
NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種別 所属
1 2057 稲垣　昌宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 46 京　都 (A)５ｋｍ 蒼穹クラブ
2 1 岡山　　真一 ｵｶﾔﾏ　ｼﾝｲﾁ 59 熊　本 (A)５ｋｍ きくか走友会
3 3263 坂本　憲治 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 47 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本市消防局
4 3279 志賀　裕 ｼｶﾞ ﾋﾛｼ 28 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本市消防局
5 2 村上　史洋 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾋﾛ 45 熊　本 (A)５ｋｍ 泉ヶ丘小
6 3054 水田　全治 ﾐｽﾞﾀ　ﾏｻﾊﾙ 43 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本ＣＡＣ

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢学年 登録 種別 所属
1 3 浦川　優也 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾔ 20 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ４２普通科連隊
2 3243 下吹越　拓也 ｼﾓﾋｺﾞｼ ﾀｸﾔ 23 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 肥後銀行
3 3068 福田　渉 フクダ　ワタル 34 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ４２普通科連隊
4 3075 森宗　信也 モリムネ　シンヤ31 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ４２普通科連隊
5 3072 山下　道弘 マシタ　ミチヒ 24 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ４２普通科連隊
6 3120 重松　克尚 ｼｹﾞﾏﾂ ｶﾂﾋｻ 36 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ GGRC熊本
7 3124 池島　篤史 ｲｹｼﾏ ｱﾂｼ 43 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ GGRC熊本
8 3301 宮崎　真悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 32 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＳＡＣ
9 91 生田　寛 ｲｸﾀ ｶﾝ 3 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大

10 476 徳澄　聖也 ﾄｸｽﾞﾐ ｾｲﾔ 4 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大
11 3269 荒木　諭志 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 32 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市消防局
12 3265 西村　健太 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 35 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市消防局
13 4 古賀　孝志 ｺｶﾞ　ﾀｶｼ 34 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 九電工　熊本
14 1932 福島　弘樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 3 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 日本文理大

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 609 遠藤　那央 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾅｵ 3 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 翔陽高
2 1532 平井　伸之 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
3 1538 寺園　優到 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾕｳﾄ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
4 1543 浦川　大樹 ｳﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
5 1544 椎葉　秀人 ｼｲﾊﾞ ｼｭｳﾄ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
6 1545 椎葉　虹人 ｼｲﾊﾞ ﾅﾅﾄ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
7 2036 石部　優心 ｲｼﾍﾞ ﾕｳｼﾝ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
8 2039 古谷　郁人 ﾌﾙﾔ ｲｸﾄ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
9 2045 田尻　健 ﾀｼﾞﾘ ｹﾝ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高

10 1674 山本　遼 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高

男子　一般　(A)５ｋｍ

男子　一般　(A)郡市予選１０ｋｍ

男子　高校　(B)郡市予選１０ｋｍ

※NOカードは必ずご持参ください。黄色枠の方のみ主催者で準備いたします。受付時に必ず受け取ってく
ださい。



NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 778 持田　竜汰 ﾓﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
2 786 内海　翔 ｳﾂﾐ ｼｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
3 787 和田　朋也 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
4 788 浦　龍馬 ｳﾗ ﾘｮｳﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
5 789 詫間　結太 ﾀｸﾏ ﾕｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
6 790 田原　和輝 ﾀﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
7 791 溝口　武竜 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
8 793 冨永　祐靖 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
9 794 宇都宮　充 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐﾂﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中

