
NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種別 所属
1 3011 藤澤　博文 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ 43 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本県庁
2 1 藤井　圭太 ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 30 熊　本 (A)５ｋｍ 天草税務署
3 3133 磯田　章太 ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 32 熊　本 (A)５ｋｍ JNC
4 3348 重松　克尚 ｼｹﾞﾏﾂ ｶﾂﾋｻ 38 熊　本 (A)５ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
5 2 吉村　文長 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ 51 熊　本 (A)５ｋｍ 菊南病院RC

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢学年 登録 種別 所属
1 2028 佐藤　大和 ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 23 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ホンダ熊本
2 3 西　一貴 ﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ 32 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ホンダ熊本
3 3199 下吹越　拓也 ｼﾓﾋｺﾞｼ ﾀｸﾔ 25 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 肥後銀行
4 3094 浦川　優也 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾔ 22 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 第４２即応機連
5 3102 園田　勝貴 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 22 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 第４２即応機連
6 3104 福田　渉 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 36 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 第４２即応機連
7 808 前田　悠太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 20 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本学園大
8 301 生田　寛 ｲｸﾀ ｶﾝ M1 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大
9 1234 上村　友翼 ﾕｳｽkﾑﾗ ﾕｳｽｹ 1 宮　崎 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大

10 311 鶴田　高悠 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 3 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大
11 3341 藤本　和秀 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 41 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
12 3344 戸谷　圭佑 ﾄﾀﾆ ｹｲｽｹ 32 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
13 3345 岩永　浩明 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 35 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
14 3346 森本　幸司 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ 37 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
15 3348 重松　克尚 ｼｹﾞﾏﾂ ｶﾂﾋｻ 38 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
16 3356 宮尾　昌樹 ﾐﾔｵ ﾏｻｷ 20 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
17 4 飯星　竜二 ｲｲﾎｼ ﾘｭｳｼﾞ 44 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ NJAC

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 1653 山内　貴暁 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｱｷ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 慶誠高
2 1651 森田　修斗 ﾓﾘﾀ ｼｭｳﾄ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 慶誠高
3 1650 花田　大和 ﾊﾅﾀﾞ ﾔﾏﾄ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 慶誠高
4 3219 今村　陽仁 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾄ 2 熊　本 (B)５ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢学年 登録 種別 所属
1 1646 遠山　和希 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 慶誠高
2 1647 品川　慧 ｼﾅｶﾞﾜ ｹｲ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 慶誠高
3 1649 古谷　優心 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾝ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 慶誠高
4 2040 成田　翔馬 ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾏ 15 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
5 1530 持田　竜汰 ﾓﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
6 1548 田尻　幸士朗 ﾀｼﾞﾘ ｺｳｼﾛｳ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高
7 2039 冨田　幸音 ﾄﾐﾀ ｼｵﾝ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 開新高

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

男子　高校　(B)５ｋｍ

※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 2611 前田　凜 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本陸協
2 800 松村　浩希 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
3 802 植村　優太 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
4 803 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
5 804 甲斐　真正 ｶｲ ｼﾝｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
6 805 上原　光河 ｳｴﾊﾗ ｺｳｶﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
7 806 中村　勇寛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
8 807 田上  晴翔 ﾀﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
9 808 中村  悠希 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中

