
NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種別 所属
1 3641 松本　聡一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 26 熊　本 (A)５ｋｍ 合志市役所
2 1 西　一貴 ﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ 33 熊　本 (A)５ｋｍ ホンダ熊本
3 2 池田　宏 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 54 熊　本 (A)５ｋｍ 諒和会
4 3 藤井  圭太 ﾌｼﾞｲ  ｹｲﾀ 31 熊　本 (A)５ｋｍ AZ
5 4 西村　健太 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 38 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本市消防局
6 306 大橋　隼人 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 26 福　岡 (A)５ｋｍ 福岡県庁
7 3216 藤澤　博文 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ 44 熊　本 (A)５ｋｍ 熊本県庁
8 3224 山本　幸延 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 41 熊　本 (A)５ｋｍ GGRC熊本

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢学年 登録 種別 所属
1 3104 福田 渉 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 37 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
2 3100 吉田 大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 23 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
3 3177 園田 勝貴 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 23 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
4 5 宇藤 康大 ｳﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 29 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
5 6 荒木 穂高 ｱﾗｷ ﾎﾀﾞｶ 22 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
6 7 黒木 拓実 ｸﾛｷ ﾀｸﾐ 22 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
7 8 田邊 俊 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 21 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
8 3106 植嶋　晋也 ｳｴｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 41 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊
9 3106 植嶋　晋也 ｳｴｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 41 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 42即応機連隊

10 2594 浦川　優也 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾔ 23 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本陸協
11 3223 藤本　和秀 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 42 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ GGRC熊本
12 3237 福岡　恒 ﾌｸｵｶ ｺｳ 29 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
13 3144 緒方　卓思 ｵｶﾞﾀ ﾀｶｼ 30 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ JNC
14 3143 山下　友洋 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 30 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ JNC
15 2610 木原　圭一 ｷﾊﾗ ｹｲｲﾁ 33 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市陸協
16 9 井手　章太 ｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ 38 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市消防局
17 10 荒木　諭志 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 35 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市消防局
18 3222 杉本　和貴 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本県庁
19 3226 戸谷　圭佑 ﾄﾀﾆ ｹｲｽｹ 33 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本市陸協
20 1498 遠藤　那央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 3 大　分 (A)郡市予選１０ｋｍ 日本文理大
21 2551 平生　健太 ﾋﾗﾊﾞｴ ｹﾝﾀ 24 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 芦北陸協
22 3233 池島　篤史 ｲｹｼﾏ ｱﾂｼ 46 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ ＧＧＲＣ熊本
23 3489 佐伯　倫明 ｻｴｷ ﾐﾁｱｷ 22 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊大医学陸上
24 1039 豊永　翔 ﾄﾖﾅｶﾞ ｼｮｳ 3 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本学園大
25 1051 有働　月 ｳﾄﾞｳ ﾙﾅ 2 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本学園大
26 166 生田　寛 ｲｸﾀ ｶﾝ M2 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本大
27 3207 白石　弘樹 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｷ 44 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本県庁

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 79 内田　大樹 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｷ 2 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
2 86 堺　亮翔 ｻｶｲ ﾘｮｳｶﾞ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
3 85 中村　陽和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖﾘ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
4 87 山元　渉平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
5 81 岩木　晃大 ｲﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
6 89 吉永　拓海 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
7 83 北山　幸輝 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｷ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高
8 74 本田　春都 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾄ 1 熊　本 (B)５ｋｍ 第二高

男子　一般　(A)５ｋｍ

男子　一般　(A)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 84 福永　祐介 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 第二高
2 82 江島　光亮 ｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 第二高
3 1699 渕本　海王 ﾌﾁﾓﾄ ｶｲｵｳ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
4 1683 松村　幸亮 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
5 1684 田口　豪 ﾀｸﾞﾁ ｺﾞｳ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
6 1686 平田　洸大 ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
7 1687 落水　泰希 ｵﾁﾐｽﾞ ﾀｲｷ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
8 1688 安方　颯大 ﾔｽｶﾀ ｿｳﾀ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
9 1691 上野　海斗 ｳｴﾉ ｶｲﾄ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高

10 1666 楢﨑　隼人 ﾅﾗｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 3 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
11 1685 市山　心音 ｲﾁﾔﾏ ｼｵﾝ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
12 1669 黄檗　翔 ｷﾜﾀﾞ ｼｮｳ 3 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本国府高
13 1391 小西　壮太郎 ｺﾆｼ ｿｳﾀﾛｳ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高
14 1399 伊藤　太雅 ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高
15 1394 渋谷　龍星 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高
16 1395 堀田　晟礼 ﾎｯﾀ ｾｲｱ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高
17 1396 堀田　捷仁 ﾎｯﾀ ﾊﾔﾄ 2 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高
18 1403 牛島　孝輔 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (B)郡市予選１０ｋｍ 熊本千原台高