10 795 吉村　大地 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
11 796 古閑　正太郎 ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
12 797 木村　真司 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
13 5 藤本　由心 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
14 757 宮本　泰志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
15 758 鬼塚　皓己 ｵﾆﾂﾞｶ ｺｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
16 761 泉　邑豪 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｺﾞｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
17 762 田島　慶汰 ﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
18 821 小崎　貴博 ｺｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
19 808 桑原　颯汰 ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 下益城城南中
20 810 成田　翔馬 ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 下益城城南中
21 766 後藤　優斗 ｺﾞﾄｳ　ﾕｳﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
22 893 竹下　柊也 ﾀｹｼﾀ　ｼｭｳﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
23 771 満永　大翔 ﾐﾂﾅｶﾞ　ﾋﾛﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
24 735 園木　大斗 ｿﾉｷ ﾀﾞｲﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
25 741 野田　幸音 ﾉﾀﾞ ｼｵﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
26 743 城戸　夏一 ｷﾄﾞ ｶｲﾁ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
27 626 田尻　幸士朗 ﾀｼﾞﾘ ｺｳｼﾛｳ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 芳野中
28 625 上野　樹輝 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 芳野中
29 627 津出　泰知 ﾂﾃﾞ ﾀｲﾁ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 芳野中
30 660 杉本　篤志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 芳野中
31 872 牛島　孝輔 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
32 874 住吉　蒼月 ｽﾐﾖｼ ｿｳｶﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
33 875 原　廉仁 ﾊﾗ ﾚﾝﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
34 876 村上　晴真 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾚﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
35 710 安達　靖将 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾏｻ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
36 713 末藤　寛人 ｽｴﾄｳ ﾋﾛﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
37 717 平田　太陽 ﾋﾗﾀ ﾀｲﾖｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
38 715 徳永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
39 723 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
40 632 中本　匠海 ﾅｶﾓﾄ　ﾀｸﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
41 636 本田　宏樹 ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾛｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
42 634 濱田　拳士郎 ﾊﾏﾀﾞ　ｹﾝｼﾛｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
43 838 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
44 672 花田　大和 ﾊﾅﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
45 6 竹割　真 ﾀｹﾜﾘ　ﾏｺﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
46 751 木村　幸太郎 ｷﾑﾗ　ｺｳﾀﾛｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
47 822 徳永　光涼 ﾄｸﾅｶﾞ　ｺｳﾘｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
48 749 徳増　竜征 ﾄｸﾏｽ　ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
49 747 中嶋　心 ﾅｶｼﾏ　ｼﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
50 748 上野　海斗 ｳｴﾉ　ｶｲﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
51 3198 今田　敬士 ｲﾏﾀﾞ ｹｲﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ アスリートワーク
52 3463 永石　蒼空 ﾅｶﾞｲｼ　ｿﾗ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＫＵＲＳ
53 7 立山　航成 ﾀﾃﾔﾏ　ｺｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ チーム武蔵
54 8 高椋　雅人 ﾀｶﾑｸ　ﾏｻﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ チーム武蔵

男子　中学　(Ｃ)４ｋｍ

※NOカードは必ずご持参ください。黄色枠の方のみ主催者で準備いたします。受付時に必ず受け取ってく
ださい。



NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 9 浦川　栞伍 ｳﾗｶﾜ ｶﾝｺﾞ 5 熊　本 (D)１ｋｍ K.WINGS.AC
2 10 坂本　慎太朗 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
3 11 井上　然心 ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｼﾝ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
4 12 井上　芽朗 ｲﾉｳｴ ﾒﾛｳ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
5 13 西村　悠汰 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
6 14 西村　陽向 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
7 15 上田　優作 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
8 16 末吉　悠真 ｽｴﾖｼ ﾕｳﾏ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
9 17 井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上