10 809 松﨑　遼裕 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
11 735 隈本　翔 ｸﾏﾓﾄ ｶｹﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
12 736 桑原　寛喜 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
13 737 米村　文伸 ﾖﾈﾑﾗ ﾌﾐﾉﾌﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
14 655 尾道　勇飛 ｵﾉﾐﾁ ﾕｳﾋ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 五霊中
15 868 宮本　哲汰 ﾐﾔﾓﾄ ﾃｯﾀ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 託麻中
16 5 中村  涼 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
17 6 上野  一輝 ｳｴﾉ ｲｯｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
18 7 松岡  祥希 ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
19 8 宮本  丈瑠 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾙ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
20 9 石岡  優匤 ｲｼｵｶ ﾋﾛﾀﾀﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
21 10 伊藤  太雅 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
22 11 田口  豪 ﾀｸﾞﾁ ｺﾞｳ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
23 717 浦川　栞伍 ｳﾗｶﾜ ｶﾝｺﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
24 718 加納　義己 ｶﾉｳ ﾖｼｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
25 772 長田　淳一 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
26 771 平野　匠真 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
27 689 田尻　一登 ﾀｼﾞﾘ ｲｯﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
28 770 前崎　優太 ﾏｴｻｷ ﾕｳﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
29 662 徳永　光涼 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾘｮｳ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
30 663 船津　光星 ﾌﾅﾂ ｺｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
31 664 野田　壮吾 ﾉﾀﾞ ｿｳｺﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
32 870 桶田　一翔 ｵｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
33 872 坂本　慎太朗 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
34 12 前田　飛翔 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本市立西原中
35 905 竹割　真 ﾀｹﾜﾘ ﾏｺﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
36 900 下田　琉斗 ｼﾓﾀﾞ ﾙﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
37 897 羽多野　吏 ﾊﾀﾉ ﾂｶｻ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
38 901 千葉　渚生 ﾁﾊﾞ ﾅｵ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
39 902 遠山　泰生 ﾄｵﾔﾏ ﾀｲｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
40 904 北村　健太 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
41 13 津志田　颯斗 ﾂｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 津志田組
42 783 古川　大空 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾞｲﾔ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
43 784 甲斐　快風 ｶｲ ｶﾑｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
44 786 柿本　晃太朗 ｶｷﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
45 787 中山　翔 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
46 788 富永　凌空 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
47 785 坂本　涼 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
48 789 蒲池　海瑠 ｶﾏﾁ ｶｲﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
49 790 田中　仁也 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
50 792 髙田　空良 ﾀｶﾀﾞ ｿﾗ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
51 793 長坂　奏太 ﾅｶﾞｻｶ ｿｳﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
52 794 鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
53 795 辻　宗一朗 ﾂｼﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
54 818 有元　佑 ｱﾘﾓﾄ ﾀｽｸ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
55 819 髙山　凜 ﾀｶﾔﾏ ﾘﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
56 814 松木　翔哉 ﾏﾂｷ ｼｮｳﾔ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中

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。



57 821 高野　蓮龍 ﾀｶﾉ ﾊﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
58 825 隈部　光稀 ｸﾏﾍﾞ ｺｳｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
59 841 永本　脩 ﾅｶﾞﾓﾄ ｼｭｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
60 840 立山　真圭 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｶ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
61 826 中島　泰斗 ﾅｶｼﾏ ﾀｲﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
62 828 田中　天琉 ﾀﾅｶ ﾃﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
63 832 浦島　大晟 ｳﾗｼﾏ ﾀｲｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
64 834 松尾　将汰 ﾏﾂｵ ｼｮｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
65 835 松尾　凌汰 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
66 836 立山　航成 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｾｲ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ヶ丘中
67 709 杉本　旭駿 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾄｼ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
68 710 古閑　颯真 ｺｶﾞ ｿｳﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
69 713 村田　健弥 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
70 712 古閑　聡馬 ｺｶﾞ ｿｳﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
71 711 榊田　純也　 ｻｶｷﾀﾞ ｽﾐﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
72 667 影山　雄羅 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾗ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
73 670 丸山　晃季 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
74 668 高見　翔 ﾀｶﾐ ｼｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東野中
75 330 堺　大心 ｻｶｲ ﾀｲｼﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ
76 342 梁池　恵太郎 ﾔﾅﾁ ｹｲﾀﾛｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ
77 347 末永　倫輝 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ
78 328 末永　倫成 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾅﾘ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ
79 755 小林　海雲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸﾓ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
80 757 吉水　琉音 ﾖｼﾐｽﾞ ﾘｵﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
81 759 吉村　達紀 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
82 760 渡邉　翔也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
83 761 緒方　奨真 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
84 762 古賀　元得 ｺｶﾞ ﾓﾄﾅﾘ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
85 763 渋谷　啓 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛﾑ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
86 764 右働　龍人 ｳﾄﾞｳ ﾘｭｳﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
87 765 橋本　慈陸 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂﾑ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
88 766 藤井　優斗 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 東町中
89 14 鶴川　隼人 ﾂﾙｶﾜ ﾊﾔﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ NJAC
90 3226 橋本　陽斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
91 810 上米良　謙伸 ｶﾝﾒﾗ ｹﾝｼﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中