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 967 前田　凜 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中
2 1571 陳内　紫音 ｼﾞﾝﾅｲ ｼｵﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江南中
3 765 上野　一輝 ｳｴﾉ ｲｯｷ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
4 766 松岡　祥希 ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
5 964 宮本　丈瑠 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾙ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 城西中
6 45 山瀬　美大 ﾔﾏｾ ﾖｼｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 玉南中
7 1532 雜賀　永照 ｻｲｶﾞ ｴｲｼｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 津奈木中
8 88 西岳　政宗 ﾆｼﾀｹ ﾏｻﾑﾈ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 荒尾三中
9 1496 千原　大和 ﾁﾊﾗ ﾔﾏﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 田浦中

10 3258 岩根　正悟 ｲﾜﾈ ｼｮｳｺﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊池AC
11 815 隈本　翔 ｸﾏﾓﾄ ｶｹﾙ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
12 816 桑原　寛喜 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
13 814 勝田　翔太 ｶﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
14 817 福山　武造 ﾌｸﾔﾏ ﾀｹｿﾞｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 二岡中
15 1659 迫　紘太 ﾊｻﾞﾏ ｺｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊池南中
16 787 辻　宗一朗 ﾂｼﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
17 868 荒木　凰汰 ｱﾗｷ ｵｳﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
18 871 小川　晴瑠 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
19 867 田中　裕大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
20 870 新原　煌世 ﾆｲﾊﾗ ｺｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
21 872 原嶋　力生 ﾊﾗｼﾏ ﾖｼｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
22 869 藤田　響成 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
23 866 宮﨑　陽登 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 長嶺中
24 661 藤本　駿介 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 蘇陽中
25 830 岡田　大和 ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
26 969 浦上　龍勝 ｳﾗｶﾐ ﾘｭｳｼｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
27 970 地町　青翼 ﾁﾏﾁ ﾂﾊﾞｻ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
28 843 立山　真圭 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｶ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
29 834 中島　泰斗 ﾅｶｼﾏ ﾀｲﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
30 832 福永　慶介 ﾌｸﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
31 841 永本　脩 ﾅｶﾞﾓﾄ ｼｭｳ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
32 494 伊津野　志 ｲﾂﾞﾉ ｻﾄｼ 2 福　岡 (Ｃ)４ｋｍ 当仁中
33 472 井　彰啓 ｲ ｼｮｳｹｲ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ
34 444 堺　大心 ｻｶｲ ﾀｲｼﾝ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ＮＳＡＣ

男子　中学　(Ｃ)４ｋｍ

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。



35 323 中村　弘人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾋﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
36 324 松若　陸 ﾏﾂﾜｶ ﾘｸ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
37 325 古庄　琉衣 ﾌﾙｼｮｳ ﾙｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
38 326 山下　慶真 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
39 329 西村　圏悟 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
40 330 梅田　流磨 ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
41 334 原　大晴 ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
42 449 下田　将義 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
43 342 末永　倫輝 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
44 343 末永　倫成 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾅﾘ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
45 344 田中　煌葉 ﾀﾅｶ ｺｳﾖｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
46 322 岡本　空大 ｵｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
47 1583 山川　晃生 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 天草有明中
48 1333 森　文汰 ﾓﾘ ﾌﾞﾝﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ あさぎり中
49 335 堺　健心 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
50 2524 津志田　颯斗 ﾂｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 津志田組
51 728 佐伯　将人 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 力合中
52 886 畠村　亘 ﾊﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 力合中
53 802 植村　優太 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
54 804 上原　光河 ｳｴﾊﾗ ｺｳｶﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
55 805 中村　勇寛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
56 806 田上  晴翔 ﾀﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
57 807 中村  悠希 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
58 808 松﨑　遼裕 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
59 809 中尾　壮佑 ﾅｶｵ ｿｳｽｹ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
60 811 本庄　陸人 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
61 812 土橋　遼平　 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
62 813 椋木　颯俊 ﾑｸﾉｷ ﾊﾔﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
63 962 室原　尚哉 ﾑﾛﾊﾗ ﾅｵﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 帯山中
64 789 古賀　琥珀 ｺｶﾞ ｺﾊｸ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 北部中
65 269 椎葉　燎臥 ｼｲﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
66 270 上村　拓也 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
67 271 岡本　崇暉 ｵｶﾓﾄ ｿｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
68 272 永野　龍樹 ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
69 273 尾北　陸 ｵｷﾞﾀ ﾘｸ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
70 274 河﨑　瑶平 ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
71 275 小池　成維 ｺｲｹ ｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
72 282 川俣　至悠 ｶﾜﾏﾀ ｼﾕｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
73 283 山　一颯 ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 合志中
74 890 下田　琉斗 ｼﾓﾀﾞ ﾙﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
75 892 羽多野　吏 ﾊﾀﾉ ﾂｶｻ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
76 894 北村　健太 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 出水中
77 698 浦川　栞伍 ｳﾗｶﾜ ｶﾝｺﾞ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
78 699 加納　義己 ｶﾉｳ ﾖｼｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
79 863 渡辺　空良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
80 864 田中　友裕 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
81 697 徳丸　臣 ﾄｸﾏﾙ ｼﾞﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
82 865 福島　辰月 ﾌｸｼﾏ ﾀﾂｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
83 1271 坂田　翔海 ｻｶﾀ ｼｮｳ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
84 1269 荒牧　琢登 ｱﾗﾏｷ ﾀｸﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
85 968 宮原　桜生 ﾐﾔﾊﾗ ｵｳｾ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 江原中
86 228 松尾　拓実 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿本中
87 775 山口　真悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
88 934 村上　友寿 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 京陵中
89 903 上米良　謙伸 ｶﾝﾒﾗ ｹﾝｼﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中
90 909 福永　雅斗 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中
91 925 坂本　慎太朗 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
92 927 中居　翔太 ﾅｶｲ ｼｮｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
93 928 小田原　文明 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中

