
男子３０００ｍ １組（４組タイムレース） 17:00
組 No 登録番号 氏　　名 フリガナ 所属名 学年 記録

1 1 山内 務 ﾔﾏｳﾁ ﾂtﾑ KRC 38才
2 鶴田 俊平 ﾂﾙﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大矢野中 中1
3 長尾 玲音 ﾅｶﾞｵ ﾚｵﾝ 倉岳中 15才
4 濱﨑 恢良 ﾊﾏｻｷ ｶｲﾗ 倉岳中 15才
5 古川 湧麻 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 倉岳中 15才
6 里 優陽 ｻﾄｳ ﾕｳﾋ 本渡東中 中3
7 梅川 聡士 ｳﾒｶﾜ ｻﾄｼ 牛深東中 中3
8 宮崎 珀歩 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊｸﾄ 本渡東中 中1
9 浦田 聖波 ｳﾗﾀ ｾｲﾊ 牛深東中 中2
10 岩下 享平 ｲﾜｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 牛深東中 中2
11 馬田 恭弥 ｳﾏﾀﾞ ｷｮｳﾔ 牛深東中 中3
12 川端 祐粋 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｽｲ 牛深東中 中2
13 坂田 壮護 ｻｶﾀ ｿｳｺﾞ 牛深東中 中2
14 上羽 脩文 ｼﾞｮｳﾊﾞ ﾅｵﾌﾐ 牛深東中 中3
15 鬼塚 藍嵐 ｵﾆﾂｶ ｱｲﾗ 倉岳中 14才
16 長尾 勇飛 ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾄ 倉岳中 14才
17 金子 朋矢 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 倉岳中 13才
18 山本 悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 倉岳中 13才
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男子３０００ｍ 2組 17:20
組 No 登録番号 氏　　名 フリガナ 所属名 学年 記録

2 1 佐藤 脩央 ｻﾄｳ ﾅｵ 栖本中 中3
2 梅田 一冴 ｲﾒﾀﾞ ｲｯｻ 栖本中 中3
3 正角 太一 ｼｮｳｶｸ ﾀｲﾁ 栖本中 中2
4 荒木 琥太郎 ｱﾗｷ ｺﾀﾛｳ 栖本中 中3
5 吉田 圭汰 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 栖本中 中3
6 福島 佑駿 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼｭﾝ 本渡東中 中3
7 福島 有縁 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｴﾝ 本渡東中 中3
8 宮﨑 逞光 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 栖本中 中2
9 大塚 悠翔 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼｮｳ 栖本中 中3
10 井手尾 光治 ｲﾃﾞｵ ﾐﾂﾊﾙ 有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 40才
11 井手尾 健 ｲﾃﾞｵ ｹﾝ 有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 45才
12 坂田 悠斗 ｻｶﾀ  ﾕｳﾄ 本渡東中 中3
13 村枝 晃成 ﾑﾗｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 稜南中 中2
14 木下 功史 ｷﾉｼﾀ ｺｳｼ 熊本県庁陸上部 50才
15 戸田 浩太郎 ﾄﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 本渡東中 中2
16 松本 閃心郎 ﾏﾂﾓﾄ ｾﾝｼﾛｳ 本渡東中 中3
17 小﨑 和樹 ｺｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 熊本県庁陸上部 26才
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女子２0００ｍ  17:35
組 No 登録番号 氏　　名 フリガナ 所属名 学年 記録