10 18 島村　汰知 ｼﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
11 19 楢木野　桜輔 ﾅﾗｷﾉ ｵｵｽｹ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
12 20 古川　貴博 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
13 21 紙屋　嘉希 ｶﾐﾔ ﾖｼｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
14 22 福留　壮馬 ﾌｸﾄﾞﾒ ｿｳﾏ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
15 23 上田　漣音 ｳｴﾀﾞ ﾚﾝﾄ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
16 24 鶴田　悠真 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾏ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
17 25 楠　泰征 ｸｽﾉｷ ﾀｲｾｲ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
18 26 紙屋　勝仁　 ｶﾐﾔ ﾏｻﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
19 27 大石　竜空 ｵｵｲｼ ﾘｸ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
20 28 木庭　蓮太 ｺﾊﾞ ﾚﾝ ﾀ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
21 29 西　祥太 ﾆｼ ｼｮｳﾀ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
22 30 松永　武 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｼ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
23 31 川上　航颯 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｻ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
24 32 原田　泰輝 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
25 33 木庭　瑛太 ｺﾊﾞ ｴｲﾀ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
26 34 中村　祐響 ﾅｶﾑﾗ　ｳｷｮｳ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
27 35 加藤　大智 ｶﾄｳ　ﾀｲﾁ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
28 36 久保田　流輝 ｸﾎﾞﾀ　ﾘｸ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
29 37 中村　勇寛 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｹﾋﾛ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
30 38 吉村　伊織 ﾖｼﾑﾗ　ｲｵﾘ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
31 39 村上　聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾙ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＭＲＣ
32 40 立山　真圭 ﾀﾃﾔﾏ　ﾏｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
33 41 立山　瑠梛 ﾀﾃﾔﾏ　ﾙﾅ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
34 42 工藤　廉 ｸﾄﾞｳ　ﾚﾝ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
35 43 小森　陽一郎 ｺﾓﾘ　ﾖｳｲﾁﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
36 44 高瀬　新太 ﾀｶｾ　ｱﾗﾀ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵

男子　小学　(D)１ｋｍ

※NOカードは必ずご持参ください。黄色枠の方のみ主催者で準備いたします。受付時に必ず受け取ってく
ださい。



NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 2043 藤本　麗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｳﾗﾗ 21 熊　本 (A)３ｋｍ 熊本陸協

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 557 井　菜那花 ｲ ﾅﾅｶ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
2 565 雪見　麗梨 ﾕｷﾐ ﾏﾘﾝ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
3 566 田川　誇子 ﾀｶﾞﾜ ｺｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
4 568 杉谷　美咲 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
5 569 中野　仁音 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾈ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
6 570 本田　うの ﾎﾝﾀﾞ ｳﾉ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
7 571 中村　柚月 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
8 572 河嶋　菜々子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
9 573 松田　遥香 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中

10 574 緒方　緋佳里 ｵｶﾞﾀ ﾋｶﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
11 575 北岡　七海 ｷﾀｵｶ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
12 1 桑島　かなえ ｸﾜｼﾞﾏ ｶﾅｴ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
13 527 寺澤　莉良 ﾃﾗｻﾜ ﾘﾗ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
14 528 臼井　萌 ｳｽｲ ﾓｴ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
15 1373 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
16 529 植松　英子 ｳｴﾏﾂ ﾊﾅｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
17 530 大西　優奈 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
18 531 樫村　朱莉 ｶｼﾑﾗ ｱｶﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
19 533 堀　愛心 ﾎﾘ ｱｲﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
20 534 堀　このみ ﾎﾘ ｺﾉﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
21 548 椎葉　夏未 ｼｲﾊﾞ　ﾅﾂﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
22 550 宮原　心奏 ﾐﾔﾊﾗ　ｺｺﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
23 501 村田　美咲 ﾑﾗﾀ ﾐｻｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
24 502 前田　梓 ﾏｴﾀﾞ ｱｽﾞｻ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
25 504 藤本　理子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
26 507 深町　楓華 ﾌｶﾏﾁ ﾌｳｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
27 476 香月　清 ｶﾂｷ ｻﾔｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
28 1361 穂波　星月 ﾎﾅﾐ ﾅﾕｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
29 1359 原山　凜 ﾊﾗﾔﾏ ﾘﾝ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
30 1354 國本　花鈴 ｸﾆﾓﾄ ｶﾘﾝ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
31 1355 徳永　琳 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘﾝ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
32 1356 中澤　嬢 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
33 1357 永田　陽南 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
34 1358 橋本　佳奈 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
35 643 羽隅　莉里 ﾊｽﾞﾐ　ﾘﾘｰ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
36 459 畑中　美希 ﾊﾀﾅｶ ﾐｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
37 462 國吉　南美輝 ｸﾆﾖｼ ﾅﾐｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
38 611 池田　ひかり ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
39 605 木村　野々花 ｷﾑﾗ　ﾉﾉｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
40 607 飯干　萌々華 ｲｲﾎﾞｼ　ﾓﾓｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
41 610 飯干　菜々華 ｲｲﾎﾞｼ　ﾅﾅｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
42 508 緒方　安奈 ｵｶﾞﾀ　ｱﾝﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
43 509 満冨　七楓 ﾐﾂﾄﾐ　ﾅﾅｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
44 510 村方　ひより ﾑﾗｶﾀ　ﾋﾖﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
45 512 鈴木　愛利 ｽｽﾞｷ　ｱｲﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
46 517 橋口　紗羽 ﾊｼｸﾞﾁ　ｻﾜ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
47 518 満田　悠子 ﾐﾂﾀ　ﾕｳｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
48 513 浦川　芽里奈 ｳﾗｶﾜ　ﾒﾘﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
49 521 藤原　花音 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｶﾉﾝ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
50 2 田中　杏奈 ﾀﾅｶ　ｱﾝﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ チーム武蔵

