
- 2022京都丹波ロードレース大会 -

55部　女子3ｋｍ小学生
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2022/11/3

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 

10分33秒1 松井 暖々6953 チーム橋本ﾏﾂｲ ﾉﾉ

10分42秒2 今西 芽衣6933 レジェンドＡＣｲﾏﾆｼ ﾒｲ

10分43秒3 林　可南実6978 レジェンドACﾊﾔｼ ｶﾅﾐ

10分52秒4 西本 圭6923 京都　韋駄天Ｒ．Ｃﾆｼﾓﾄ ｹｲ

10分56秒5 澤口 紗奈6985 チーム橋本ｻﾜｸﾞﾁ ｻﾅ

11分28秒6 山崎 友結6952 舞鶴ジュニアﾔﾏｻｷ ﾕｲ

11分35秒7 齋藤 結陽6956 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ

11分40秒8 寺岡 楓恋6950 樫原ＲＣﾃﾗｵｶ ｶﾚﾝ

12分04秒9 堤 咲季6920 ﾂﾂﾐ ｻｷ

12分11秒10 柴田 実乃莉6993 京都ＴＦＣｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾘ

12分12秒11 田中 柚緒6921 本能陸上クラブﾀﾅｶ ﾕｵ

12分14秒12 梶谷 愛穏7004 橋本小学校ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾉﾝ

12分16秒13 藤渕 めぐみ6935 樫原ＲＣﾌｼﾞﾌﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ

12分20秒14 庵谷 真央6902 ｵｵﾀﾆ ﾏｵ

12分21秒15 土井 心暖6946 オキランニングクラブﾄﾞｲ ｺﾉﾝ

12分23秒16 西村 紬6951 樫原ＲＣﾆｼﾑﾗ ﾂﾑｷﾞ

12分30秒17 山下 蒼依7009 長岡京市長岡第五小学校ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ

12分31秒18 木村 紗貴6928 ｷﾑﾗ ｻｷ

12分34秒19 富永 真央6913 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｵ

12分37秒20 山下 結月6995 乙訓ジュニアﾔﾏｼﾀ ﾕﾂﾞｷ

12分39秒21 北川　楓6979 乙訓ジュニア陸上教室(長岡ｷﾀｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

12分40秒22 髙巣　雛6918 ﾀｶｽ ﾋﾅ

12分45秒23 富永 莉央6903 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｵ

12分46秒24 布浦 芽生彩6924 京都ＴＦＣﾇﾉｳﾗ ﾒｲｻ

12分46秒25 森田 日和6939 ﾓﾘﾀ ﾋﾖﾘ

12分49秒26 植野　愛梨6991 ｳｴﾉ ｱｲﾘ

12分54秒27 山下 華実6949 樫原ＲＣﾔﾏｼﾀ ﾊﾅﾐ

13分08秒28 大石　雪乃6981 ｵｵｲｼ ﾕｷﾉ

13分17秒29 森田 心晴6938 宇多野小学校ﾓﾘﾀ ｺﾊﾙ

13分25秒30 辻 美唯奈6931 長岡５小ﾂｼﾞ ﾐｲﾅ

13分28秒31 岩瀬 千夏6971 あかしや陸上ｲﾜｾ ﾁﾅﾂ

13分33秒32 塩貝 七海6994 ｼｵｶﾞｲ ﾅﾅﾐ

13分37秒33 田中 夏芽6958 丹後小学校ﾀﾅｶ ﾅﾂﾒ

13分40秒34 松山 愛佳6942 ﾏﾂﾔﾏ ｱｲｶ

13分51秒35 山下 紗彩6927 園部第二小学校ﾔﾏｼﾀ ｻｱﾔ

13分52秒36 細井　結菜6968 ﾎｿｲ ﾕｲﾅ

14分08秒37 北村　日花6996 ｷﾀﾑﾗ ﾆﾁｶ

14分10秒38 田中　彩羽6983 詳徳小学校ﾀﾅｶ ｲﾛﾊ

14分15秒39 永井 千咲希6930 ﾅｶﾞｲ ﾁｻｷ

14分18秒40 前谷　咲那6969 ﾏｴﾀﾆ ｻｷﾅ

14分28秒41 山鳥　奏音6973 ﾔﾏﾄﾞﾘ ｶﾉﾝ

14分28秒42 谷山　夏帆6998 ﾀﾆﾔﾏ ｶﾎ

14分42秒43 藏　心遥6980 ｸﾗ ｺﾊﾙ

14分42秒44 山本 彩愛7003 ＴＦＣランニングﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾒ

14分42秒45 岩永 晴子6934 ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾙｺ

14分49秒46 久保元　杏6966 ｸﾎﾞﾓﾄ ｱﾝ

14分52秒47 一井　みゆな6964 ｲﾁｲ ﾐﾕﾅ

14分54秒48 乾 有彩6908 ｲﾇｲ ｱﾘｻ

14分56秒49 金林 あおい6997 ｶﾈﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ

14分57秒50 小畠 うた6905 ｺﾊﾞﾀｹ ｳﾀ
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15分02秒51 藤住 爽帆6917 あかしやﾌｼﾞｽﾐ ｻﾜﾎ