※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。



94 929 中野　歩太 ﾅｶﾉ ｱﾕﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
95 930 村田　斗海 ﾑﾗﾀ ﾄｱ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
96 931 坂田　和哉 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾔ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 熊本西原中
97 551 坂田　創史 ｻｶﾀ ｿｳｼ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 阿蘇中
98 417 田中　楓人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 武蔵ヶ丘中
99 239 渡邊　亮斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ NJAC

100 457 三嶋　遥斗 ﾐｼﾏ ﾊﾙﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
101 460 河原田　直人 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾅｵﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
102 464 平山　春斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
103 451 阿南　勇 ｱﾅﾝ ｲｻﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
104 452 岩本　琉星 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
105 453 曽我　拓摩 ｿｶﾞ ﾀｸﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
106 455 山脇　海人 ﾔﾏﾜｷ ｶｲﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
107 456 佐竹　凌 ｻﾀｹ ﾘｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 菊陽中
108 3201 橋本　陽斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
109 3438 橋本　諒 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
110 3202 尾﨑　颯斗 ｵｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
111 3437 東　汰知 ﾋｶﾞｼ ﾀｲﾁ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
112 854 平野　匠真 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
113 855 前崎　優太 ﾏｴｻﾞｷ ﾕｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
114 857 緒方　　章 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
115 858 堤　　隆靖 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
116 859 永原　拓海 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
117 860 平島　悠世 ﾋﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
118 861 青木　優誓 ｱｵｷ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
119 862 永原　大輝 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
120 1513 金田　楓貴 ｶﾈﾀﾞ ﾌｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 水俣一中

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 11 松野　政嵩 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾀｶ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＡＣ花園
2 12 西　優翔 ﾆｼ ﾕｳﾄ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 菊池AC
3 13 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ
4 14 上田　健心 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｲｰｽﾄﾀｳﾝﾄﾞﾘｰﾑｽ
5 15 上村　大翔 ｳｴﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 令和陸上ｸﾗﾌﾞ
6 16 淀川　新心 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｼﾝ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 画図小
7 17 豊増　大翔 ﾄﾖﾏｽ ﾀｲﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
8 18 山下　颯太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
9 19 山下　遼 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ

10 20 岩下　凌大 ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
11 21 籾原　想介 ﾓﾐﾊﾗ ｿｳｽｹ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
12 22 本庄　航大 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾞｲ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
13 23 村田　竜一 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
14 24 山部　歩飛 ﾔﾏﾍﾞ ｱﾕﾄ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
15 25 塩塚　太朗 ｼｵﾂｶ ﾀﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 津志田組
16 26 西浦　空 ﾆｼｳﾗ ｿﾗ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
17 27 野澤　来夢 ﾉｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
18 28 野澤　玲音 ﾉｻﾞﾜ ﾚﾉﾝ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
19 29 横尾　駿 ﾖｺｵ ｼｭﾝ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 長洲JRC
20 30 鎌田　翔太郎 ｶﾏﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
21 31 鎌田　拓実 ｶﾏﾀ ﾀｸﾐ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
22 32 藤枝　秀羽 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼｭｳ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
23 33 渡邉　虹童 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾄﾞｳ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
24 34 渡邉　虹翼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
25 35 籔　陽麻 ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾏ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
26 36 江田　宗茂 ｺｳﾀﾞ ﾑﾈｼｹﾞ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
27 37 東　駿佑 ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝｽｹ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
28 38 坂口　大翔 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト

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。



29 39 生田　晴琉 ｲｸﾀ ﾊﾙ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
30 40 下田　悠太 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
31 41 大石　一磨 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾏ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
32 42 西村　太智 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 日吉小
33 43 飯星　蒼空 ｲｲﾎｼ ｿﾗ 2 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
34 44 上野　佑真 ｳｴﾉ ﾕｳﾏ 2 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
35 45 吉村　伊織 ﾖｼﾑﾗ ｲｵﾘ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
36 46 村上　広大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
37 47 角銅　大和 ｶｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
38 48 東　倖汰 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
39 49 梅門　蒼依 ｳﾒｶﾄﾞ ｱｵｲ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
40 50 松本　尊 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
41 51 松本　伊織 ﾏﾂﾓﾄ ｲｵﾘ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
42 52 穴見　琉一 ｱﾅﾐ ﾙｲ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
43 53 池部　聡真 ｲｹﾍﾞ ｿｳﾏ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
44 54 西村　友暖 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
45 55 西村　貴臣 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵﾐ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
46 56 野村　幸志郎 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
47 57 野村　丈一郎 ﾉﾑﾗ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
48 58 岡本　蒼大 ｵｶﾓﾄ ｱｵﾄ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
49 59 花田　厚親 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｼﾝ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
50 60 恒松　侑大 ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳﾀﾞｲ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
51 61 末松　陸 ｽｴﾏﾂ ﾘｸ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
52 62 水野　結太 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
53 63 大川　滉平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 1 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
54 64 島田　樹 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
55 65 林田　普乃丞 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
56 66 林田　侑之慎 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｷﾉｼﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
57 67 田中　洸丞 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
58 68 岩井　義 ｲﾜｲ ﾁｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本JAC

※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 2357 村田　夏希 ﾑﾗﾀ ﾅﾂｷ 37 熊　本 (A)３ｋｍ ＳＹＳＫＥＮ
2 1 加藤　みちる ｶﾄｳ ﾐﾁﾙ 24 熊　本 (A)３ｋｍ KRCRC
3 2123 田畑　恵美子 ﾀﾊﾞﾀ ｴﾐｺ 34 熊　本 (A)３ｋｍ 熊本教走ｸﾗﾌﾞ
4 2057 松村　絵里香 ﾏﾂﾑﾗ ｴﾘｶ 35 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 76 木村　文音 ｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 1 熊　本 (B)３ｋｍ 第二高
2 77 松枝　舞桜 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾏｵ 1 熊　本 (B)３ｋｍ 第二高

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 554 槌田　美空 ﾂﾁﾀﾞ ﾐｸ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 飽田中
2 2141 寺井　彩花 ﾃﾗｲ ｱﾔｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 人吉二中
3 621 西村　美月 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
4 617 木村　汐那 ｷﾑﾗ ｾﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
5 623 満永　彩乃 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱﾔﾉ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
6 624 宮原　羽奏 ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
7 620 田﨑　あみ ﾀｻｷ ｱﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
8 626 山口　奏乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾉ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
9 616 太田　美湖 ｵｵﾀ ﾐｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中

10 618 小島　凜華 ｺｼﾞﾏ ﾘﾝｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 二岡中
11 559 志賀　帆乃実 ｼｶﾞ ﾎﾉﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
12 564 富永　芽色 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾒｲ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
13 562 福嶋　亜依 ﾌｸｼﾏ ｱｲ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
14 560 宮﨑　友那 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
15 563 山﨑　菜々美 ﾔﾏｻｷ ﾅﾅﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
16 688 塚本　さくら ﾂｶﾓﾄ ｻｸﾗ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
17 689 富永　結衣 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
18 690 山下　うらら ﾔﾏｼﾀ ｳﾗﾗ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 長嶺中
19 627 永井　七美 ﾅｶﾞｲ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
20 628 中山　真希 ﾅｶﾔﾏ ﾏｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
21 629 本多　藍子 ﾎﾝﾀﾞ ｱｲｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
22 630 奥田　真央 ｵｸﾀﾞ ﾏｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
23 631 澤田　和花 ｻﾜﾀﾞ ﾜｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
24 632 津端　雪乃 ﾂﾊﾞﾀ ﾕｷﾉ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
25 633 中園　絢音 ﾅｶｿﾞﾉ ｱﾔﾈ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
26 634 小川　結菜 ｵｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
27 635 坂本　小華 ｻｶﾓﾄ ｺﾊﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
28 636 岩本　かな子 ｲﾜﾓﾄ ｶﾅｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
29 637 吉野　珠愛 ﾖｼﾉ ｼﾞｭｱ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
30 638 椿　結香 ﾂﾊﾞｷ ﾕｲｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
31 639 今村　由奈 ｲﾏﾑﾗ ﾕﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
32 640 坂梨　友那 ｻｶﾅｼ ﾕﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
33 641 本多　春華 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
34 2 相馬　悠乃 ｿｳﾏ ﾕｳﾉ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
35 444 塚本　海碧 ﾂｶﾓﾄ ﾐｱｵ 2 福　岡 (C)３ｋｍ 当仁中
36 932 塚本　朱海 ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳﾅ 1 福　岡 (C)３ｋｍ 当仁中
37 231 日置　澪 ﾋｵｷ ﾐｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
38 226 岡本　征子 ｵｶﾓﾄ ｾｲｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
39 230 髙橋　ひなた ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中

