
第21回つばた健勝マラソン大会 期　日

第5部女子　　（ 距離　10.56km ) 会　場

順位 チーム名

津幡中学校陸上部A

1 (団体記録) ’09”52 (1) ’19”57 (1) ’31”54 (5) ’41”08 (1)

(個人記録) ’09”52 (1) ’10”05 (1) ’11”97 (5) ’09”54 (4)

津幡中学校女子バスケットボール部D

2 (団体記録) ’10”42 (3) ’21”03 (3) ’33”32 (6) ’42”05 (2)

(個人記録) ’10”42 (3) ’10”61 (2) ’12”29 (6) ’08”73 (2)

津幡中学校女子バスケットボール部C

3 (団体記録) ’10”43 (4) ’21”09 (4) ’34”02 (8) ’44”03 (3)

(個人記録) ’10”43 (4) ’10”66 (3) ’12”93 (8) ’10”01 (6)

津幡中学校陸上部B

4 (団体記録) ’10”50 (5) ’22”00 (5) ’35”30 (10) ’44”29 (4)

(個人記録) ’10”50 (5) ’11”50 (7) ’13”30 (11) ’08”99 (3)

津幡南中学校陸上部A

5 (団体記録) ’10”19 (2) ’21”01 (2) ’33”40 (7) ’44”45 (5)

(個人記録) ’10”19 (2) ’10”82 (4) ’12”39 (7) ’11”05 (7)

津幡南中学校陸上部B

6 (団体記録) ’12”13 (10) ’24”10 (10) ’37”14 (11) ’45”01 (6)

(個人記録) ’12”13 (10) ’11”97 (9) ’13”04 (9) ’07”87 (1)

津幡南中学校ボート部

7 (団体記録) ’11”02 (6) ’22”15 (6) ’35”19 (9) ’45”15 (7)

(個人記録) ’11”02 (6) ’11”13 (6) ’13”04 (9) ’09”96 (5)

津幡中学校　女子バスケットボール部Ａ

8 (団体記録) ’11”40 (8) ’22”41 (7) (1) ’46”52 (8)

(個人記録) ’11”40 (8) ’11”01 (5) -’62”41 (4) ’46”52 (8)

津幡中学校女子バスケットボール部B

9 (団体記録) ’11”50 (9) ’23”04 (8) (1) ’47”30 (9)

(個人記録) ’11”50 (9) ’11”54 (8) -’63”04 (3) ’47”30 (9)

津幡中学校陸上部C

10 (団体記録) ’11”25 (7) ’23”29 (9) (1) ’48”14 (10)

(個人記録) ’11”25 (7) ’12”04 (10) -’63”29 (2) ’48”14 (10)

津幡南中学校陸上部C

11 (団体記録) ’13”23 (11) ’25”57 (11) (1) ’49”57 (11)

(個人記録) ’13”23 (11) ’12”34 (11) -’65”57 (1) ’49”57 (11)

津幡中学校陸上部D

(団体記録)

(個人記録)