※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 15 村上　広大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 画図小
2 16 西　優翔 ﾆｼ ﾕｳﾄ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 泗水東小
3 17 西山　昊志 ﾆｼﾔﾏ ﾃﾝｼ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 画図小
4 18 松﨑　陽介 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 佐敷
5 19 戸越　優志 ﾄｺﾞｴ ﾕｳｼ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
6 20 坂口　大翔 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
7 21 野中　渉世 ﾉﾅｶ ｼｮｳｾｲ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
8 22 野中　悠世 ﾉﾅｶ ﾕｳｾｲ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
9 23 西岡　竜雅 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳｶﾞ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ

10 24 西岡　真矢 ﾆｼｵｶ ｼﾝﾔ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
11 25 舛元　亮輔 ﾏｽﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
12 26 舛元　悠人 ﾏｽﾓﾄ ﾕｳﾄ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
13 27 緒方　大祐 ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
14 28 内山　健 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｼ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 帯山西小
15 29 鶴崎　絢士 ﾂﾙｻｷ ｱﾝﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
16 30 西浦　空 ﾆｼｳﾗ ｿﾗ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
17 31 東　来夢 ﾋｶﾞｼ ﾗｲﾑ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
18 32 道本　太郎 ﾐﾁﾓﾄ ﾀﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
19 33 坂本　旭 ｻｶﾓﾄ ｱｻﾋ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
20 34 清水　士巧 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｶ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
21 35 廣瀬　有希 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
22 36 古澤　蒼一朗 ﾌﾙｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
23 37 宮地　晴太郎 ﾐﾔｼﾞ ｾｲﾀﾛｳ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
24 38 江﨑　優佑 ｴｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
25 39 川上　航羽 ｶﾜｶﾐ ｺｳ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
26 40 木庭　瑛太 ｺﾊﾞ ｴｲﾀ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
27 41 池島　康太 ｲｹｼﾏ ｺｳﾀ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
28 42 池島　隆太 ｲｹｼﾏ ﾘｭｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
29 43 藤本　虎汰郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾗﾀﾛｳ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
30 44 池本　埜亜 ｲｹﾓﾄ ﾉｱ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
31 45 津留　明柊 ﾂﾙ ﾊﾙﾄ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
32 46 豊増　大翔 ﾄﾖﾏｽ ﾀｲﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
33 47 辻　悠磨 ﾂｼﾞ ﾕｳﾏ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
34 48 村田　竜一 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
35 49 吉村　伊織 ﾖｼﾑﾗ ｲｵﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
36 50 中尾　光希 ﾅｶｵ ﾐﾂｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
37 51 本庄　陸人 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
38 52 玉目　蒼馬 ﾀﾏﾒ ｿｳﾏ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
39 53 岩下　凌大 ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳﾀ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
40 54 枦山　智哉 ﾊｾﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
41 55 猪原　滉斗 ｲﾊﾗ ﾋﾛﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＮＳＡＣ
42 56 畑岡　晃士朗 ﾊﾀｵｶ ｺｳｼﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
43 57 高良　琉成 ﾀｶﾗ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
44 58 石井　侑徳 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 1 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
45 59 飯星　蒼空 ｲｲﾎﾞｼ ｿﾗ 1 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
46 60 鶴川　優太 ﾂﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 1 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
47 61 太田　悠人 ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
48 62 黒木　楓聖 ｸﾛｷ ﾌｳﾏ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
49 63 橋本　諒 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
50 64 東　汰知 ﾋｶﾞｼ ﾀｲﾁ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
51 65 東　倖汰 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
52 66 村田　悠斗 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
53 67 梅門　蒼依 ｳﾒｶﾄﾞ ｱｵｲ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
54 68 立山　瑠梛 ﾀﾃﾔﾏ ﾙﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
55 69 島田　樹 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 1 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
56 70 川口　璃久 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｸ 6 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
57 71 米村　鷹徳 ﾖﾈﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 4 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 年齢 登録 種別 所属
1 1 加藤　みちる ｶﾄｳ ﾐﾁﾙ 熊　本 (A)３ｋｍ KRCRC
2 2 松村　絵里香 ﾏﾂﾑﾗ ｴﾘｶ 34 熊　本 (A)３ｋｍ 熊本市陸協
3 3 高嶋　絵里奈 ﾀｶｼﾏ ｴﾘﾅ 24 熊　本 (A)３ｋｍ 熊本市陸協