女子　中学　(C)３ｋｍ

女子　一般　(A)３ｋｍ

※NOカードは必ずご持参ください。黄色枠の方のみ主催者で準備いたします。受付時に必ず受け取ってく
ださい。



NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 3 庭瀬　沙耶 ﾆﾜｾ ｻﾔ 6 福　岡 (D)１ｋｍ 福岡陸協
2 4 上田　朋花 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
3 5 上田　清乃 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾉ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
4 6 木村　結子 ｷﾑﾗ ﾕｲｺ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
5 7 本田　愛七 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾂ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
6 8 平田　晴香　 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
7 9 平田　結香 ﾋﾗﾀ ﾕｲｶ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
8 10 井上　紗那 ｲﾉｳｴ ｻﾅ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
9 11 松村　美都 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上

10 12 楢木野　心琴 ﾅﾗｷﾉ ｺﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
11 13 村田　紗那 ﾑﾗﾀ　ｼｬﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 桜井ランナーズ
12 14 橘  杏純 ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｱｽﾞﾐ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
13 15 鶴田  珠夕 ﾂﾙﾀ  ﾐﾕ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
14 16 大石  優里 ｵｵｲｼ  ﾕｳﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
15 17 小濱  怜佳 ｺﾊﾏ  ﾚｲｶ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
16 18 吉瀬  花 ﾖｼｾ  ﾊﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
17 19 楠  千明 ｸｽﾉｷ  ﾁﾊﾙ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
18 20 藤山  佑月 ﾌｼﾞﾔﾏ  ﾕﾂﾞｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本ＪＡＣ
19 21 古谷　栞 ﾌﾙｶﾞｲ ｼｵﾘ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
20 22 山本　美輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
21 23 濵田　真央 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｵ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
22 24 小島　凜華 ｺｼﾞﾏ　ﾘﾝｶ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
23 25 吉仲　愛 吉仲　愛 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
24 26 黒岩　美羽 ｸﾛｲﾜ　ﾐｳ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
25 27 永石　和葉 ﾅｶﾞｲｼ　ｶｽﾞﾊ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
26 28 橋本　和樺 ﾊｼﾓﾄ　ﾜｶﾊﾞ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
27 29 吉村　千優 ﾖｼﾑﾗ　ﾁﾋﾛ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
28 30 松本　姫奈 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾒﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
29 31 木村　美亜 ｷﾑﾗ　ミア 5 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
30 32 亀井　由香里 ｶﾒｲ　ﾕｶﾘ 3 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵

女子　小学　(D)１ｋｍ

※NOカードは必ずご持参ください。黄色枠の方のみ主催者で準備いたします。受付時に必ず受け取ってく
ださい。