女子　高校　(B)３ｋｍ

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。



40 252 松本　茉央 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾋﾛ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
41 253 長谷　愛葉 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏﾅﾊ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
42 1088 祝　稀新 ｲﾜｲ ｷｱﾗ 2 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
43 1089 梅田　優愛 ｳﾒﾀﾞ ﾕﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
44 1177 中村　優夏 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
45 533 森田　咲耶 ﾓﾘﾀ ｻｸﾔ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 力合中
46 725 山下　美結 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾕ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 力合中
47 603 得重　真和 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｵ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
48 605 豊田　心美　 ﾄﾖﾀﾞ ｺｺﾐ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
49 606 満﨑　遙風 ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
50 608 吉井　陽向 ﾖｼｲ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
51 609 福島　夏穂 ﾌｸｼﾏ ｶﾎ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
52 611 池田　凛 ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
53 612 田上　花弥 ﾀﾉｳｴ ﾊﾅﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
54 613 吉野　美咲 ﾖｼﾉ ﾐｻｷ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
55 614 猪之鼻　夾々 ｲﾉﾊﾅ ｺｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
56 615 渡邉　晴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 帯山中
57 582 境田　萌花 ｻｶｲﾀﾞ ﾓｴｶ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 北部中
58 583 境田　百花 ｻｶｲﾀﾞ ﾓﾓｶ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 北部中
59 581 古賀　さくら ｺｶﾞ ｻｸﾗ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 北部中
60 587 東　紅琶 ﾋｶﾞｼ ｸﾚﾊ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 北部中
61 594 福澤　麻衣 ﾌｸｻﾞﾜ ﾏｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 北部中
62 199 松本　葵 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 合志中
63 206 藤本　統子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾓﾄｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 合志中
64 439 本田　愛七 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾂ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 益城中
65 681 角銅　菜々 ｶｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 出水中
66 507 江嶋　祐子 ｴｼﾞﾏ ﾕｳｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
67 691 黒田　愛 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
68 1030 境田　玲愛 ｻｶｲﾀﾞ ﾚｲｱ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
69 692 生野　穂乃華 ｼｮｳﾉ ﾎﾉｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
70 506 橋本　澪 ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 江原中
71 1281 原田　美空 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 稜南中
72 565 平田　優月 ﾋﾗﾀ ﾕﾂﾞｷ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
73 575 光永　沙生 ﾐﾂﾅｶﾞ ｻﾔ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
74 577 髙梨　ひなた ﾀｶﾅｼ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
75 578 平井　彩夏 ﾋﾗｲ ｻﾔｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
76 786 平井　みちる ﾋﾗｲ ﾐﾁﾙ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 京陵中
77 520 畑島　稟 ﾊﾀｼﾏ ﾘﾝ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
78 522 浦野　結芽菜 ｳﾗﾉ ﾕﾒﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
79 523 中野　美結 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
80 746 松江　日奏 ﾏﾂｴ ｶﾅﾃﾞ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
81 749 堀江　美乃 ﾎﾘｴ ﾐﾉ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 下益城城南中
82 757 江口　結奈 ｴｸﾞﾁ ﾕﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
83 756 木村　美亜 ｷﾑﾗ ﾐｱ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
84 758 木村　結子 ｷﾑﾗ ﾕｲｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
85 755 塚本　紗愛 ﾂｶﾓﾄ ｻﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
86 759 後藤　蒼海 ｺﾞﾄｳ ﾏｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
87 760 吉留　美来 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾐﾗｲ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
88 761 吉留　千尋 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾁﾋﾛ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
89 752 木山　優菜 ｷﾔﾏ ﾕｳﾅ 3 熊　本 (C)３ｋｍ 熊本西原中
90 1067 深水帆乃華 ﾌｶﾐ ﾎﾉｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 湯前中
91 296 森　紗也奈 ﾓﾘ ｻﾔﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
92 298 山口　真弓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
93 299 大山　莉乃 ｵｵﾔﾏ ﾘﾉ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
94 300 友井　潤音 ﾄﾓｲ ﾋﾛﾈ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
95 290 大田黒　結音 ｵｵﾀｸﾞﾛ ﾕｲﾈ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
96 292 大山　珠代 ｵｵﾔﾏ ﾐﾖ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
97 294 相馬　綾音 ｿｳﾏ ｱﾔﾈ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 菊陽中
98 3205 村上　佳代子 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ

※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。



99 3435 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 1 熊　本 (C)３ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
100 3444 河添　梨央 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
101 663 清田　姫華 ｷﾖﾀ ﾋﾒｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
102 664 村田　紗那 ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
103 775 伊藤　琴音 ｲﾄｳ ｺﾄﾈ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
104 776 児玉　和奏 ｺﾀﾞﾏ ﾜｶﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
105 1232 齊藤　里沙 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 水俣一中
106 346 古木　愛莉 ﾌﾙｷ ｱｲﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 一の宮中

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 3 前田　蘭 ﾏｴﾀﾞ ﾗﾝ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 日吉小
2 4 松野　兎萌 ﾏﾂﾉ ﾄﾓ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＡＣ花園
3 5 槌田　希空 ﾂﾁﾀﾞ ﾉｱ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 飽田小
4 6 岩本　笑未 ｲﾜﾓﾄ ｴﾐ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 令和陸上ｸﾗﾌﾞ
5 7 平本　悠夏 ﾋﾗﾓﾄ ﾕｶ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 令和陸上ｸﾗﾌﾞ
6 8 平本　花 ﾋﾗﾓﾄ ﾊﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 令和陸上ｸﾗﾌﾞ
7 9 上村　愛 ｳｴﾑﾗ ﾏﾅ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 令和陸上ｸﾗﾌﾞ
8 10 齊籐　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 水俣第一小
9 11 今屋　沙和子 ｲﾏﾔ ｻﾜｺ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ

10 12 今屋　佳菜子 ｲﾏﾔ ｶﾅｺ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
11 13 岩下　聖奈 ｲﾜｼﾀ ｾｲﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
12 14 籾原　希乃花 ﾓﾐﾊﾗ ﾉﾉｶ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
13 15 清田　美結 ｷﾖﾀ ﾐﾕ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
14 16 佐﨑　美羽 ｻｻﾞｷ ﾐｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
15 17 安髙　夕萌莉 ｱﾀｶ ﾕﾎﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
16 18 日置　鈴 ﾋｵｷ ﾘﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
17 19 藤原　菜々華 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｶ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
18 20 藤原　優那 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
19 21 中間　璃音 ﾅｶﾏ ﾘｵﾝ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
20 22 西浦　花 ﾆｼｳﾗ ﾊﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
21 23 西浦　結 ﾆｼｳﾗ ﾕｲ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
22 24 西川　侑里 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾘ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 長洲JRC
23 25 中島　愛那 ﾅｶｼﾏ ｱｲﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 長洲JRC
24 26 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
25 27 坂口　七菜 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
26 28 田嶋　蓮華 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾝｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
27 29 三隅　愛月蝶 ﾐｽﾐ ｱｹﾞﾊ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
28 30 上妻　咲樹 ｺｳﾂﾞﾏ ｻｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
29 31 田上　緒美 ﾀﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ 2 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
30 32 西村　美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 日吉小
31 33 飯星　月杏 ｲｲﾎｼ ﾗｲｱ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
32 34 池下　海空 ｲｹｼﾀ ﾐｿﾗ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
33 35 山本　来莉 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
34 36 仲村　香春 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
35 37 渡邊　琴友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
36 38 上田　清乃 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾉ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本東陸上
37 39 北野　レイラ ｷﾀﾉ ﾚｲﾗ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 豊岡ＲＣ
38 40 福島　千尋 ﾌｸｼﾏ ﾁﾋﾛ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
39 41 村田　凛 ﾑﾗﾀ ﾘﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
40 42 古閑　はなこ ｺｶﾞ ﾊﾅｺ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
41 43 木村　真優 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾛ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
42 44 飯星　槙 ｲｲﾎｼ ﾏｷ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
43 45 筑紫　凛 ﾁｸｼ ﾘﾝ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
44 46 平山　紗愛 ﾋﾗﾔﾏ ｻｴ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 春竹小
45 47 川口　紗奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
46 48 上米良　皐月 ｶﾝﾒﾗ ｻﾂｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
47 49 島田　紗希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 4 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。



48 50 橘　杏純 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｽﾞﾐ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本JAC
49 51 大坂間　杏珠 ｵｵｻｶﾏ ｱﾝｼﾞｭ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本JAC