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 1368 村上　佳代子 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水南中
2 617 神﨑　愛子 ｶﾝｻﾞｷ ｱｲｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
3 618 中橋　愛子 ﾅｶﾊｼ ｱｲｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
4 619 渡邊　真心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
5 620 吉本　凪沙 ﾖｼﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
6 624 得重　真和 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
7 626 豊田　心美 ﾄﾖﾀﾞ ｺｺﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
8 627 野中　結衣 ﾉﾅｶ ﾕｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
9 628 吉井　陽向 ﾖｼｲ ﾋﾅﾀ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中

10 629 福島　夏穂 ﾌｸｼﾏ ｶﾎ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
11 630 白石　花華 ｼﾗｲｼ ﾊﾅｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
12 1365 満﨑　遙風 ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
13 587 椎葉　夏未 ｼｲﾊﾞ ﾅﾂﾐ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
14 593 西村　美月 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
15 596 木村　汐那 ｷﾑﾗ ｾﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
16 599 坂井　彩華 ｻｶｲ ｱﾔｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
17 600 田﨑　あみ ﾀｻｷ ｱﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
18 601 山口　奏乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾉ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
19 602 太田　美湖 ｵｵﾀ ﾐｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
20 1354 坂田　紗世 ｻｶﾀ ｻﾖ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 五霊中
21 1357 福島　楓華 ﾌｸｼﾏ ﾌｳｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 五霊中
22 572 三浦　衣織 ﾐｳﾗ ｲｵﾘ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
23 573 大嶋　梨紗子 ｵｵｼﾏ ﾘｻｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
24 574 篠塚　千愛 ｼﾉﾂｶ ﾁｴ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
25 575 江嶋　祐子 ｴｼﾞﾏ ﾕｳｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
26 517 牧野　深優 ﾏｷﾉ ﾐﾕｳ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
27 518 畠山　和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
28 521 村田　紗那 ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
29 519 清田　姫華 ｷﾖﾀ ﾋﾒｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
30 476 榎田　理彩 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘｻ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
31 477 木山　優菜 ｷﾔﾏ ﾕｳﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
32 475 中野　萌咲 ﾅｶﾉ ﾓｴ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
33 479 田代　彩乃 ﾀｼﾛ ｱﾔﾉ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
34 478 岩下　来未 ｲﾜｼﾀ ｸﾙﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
35 731 木村　美亜 ｷﾑﾗ ﾐｱ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
36 732 木村　結子 ｷﾑﾗ ﾕｲｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
37 733 塚本　紗愛 ﾂｶﾓﾄ ｻﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
38 734 江口　結奈 ｴｸﾞﾁ ﾕﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本市立西原中
39 676 古田　夕葵 ﾌﾙﾀ ﾕｽﾞｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
40 686 横山　葵 ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
41 563 上村　花梨 ｳｴﾑﾗ ｶﾘﾝ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
42 564 中川　優心 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
43 565 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
44 566 鍬田　真里奈 ｸﾜﾀ ﾏﾘﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
45 567 宮﨑　友那 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
46 568 山﨑　菜々美 ﾔﾏｻｷ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
47 570 古川　翔美 ﾌﾙｶﾜ ｳﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中

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。



48 1370 福嶋　亜依 ﾌｸｼﾏ ｱｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
49 648 川野　未来 ｶﾜﾉ ﾐﾗｲ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
50 649 平田　優月 ﾋﾗﾀ ﾕﾂﾞｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
51 650 礒貝　美空 ｲｿｶﾞｲ ﾐｸ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
52 651 黒崎　晴夏 ｸﾛｻｷ ﾊﾙｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
53 652 佐藤　美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
54 653 山田　璃夕 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾕ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
55 740 髙梨　ひなた ﾀｶﾅｼ ﾋﾅﾀ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
56 647 石原　咲 ｲｼﾊﾗ ｻｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
57 742 平井　彩夏 ﾋﾗｲ ｻﾔｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
58 741 徳永　絢姫 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔﾒ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
59 657 光永　沙生 ﾐﾂﾅｶﾞ ｻﾔ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
60 713 矢田　愛依 ﾔﾀﾞ ﾒｲ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
61 714 渡辺　亜季 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
62 696 高木　悠里 ﾀｶｷ ﾕｳﾘ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
63 697 内田　朱音 ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾘ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
64 698 倉岡　慧怜 ｸﾗｵｶ ｴﾚﾝ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
65 699 城本　汐里 ｼﾛﾓﾄ ｼｵﾘ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
66 700 髙山　夏凪 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
67 701 谷川　友梨 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳﾘ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
68 711 栁田　陽向 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
69 710 日髙　七海 ﾋﾀﾞｶ ﾅﾅﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ヶ丘中
70 542 浦川　結羽 ｳﾗｶﾜ ﾕｳ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
71 543 橘　優来 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕﾗ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
72 544 西　なつ美 ﾆｼ ﾅﾂﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
73 546 渡邉　怜那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
74 547 荒木　望央 ｱﾗｷ ﾐｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
75 548 村上　碧 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
76 549 小林　由依 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
77 550 松尾　美沙 ﾏﾂｵ ﾐｻ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
78 481 羽隅　莉里 ﾊｽﾞﾐ ﾘﾘｰ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 東野中
79 613 中川　乃亜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｱ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 東町中
80 492 三浦　菜緒 ﾐｳﾗ ﾅｵ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
81 745 浦野　結芽菜 ｳﾗﾉ ﾕﾒﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
82 747 中野　美結 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
83 749 畑島　稟 ﾊﾀｼﾏ ﾘﾝ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
84 750 松永　夢衣 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中

