
2011 第30回山陽女子ロードレース大会　　有森裕子杯ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ・人見絹枝杯10kmﾛｰﾄﾞ 11501804

<協賛事業>第６回岡山県ジュニア長距離選抜大会
決勝一覧表　　　

山陽女子ハーフマラソンコース／岡山県陸上競技場 337140

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ハーフマラソン 12/23 赤羽　有紀子 1:09:16

NGR北海道・ホクレン

宮内　洋子 1:09:23

京都・京セラ

ｶﾌﾟﾁｯﾁ･ｾﾘｨ･ﾁｪﾋﾟｴｺﾞ 1:09:58

福岡・九電工

伊藤　　舞 1:10:03

徳島・大塚製薬

野口　みずき 1:10:48

京都・シスメックス

渡邊　裕子 1:11:40

広島・エディオン

坂本　直子 1:12:01

岡山・天満屋

樋口　紀子 1:12:19

京都・ワコール

女子
有森
裕子
杯

１０ｋｍ 12/23 ｱﾝ･ｶﾘﾝｼﾞ･ﾑﾜﾝｷﾞ 32:47

愛知・豊田自動織機

ｸﾞﾚｰｽ ﾌﾞﾃｨｴ ｷﾏﾝｽﾞｨ 32:56

千葉・スターツ

小原　　怜 33:04

岡山・天満屋

野村　沙世 33:06

岐阜・名城大

箱山　侑香 33:21

京都・ワコール

米津　利奈 33:22

神奈川・名城大

岩川　真知子 33:27

宮城・立命館大

五十嵐　悠 33:28

宮城・日本ケミコン

女子
人見
絹枝
杯

１０ｋｍ 12/23 水島　ゆかり 42:30

・

畦崎　仁美 42:41

・稲背脛ＲＣ

岡　　秀美 43:12

・岡山大安寺高

熊澤　真澄 43:44

・BonVivant

新田　今日子 43:55

・ボーダーズ

植田　未来 44:37

岡山・川崎医療福祉大

薄田　美枝 44:39

・eA岩手TM･CLUB

野上　美香 44:50

・

女子
一般

３０００ｍ 12/23 久安　康平   (3)  9:13.73

岡山・井原

松原　雄太   (2)  9:19.39

岡山・加茂川

岡本　拓也   (3)  9:20.93

岡山・旭東

石原　　聖   (2)  9:24.94

岡山・吉川

角本　憲史   (3)  9:27.90

岡山・上道

武　　雄介   (3)  9:28.04

岡山・吉備

原田　敦俊   (3)  9:28.80

岡山・竜操

谷合　太一   (2)  9:29.92

岡山・旭東

男子
中学

３０００ｍ 12/23 青木　奈菜   (2) 10:10.10

岡山・竜操

八木　　遥   (3) 10:13.23

岡山・津山西

山本　紗生   (2) 10:16.95

岡山・玉島西

井上　明花音 (3) 10:23.80

岡山・桜ヶ丘

小林　育美   (3) 10:40.67

岡山・成羽

楠本　奈々   (2) 10:42.72

岡山・竜操

坂上　りま   (2) 10:43.94

岡山・新田

蜂谷　雪乃   (2) 10:46.19

岡山・吉備

女子
中学

１０００ｍ 12/23 合田　　椋   (6)  2:57.64

岡山・琴浦東

吉村　俊哉   (6)  3:02.58

岡山・邑久

小野　一貴   (6)  3:03.76

岡山・芥子山

高柿　裕斗   (6)  3:05.48

岡山・彦崎

松原　遼太郎 (6)  3:06.19

岡山・吉備高原

赤木　洋介   (6)  3:07.34

岡山・葦高

角川　慶悟   (6)  3:08.06

岡山・鉾立

岡本　知紘   (6)  3:11.52

岡山・出部

男子
小学

８００ｍ 12/23 的塲　麻歩   (6)  2:26.66

岡山・牛窓北

中田　侑里   (6)  2:35.21

岡山・足守

三宅　彩花   (6)  2:35.85

岡山・児島

木川　胡桃   (5)  2:39.70

岡山・横井

小野　瑠南   (4)  2:40.94

岡山・平福

鷲田　和音   (5)  2:43.45

岡山・庄

佐々木　真子 (6)  2:43.70

岡山・山手

角川　舞華   (5)  2:44.60

岡山・鉾立

女子
小学

12月23日  8:50 晴れ   6.5℃   64％ 東南東 0.2m/s

12月23日  9:00 晴れ   6.5℃   64％  0.0m/s

12月23日  9:30 晴れ   7.0℃   57％ 南南東 1.0m/s

12月23日  9:45 晴れ   7.5℃   57％ 南東 1.1m/s

12月23日 10:00 晴れ   8.5℃   52％ 北北東 1.0m/s

12月23日 10:15 晴れ   8.0℃   52％ 南東 0.9m/s

12月23日 11:00 晴れ   8.0℃   46％ 北東 2.0m/s

12月23日 12:00 晴れ   7.5℃   43％ 北北東 1.5m/s
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