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種別 所属
1 3207 白石　弘樹 ｼﾗｲｼ　ﾋﾛｷ 44 熊　本 (A)郡市予選１０ｋｍ 熊本県庁
2 967 前田　凜 ﾏｴﾀﾞ　ﾘﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中
3 1532 雜賀　永照 ｻｲｶﾞ ｴｲｼｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 津奈木中
4 88 西岳　政宗 ﾆｼﾀｹ　ﾏｻﾑﾈ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 荒尾三中
5 1496 千原　大和 ﾁﾊﾗ　ﾔﾏﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 田浦中
6 661 藤本　駿介 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 蘇陽中
7 834 中島　泰斗 ﾅｶｼﾏ　ﾀｲﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
8 832 福永　慶介 ﾌｸﾅｶﾞ　ｹｲｽｹ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 錦ケ丘中
9 323 中村　弘人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾋﾄ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中

10 324 松若　陸 ﾏﾂﾜｶ ﾘｸ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
11 325 古庄　琉衣 ﾌﾙｼｮｳ ﾙｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
12 326 山下　慶真 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
13 329 西村　圏悟 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
14 330 梅田　流磨 ｳﾒﾀﾞ ﾘｭｳﾏ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
15 334 原　大晴 ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
16 449 下田　将義 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
17 342 末永　倫輝 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
18 343 末永　倫成 ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾅﾘ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
19 344 田中　煌葉 ﾀﾅｶ ｺｳﾖｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
20 322 岡本　空大 ｵｶﾓﾄ　ｶﾅﾀ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
21 1583 山川　晃生 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 天草有明中
22 1333 森　文汰 ﾓﾘ ﾌﾞﾝﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ あさぎり中
23 335 堺　健心 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 西合志南中
24 728 佐伯　将人 ｻｴｷ ﾏｻﾄ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 力合中
25 886 畠村　亘 ﾊﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 力合中
26 903 上米良　謙伸 ｶﾝﾒﾗ　ｹﾝｼﾝ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 日吉中
27 239 渡邊　亮斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ NJAC
28 3201 橋本　陽斗 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾄ 3 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
29 3438 橋本　諒 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
30 3437 東　汰知 ﾋｶﾞｼ ﾀｲﾁ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
31 854 平野　匠真 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
32 855 前崎　優太 ﾏｴｻﾞｷ ﾕｳﾀ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
33 857 緒方　　章 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
34 858 堤　　隆靖 ﾂﾂﾐ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
35 859 永原　拓海 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
36 860 平島　悠世 ﾋﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
37 861 青木　優誓 ｱｵｷ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
38 862 永原　大輝 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 1 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 鹿南中
39 1513 金田　楓貴 ｶﾈﾀﾞ　ﾌｳｷ 2 熊　本 (Ｃ)４ｋｍ 水俣一中
40 13 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝﾀ 1 熊　本 (D)１ｋｍ 楠浦陸上ｸﾗﾌﾞ
41 14 上田　健心 ｳｴﾀﾞ　ｹﾝｼﾝ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｲｰｽﾄﾀｳﾝﾄﾞﾘｰﾑｽ
42 17 豊増　大翔 ﾄﾖﾏｽ　ﾀｲﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
43 20 岩下　凌大 ｲﾜｼﾀ　ﾘｮｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
44 21 籾原　想介 ﾓﾐﾊﾗ　ｿｳｽｹ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
45 26 西浦　空 ﾆｼｳﾗ ｿﾗ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
46 27 野澤　来夢 ﾉｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
47 28 野澤　玲音 ﾉｻﾞﾜ ﾚﾉﾝ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
48 32 藤枝　秀羽 ﾌｼﾞｴﾀﾞ　ｼｭｳ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
49 38 坂口　大翔 ｻｶｸﾞﾁ　ﾋﾛﾄ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
50 41 大石　一磨 ｵｵｲｼ　ｶｽﾞﾏ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
51 43 飯星　蒼空 ｲｲﾎｼ ｿﾗ 2 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
52 44 上野　佑真 ｳｴﾉ ﾕｳﾏ 2 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
53 45 吉村　伊織 ﾖｼﾑﾗ　ｲｵﾘ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ

陸上教室　参加名簿

※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。



54 46 村上　広大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
55 48 東　倖汰 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
56 50 松本　尊 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
57 51 松本　伊織 ﾏﾂﾓﾄ ｲｵﾘ 1 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
58 52 穴見　琉一 ｱﾅﾐ ﾙｲ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
59 53 池部　聡真 ｲｹﾍﾞ ｿｳﾏ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
60 54 西村　友暖 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
61 55 西村　貴臣 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵﾐ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
62 59 花田　厚親 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｼﾝ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
63 62 水野　結太 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
64 63 大川　滉平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 1 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
65 64 島田　樹 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
66 65 林田　普乃丞 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
67 66 林田　侑之慎 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｷﾉｼﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
68 67 田中　洸丞 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
69 2141 寺井　彩花 ﾃﾗｲ ｱﾔｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 人吉二中
70 636 岩本　かな子 ｲﾜﾓﾄ　ｶﾅｺ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
71 637 吉野　珠愛 ﾖｼﾉ　ｼﾞｭｱ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
72 638 椿　結香 ﾂﾊﾞｷ　ﾕｲｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
73 639 今村　由奈 ｲﾏﾑﾗ　ﾕﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
74 640 坂梨　友那 ｻｶﾅｼ　ﾕﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
75 641 本多　春華 ﾎﾝﾀﾞ　ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 錦ケ丘中
76 231 日置　澪 ﾋｵｷ ﾐｵ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
77 226 岡本　征子 ｵｶﾓﾄ ｾｲｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
78 230 髙橋　ひなた ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
79 252 松本　茉央 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾋﾛ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
80 253 長谷　愛葉 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏﾅﾊ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 西合志南中
81 1088 祝　稀新 ｲﾜｲ ｷｱﾗ 2 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
82 1089 梅田　優愛 ｳﾒﾀﾞ ﾕﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
83 1177 中村　優夏 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 1 熊　本 (C)３ｋｍ あさぎり中
84 533 森田　咲耶 ﾓﾘﾀ ｻｸﾔ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 力合中
85 725 山下　美結 ﾔﾏｼﾀ　ﾐﾕ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 力合中
86 3205 村上　佳代子 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖｺ 2 熊　本 (C)３ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
87 663 清田　姫華 ｷﾖﾀ ﾋﾒｶ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
88 664 村田　紗那 ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 2 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
89 775 伊藤　琴音 ｲﾄｳ ｺﾄﾈ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
90 776 児玉　和奏 ｺﾀﾞﾏ ﾜｶﾅ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 鹿南中
91 1232 齊藤　里沙 ｻｲﾄｳ　ﾘｻ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 水俣一中
92 346 古木　愛莉 ﾌﾙｷ　ｱｲﾘ 1 熊　本 (C)３ｋｍ 一の宮中
93 3 前田　蘭 ﾏｴﾀﾞ　ﾗﾝ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 日吉小
94 10 齊籐　里菜 サイトウ　リナ 4 熊　本 (D)１ｋｍ 水俣第一小
95 13 岩下　聖奈 ｲﾜｼﾀ　ｾｲﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
96 14 籾原　希乃花 ﾓﾐﾊﾗ　ﾉﾉｶ 3 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
97 15 清田　美結 ｷﾖﾀ　ﾐﾕ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
98 16 佐﨑　美羽 ｻｻﾞｷ　ﾐｳ 5 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
99 17 安髙　夕萌莉 ｱﾀｶ　ﾕﾎﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ

100 18 日置　鈴 ﾋｵｷ　ﾘﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ＫＵＲＳ
101 21 中間　璃音 ﾅｶﾏ ﾘｵﾝ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
102 22 西浦　花 ﾆｼｳﾗ　ﾊﾅ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
103 23 西浦　結 ﾆｼｳﾗ　ﾕｲ 2 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
104 27 坂口　七菜 ｻｶｸﾞﾁ　ﾅﾅ 3 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
105 28 田嶋　蓮華 ﾀｼﾞﾏ　ﾚﾝｶ 6 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
106 29 三隅　愛月蝶 ﾐｽﾐ　ｱｹﾞﾊ 5 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
107 30 上妻　咲樹 ｺｳﾂﾞﾏ　ｻｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ RUNアシスト
108 33 飯星　月杏 ｲｲﾎｼ ﾗｲｱ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
109 34 池下　海空 ｲｹｼﾀ ﾐｿﾗ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
110 35 山本　来莉 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾘ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
111 36 仲村　香春 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ 4 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC
112 37 渡邊　琴友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄ 6 熊　本 (D)１ｋｍ NJAC

※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。



113 39 北野　レイラ ｷﾀﾉ ﾚｲﾗ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 豊岡ＲＣ
114 40 福島　千尋 ﾌｸｼﾏ　ﾁﾋﾛ 5 熊　本 (D)１ｋｍ 泉ヶ丘ＡＣ
115 41 村田　凛 ﾑﾗﾀ ﾘﾝ 2 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
116 43 木村　真優 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾛ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
117 44 飯星　槙 ｲｲﾎｼ ﾏｷ 6 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
118 45 筑紫　凛 ﾁｸｼ ﾘﾝ 4 熊　本 (D)１ｋｍ ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸ
119 47 川口　紗奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
120 48 上米良　皐月 ｶﾝﾒﾗ ｻﾂｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
121 49 島田　紗希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 4 熊　本 (D)１ｋｍ チーム武蔵
122 50 橘　杏純 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｽﾞﾐ 6 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本JAC
123 51 大坂間　杏珠 ｵｵｻｶﾏ ｱﾝｼﾞｭ 3 熊　本 (D)１ｋｍ 熊本JAC

※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。