※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 4 前田　蘭 ﾏｴﾀﾞ ﾗﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 日吉小
2 5 下田　琉心 ｼﾓﾀﾞ ﾙｺ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 出水小
3 6 古賀　柚羽 ｺｶﾞ ﾕｽﾞﾊ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 北部東小
4 7 野田　一花 ﾉﾀﾞ ｲﾁｶ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
5 8 山口　葵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
6 9 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNｱｼｽﾄ
7 10 帆足　透音 ﾎｱｼ ﾄｵﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
8 11 池永　光 ｲｹﾅｶﾞ ﾋｶﾘ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
9 12 後田　真佑 ｳｼﾛﾀﾞ ﾏﾕ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小

10 13 濱田　真央 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｵ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
11 14 中間　璃音 ﾅｶﾏ ﾘｵﾝ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
12 15 西浦　花 ﾆｼｳﾗ ﾊﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
13 16 後田　敬保 ｳｼﾛﾀﾞ ｱｷﾎ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
14 17 川内　綾乃 ｶﾜｳﾁ ｱﾔﾉ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
15 18 山本　奈央 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
16 19 森本　凛乃 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾉ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘小
17 20 藤原　菜々華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｶ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
18 21 藤本　優那 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
19 22 上田　朋花 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
20 23 上田　清乃 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾉ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
21 24 徳増　玲香 ﾄｸﾏｽ ﾚｲｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
22 25 黒岩　美羽 ｸﾛｲﾜ ﾐｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
23 26 立原　ティアラ ﾀﾃﾊﾗ ﾃｨｱﾗ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
24 27 立原　さくら ﾀﾃﾊﾗ ｻｸﾗ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
25 28 日置　澪 ﾋｵｷ ﾐｵ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
26 29 坂本　彩風 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
27 30 村山　巴南 ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
28 31 吉村　千優 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾋﾛ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
29 32 安高　夕萌莉 ｱﾀｶ ﾕﾎﾘ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
30 33 岩下　聖奈 ｲﾜｼﾀ ｾｲﾅ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
31 34 小島　凛華 ｺｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
32 35 高良　ゆず ﾀｶﾗ ﾕｽﾞ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
33 36 飯星　月杏 ｲｲﾎﾞｼ ﾗｲｱ 3 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
34 37 山本　来莉 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾘ 3 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
35 38 池下　海空 ｲｹｼﾀ ﾐｿﾗ 3 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
36 39 橋口　楓 ﾊｼｸﾞﾁ ｶｴﾃﾞ 1 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
37 40 本田　愛七 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾂ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
38 41 下田　奈津美 ｼﾓﾀﾞ ﾅﾂﾐ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
39 42 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
40 43 角銅　菜々 ｶｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
41 44 成瀬　心麗 ﾅﾙｾ ﾐﾚｲ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
42 45 藤井　ちとせ ﾌｼﾞｲ ﾁﾄｾ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
43 46 藤井　ときわ ﾌｼﾞｲ ﾄｷﾜ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
44 47 飯星　槙 ｲｲﾎｼ ﾏｷ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
45 48 木村　真優 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾛ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
46 49 中野　亜美 ﾅｶﾉ ｱﾐ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
47 50 島田　紗希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 3 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
48 51 上米良　皐月 ｶﾝﾒﾗ ｻﾂｷ 3 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
49 52 前村　莉穂 ﾏｴﾑﾗ ﾘﾎ 3 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
50 53 川口　紗奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 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。