及川　優香 山口　由衣奈 中川　　栞 福田　あすみ

竹原　希和 荒岡　夏泉 西　　杏美　 谷内　冬香

上端　ひより 今岡　千丈 山森　あかり 山田　恵里花

半井　佑佳 上田　美玖 村上　菜月 内潟　奈々

永井　聖美 永井　愛美 小池　千咲 兵吾　美綺

橋本　佳奈 中　　洋恵 瀬戸　彩乃 山田　瑞乃

井原　里緒 洲崎　有加 小蔵　つかさ 石丸　琴子

新屋　葉月 前田　愛美 川幡　桜花 小林　由佳

田井　綾乃 沢村　奈々穂 山口　美優 大田　菜摘

谷口　　舞 澤村　あゆみ 岩本　圭乃 山本　杏奈

吉田　翔子 杉田　世奈 安江　未来 中村　麻美

平成25年3月20日
サンライフ津幡周辺コース

第1走者 第2走者 第3走者 第4走者



第5部女子　　（ 距離　2.64km ) 期　日 平成25年3月20日
会　場 サンライフ津幡周辺コース

順位 氏名 チーム名 個人タイム 備考
1 332 赤 中川　　栞 津幡南中学校陸上部C -’65”57
2 326 赤 山森　あかり 津幡中学校陸上部C -’63”29
3 321 赤 西　　杏美　 津幡中学校女子バスケットボール部B -’63”04
4 320 赤 小池　千咲 津幡中学校　女子バスケットボール部Ａ -’62”41
5 331 青 石丸　琴子 津幡南中学校陸上部B ’07”87
6 323 青 中村　麻美 津幡中学校女子バスケットボール部D ’08”73
7 325 青 大田　菜摘 津幡中学校陸上部B ’08”99
8 324 黒 谷口　　舞 津幡中学校陸上部A ’09”52
9 324 青 山本　杏奈 津幡中学校陸上部A ’09”54
10 328 青 内潟　奈々 津幡南中学校ボート部 ’09”96
11 322 青 小林　由佳 津幡中学校女子バスケットボール部C ’10”01
12 324 緑 澤村　あゆみ 津幡中学校陸上部A ’10”05
13 330 黒 橋本　佳奈 津幡南中学校陸上部A ’10”19
14 323 黒 吉田　翔子 津幡中学校女子バスケットボール部D ’10”42
15 322 黒 新屋　葉月 津幡中学校女子バスケットボール部C ’10”43
16 325 黒 田井　綾乃 津幡中学校陸上部B ’10”50
17 323 緑 杉田　世奈 津幡中学校女子バスケットボール部D ’10”61
18 322 緑 前田　愛美 津幡中学校女子バスケットボール部C ’10”66
19 330 緑 中　　洋恵 津幡南中学校陸上部A ’10”82
20 320 緑 永井　愛美 津幡中学校　女子バスケットボール部Ａ ’11”01
21 328 黒 半井　佑佳 津幡南中学校ボート部 ’11”02
22 330 青 山田　瑞乃 津幡南中学校陸上部A ’11”05
23 328 緑 上田　美玖 津幡南中学校ボート部 ’11”13
24 326 黒 上端　ひより 津幡中学校陸上部C ’11”25
25 320 黒 永井　聖美 津幡中学校　女子バスケットボール部Ａ ’11”40
26 321 黒 竹原　希和 津幡中学校女子バスケットボール部B ’11”50
26 325 緑 沢村　奈々穂 津幡中学校陸上部B ’11”50
28 321 緑 荒岡　夏泉 津幡中学校女子バスケットボール部B ’11”54
29 324 赤 岩本　圭乃 津幡中学校陸上部A ’11”97
29 331 緑 洲崎　有加 津幡南中学校陸上部B ’11”97
31 326 緑 今岡　千丈 津幡中学校陸上部C ’12”04
32 331 黒 井原　里緒 津幡南中学校陸上部B ’12”13
33 323 赤 安江　未来 津幡中学校女子バスケットボール部D ’12”29
34 332 緑 山口　由衣奈 津幡南中学校陸上部C ’12”34
35 330 赤 瀬戸　彩乃 津幡南中学校陸上部A ’12”39
36 322 赤 川幡　桜花 津幡中学校女子バスケットボール部C ’12”93
37 328 赤 村上　菜月 津幡南中学校ボート部 ’13”04
37 331 赤 小蔵　つかさ 津幡南中学校陸上部B ’13”04
39 332 黒 及川　優香 津幡南中学校陸上部C ’13”23
40 325 赤 山口　美優 津幡中学校陸上部B ’13”30
41 320 青 兵吾　美綺 津幡中学校　女子バスケットボール部Ａ ’46”52
42 321 青 谷内　冬香 津幡中学校女子バスケットボール部B ’47”30
43 326 青 山田　恵里花 津幡中学校陸上部C ’48”14
44 332 青 福田　あすみ 津幡南中学校陸上部C ’49”57

327 津幡中学校陸上部D

327 津幡中学校陸上部D

327 津幡中学校陸上部D

327 津幡中学校陸上部D
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