1 1 吉原 碧彩 ﾖｼﾊﾗ ｱｵｲ 本渡中 中3
2 甲田 さくら ｺｳﾀﾞ ｻｸﾗ 本渡中 中2
3 宮崎 芙美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐ 楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ 中２
4 山下 美羽 ﾔﾏｼﾀ ﾐｳ 大矢野中 中3
5 島﨑 愛麻 ｼﾏｻｷ ｴﾏ 大矢野中 中1
6 田口 凛華 ﾀｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 本渡中 中2
7 小﨑 美陽 ｺｻﾞｷ ﾐﾊﾙ 大矢野中 中1
8 尾石 愛呼 ｵｲｼ ｱｺ 大矢野中 中1
9 坂田 優那 ｻｶﾀ ﾕﾅ 牛深東中 中3
10 近藤 妃夏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾂ 本渡東中 中2
11 百田 美琴 ﾋｬｸﾀﾞ ﾐｺﾄ 栖本中 中3
12 江崎 友梨 ｴｻﾞｷ ﾕﾘ 本渡東中 中3
13 吉村 琴美 ﾖｼﾑﾗ ｺﾄﾐ 本渡東中 中1
14 柴田 栞莉 ｼﾊﾞﾀ ｼｵﾘ 有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 中2
15 平野 愛来 ﾋﾗﾉ ｱｲﾗ 本渡東中 中3
16 畠山 杏 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾝｽﾞ 本渡東中 中3
17 井上 くるみ ｲﾉｳｴ ｸﾙﾐ 本渡東中 中1
18 北野 美海 ｷﾀﾉ ﾐﾐ 牛深東中 中2
19 村上 桜海 ﾑﾗｶﾐ ｵｳﾐ 有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 中1
20 長尾 瑠来 ﾅｶﾞｵ ﾙﾗ 倉岳中 14才
21 濱本 海心 ﾊﾏﾓﾄ ﾐｺ 倉岳中 14才
22 平 みのり ﾋﾗ ﾐﾉﾘ 倉岳中 14才
23 古川 瑠華 ﾌﾙｶﾜ ﾙｶ 倉岳中 14才
24 渡邊 優菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 大矢野中 中1
25 江良 潔穂 ｴﾗ ﾕｷﾎ 牛深東中 中2
26 上嶋 知子 ｳｴｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ 41



男子３０００ｍ ３組 17:50
組 No 登録番号 氏　　名 フリガナ 所属名 学年 記録

3 1 田中 瑞紀 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 本渡中 中3
2 鳩野 将礼 ﾊﾄﾉ ｼｮｳﾏ 本渡中 中2
3 原田 悠聖 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 本渡中 中2
4 萩原 大河 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 本渡中 中1
5 原田 衆 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳ 本渡中 中1
6 森 勇人 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 大矢野中 中2
7 吉本 蓮 ﾖｼﾓﾄ ﾚﾝ 大矢野中 中2
8 山内 務 ﾔﾏｳﾁ ﾂtﾑ KRC 38才
9 3564 野口 健志 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼ 熊本ランプロ 中3
10 白山 峻平 ｼﾗﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 熊本県庁陸上部 22才
11 若松 凜太朗 ﾜｶﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ 稜南中 中2
12 上野 要 ｳｴﾉ ｶﾅﾒ 本渡東中 中2
13 3403 杉森 洋介 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｽｹ オーデンAC 45才
14 神瀬 芳文 ｺｳﾉｾ ﾖｼﾌﾐ 熊本県庁陸上部 41才
15 3010 五嶋 大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 天草消防 39才
16 3009 平山 浩二 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 天草消防 50才
17 澤田 豊大  ｻﾜﾀﾞ ﾄﾖﾋﾛ 天草消防 51才
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男子３０００ｍ ４組 18:05
組 No 登録番号 氏　　名 フリガナ 所属名 学年 記録

4 1 3031 木原 圭一 ｷﾊﾗ ｹｲｲﾁ 上野塾 35才
2 3002 下山 敦也 ｼﾓﾔﾏ ｱﾂﾔ S.A.R.U 27才
3 1270 寺下 豪彦 ﾃﾗｼﾀ ﾀｹﾋｺ 天草工高 高2
4 1264 山形 陸斗 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｸﾄ 天草工高 高１
5 平松 航 ﾋﾗﾏﾂ ﾜﾀﾙ 本渡中 中3
6 洞口 稟太郎 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ 本渡中 中3
7 平方 勇多 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳﾀ 本渡中 中2
8 久保 和寛 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 本渡中 中2
9 蓑田 真大 ﾐﾉﾀﾞ ﾏﾋﾛ 本渡中 中2
10 石田 光 ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 天草ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 26才
11 1271 山下 駿矢 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾔ 天草工高 高２
12 1262 工藤 渉 ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾑ 天草工高 高１
13 3021 富田 誠至郎 ﾄﾐﾀ ｾｲｼﾛｳ 天草ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 38才
14 3565 田中 清雅 ﾀﾅｶ ｷﾖﾏｻ 熊本ランプロ 中3
15 3684 宮崎 祐行 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ウエムラテック 56才
16 1260 岩本 大輝 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 天草工高 高１
17 大迫 彩輝 ｵｵｻｺ ｱｷ 有明ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 中2
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