15分04秒52 北村　桃香6963 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ

15分11秒53 鍋島 実6911 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾐﾉﾘ

15分11秒54 林 咲良7001 あかしや陸上クラブﾊﾔｼ ｻﾗ

15分12秒55 立花 咲妃6987 舞鶴ジュニアﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｷ

15分25秒56 勝山 結衣6960 ｶﾂﾔﾏ ﾕｲ

15分33秒57 河村 杏奈6944 宇多野小学校ｶﾜﾑﾗ ｱﾝﾅ

15分46秒58 十河 日咲6959 ｿｺﾞｳ ﾋｻｷ

15分48秒59 東 千紗子6910 ﾋｶﾞｼ ﾁｻｺ

15分54秒60 市嶋　風音6965 ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ

15分57秒61 林 華那7002 あかしや陸上クラブﾊﾔｼ ﾊﾅ

15分58秒62 市嶋　美音6962 ｲﾁｼﾏ ﾐｵﾝ

16分03秒63 前谷　優那6970 ﾏｴﾀﾆ ﾕｳﾅ

16分12秒64 中本 藍6954 ﾅｶﾓﾄ ｱｲ

16分14秒65 新谷 和花6929 野の風ｼﾝﾀﾆ ﾜｶ

16分18秒66 中上 満比呂6936 ﾅｶｶﾞﾐ ﾐﾋﾛ

16分19秒67 谷本 葵6901 ﾀﾆﾓﾄ ｱｵｲ

16分24秒68 山口　葵7006 つつじヶ丘小学校ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ

16分29秒69 永井 美有6915 ＡＳ京都ﾅｶﾞｲ ﾐﾕ

16分39秒70 稲葉　咲心6984 ｲﾅﾊﾞ ﾆｺ

16分46秒71 光高 初葉6957 ﾐﾂﾀｶ ﾊﾂﾞﾊ

16分47秒72 能勢 寛菜6922 ﾉｾ ｶﾝﾅ

16分49秒73 後藤 楓6943 太秦小学校ｺﾞﾄｳ ｶｴﾃﾞ

16分56秒74 野間　詩帆6967 ﾉﾏ ｼﾎ

17分04秒75 澤田 ひより6986 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ

17分06秒76 山内　杏6975 ﾔﾏｳﾁ ｱﾝ

17分08秒77 河村 柚奈6945 宇多野小学校ｶﾜﾑﾗ ﾕｲﾅ

17分13秒78 松冨 穂乃佳6999 南丹市立園部小学校ﾏﾂﾄﾐ ﾎﾉｶ

17分22秒79 四方　海琴6989 ｼｶﾀ ﾐｺﾄ

17分26秒80 福田 乙葉6940 ﾌｸﾀﾞ ｵﾄﾊ

17分26秒81 前谷　柚那6972 ﾏｴﾀﾆ ﾕｽﾞﾅ

17分28秒82 谷本 小春6925 ﾀﾆﾓﾄ ｺﾊﾙ

17分29秒83 原田 渚6909 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

17分29秒84 布留川 乃風6916 ハラザップﾌﾙｶﾜ ﾉﾉｶ

17分50秒85 松野 透佳6988 舞鶴ジュニアﾏﾂﾉ ﾄｳｶ

17分50秒86 西田 こころ6906 ﾆｼﾀﾞ ｺｺﾛ

17分51秒87 田中 秋葉7008 丹後小学校ﾀﾅｶ ｱｷﾊ

17分51秒88 樋口 由奈6914 七条小学校ﾋｸﾞﾁ ﾕﾅ

17分59秒89 山下 莉愛6926 園部第二小学校ﾔﾏｼﾀ ﾘｱﾗ

18分10秒90 北條 糸6907 ﾎｳｼﾞｮｳ ｲﾄ

18分14秒91 上田　叶愛6961 ｳｴﾀﾞ ﾄｱ

18分17秒92 池田　陽菜ノ6974 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾉ

18分31秒93 古賀 陽花6912 大阪市立　友渕小学校ｺｶﾞ ﾊﾙｶ

18分43秒94 久保　望6982 樫原小学校ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ

18分53秒95 十河 桜6948 ｿｺﾞｳ ｻｸﾗ

18分57秒96 大藪 多瑛6904 あかしやｵｵﾔﾌﾞ ﾀｴ

18分58秒97 橋本　海歌6976 ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ

19分24秒98 高橋 知暖6919 ﾀｶﾊｼ ﾁﾊﾙ

19分41秒99 勝山 紗希6947 ｶﾂﾔﾏ ｻｷ

20分01秒100 阪部 七海7000 ｻｶﾍﾞ ﾅﾅﾐ
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21分23秒101 真下 早恵6941 ﾏｼﾓ ｻｴ

23分24秒102 橋本　麻槙6977 ﾊｼﾓﾄ ﾏｷ

25分15秒103 柳川　咲良7007 ﾔﾅｶﾞﾜ ｻﾗ
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