐﾚｲ

18分06秒99 長谷川　咲7548 丹波ひかり小学校ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ

18分07秒100 勝山 結衣7445 ｶﾂﾔﾏ ﾕｲ
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18分07秒101 野崎 万由果7442 ﾉｻﾞｷ ﾏﾕｶ

18分10秒102 土居 きずな7403 空手道　鶴翔塾ﾄﾞｲ ｷｽﾞﾅ

18分16秒103 宇野　花実7539 丹波ひかり小学校ｳﾉ ｶｼﾞﾂ

18分16秒104 山下　紗彩7462 園部第二小学校ﾔﾏｼﾀ ｻｱﾔ

18分18秒105 野間　詩帆7544 丹波ひかり小学校ﾉﾏ ｼﾎ

18分18秒106 谷山　夏帆7532 丹波ひかり小学校ﾀﾆﾔﾏ ｶﾎ

18分26秒107 吉岡　詩織7552 丹波ひかり小学校ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ

18分38秒108 髙濱　夏妃7516 下山小学校ﾀｶﾊﾏ ﾅﾂｷ

18分38秒109 中嶋　いつき7541 丹波ひかり小学校ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾂｷ

18分39秒110 保田　蘭7530 瑞穂小学校ﾔｽﾀﾞ ﾗﾝ

18分39秒111 室　寧音7523 瑞穂小学校ﾑﾛ ﾈﾈ

18分41秒112 小畑 歩々7443 ｺﾊﾀ ﾎﾟﾎﾟ

18分44秒113 上中　琴葉7515 下山小学校ｳｴﾅｶ ｺﾄﾊ

18分50秒114 阪部　七海7501 ｻｶﾍﾞ ﾅﾅﾐ

18分59秒115 仲林　希空7528 瑞穂小学校ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉｱ

19分05秒116 石田　優愛7504 ｲｼﾀﾞ ﾕｱ

19分06秒117 荒谷　永愛7546 丹波ひかり小学校ｱﾗﾀﾆ ﾄｱ

19分08秒118 植田　葵衣7432 ｳｴﾀﾞ ｱｵｲ

19分08秒119 山本　夏央7485 長岡第三小学校ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ

19分08秒120 白波瀬 莉子7503 ｼﾗﾊｾ ﾘｺ

19分13秒121 一井　みゆな7551 丹波ひかり小学校ｲﾁｲ ﾐﾕﾅ

19分13秒122 吉田　結奈7549 丹波ひかり小学校ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾅ

19分18秒123 池本 彩梅7486 ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾒ

19分21秒124 西田 あかり7413 ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾘ

19分21秒125 清水 朱音7510 七条小学校ｼﾐｽﾞ ｱｶﾈ

19分22秒126 岡本　唯可7526 瑞穂小学校ｵｶﾓﾄ ﾕｲｶ

19分22秒127 澤田 唯愛7435 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾒ

19分23秒128 澤田 美空7436 ｻﾜﾀﾞ ﾐｸ

19分24秒129 山内　杏7529 瑞穂小学校ﾔﾏｳﾁ ｱﾝ

19分32秒130 松冨　穂乃佳7464 南丹市立園部小学校ﾏﾂﾄﾐ ﾎﾉｶ

20分17秒131 竹内　凜々亜7521 瑞穂小学校ﾀｹｳﾁ ﾘﾘｱ

20分19秒132 山村 美輪7494 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾜ

20分21秒133 郡　美結7457 北醍醐小学校ｺｵﾘ ﾐﾕ

20分23秒134 永濱　もも7506 みずほ小学校ﾅｶﾞﾊﾏ ﾓﾓ

20分26秒135 井上　朋香7430 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｶ

20分31秒136 井上　遥香7431 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ

20分33秒137 坪田 杏心7463 安井小学校ﾂﾎﾞﾀ ｱｺ

20分34秒138 辰島 栞穂7505 ハラザップﾀﾂｼﾏ ｼﾎ

20分45秒139 勝山 紗希7446 ｶﾂﾔﾏ ｻｷ

21分58秒140 原田 泉7428 ﾊﾗﾀﾞ ｲｽﾞﾐ

22分32秒141 余湖 結陽奈7417 ふっトンだ！ﾖｺﾞ ﾕﾋﾅ

24分44秒142 辻 結愛7420 ﾂｼﾞ ﾕｳｱ

25分07秒143 山田 茉奈7423 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ

25分09秒144 橋口 球美7405 ゆざるんちﾊｼｸﾞﾁ ｸﾐ

27分25秒145 渡辺 柚月7497 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ

36分05秒146 岩瀬　千夏7512 ｲﾜｾ ﾁﾅﾂ
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