
性別 種別 種目 チーム数 組数 時間

1 男女 小学男子（混合） ５ｋｍ 11 全1組 13:20

2 女子 小学女子 ５ｋｍ 5 全1組 13:20

3 男子 高校男子 １５ｋｍ 3 全1組 13:50

4 混合 一般男子１部 １５ｋｍ 1 全1組 13:50

5 女子 高校女子 10km 2 全1組 14:40

6 男子 中学男子 １０ｋｍ 23 全1組 14:40

7 女子 中学女子 １０ｋｍ 15 全1組 14:40

8 混合 一般２部 １０ｋｍ 39 全1組 15:25

※閉会式は行いません。入賞チーム以外は自主解散とします。

※入賞チームは、競技終了後、賞状等の準備完了次第、本部前で表彰式を行います。

開会式は、行いません。

第７０回熊本市駅伝大会

競　　技　　日　　程

受付開始（補助競技場）　１２：３０

受付締切　　　　　　　　　　１３：００



競技者注意事項 
 

  １ 競技規則 本大会は 2016 年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申合わせ 
         事項により、実施します。         

 
  ２ 受 付  午後 12 時 30 分～13 時 00 分まで、補助競技場スタンド前で 
         行います。              
         競技者の変更は、ここで必ず届け出て下さい     

 
  3 招 集  1 区の競技者は、スタート時刻１０分前に、トラック中央の招集 

地点に集合して下さい 
2 区以降の競技者は、トラック中央の中継地点に集まり、係員の 
指示に従って下さい 

 
  4 開会式  開会式は、行いません。 

 
  5 コース  ・スタート、フィニッシュは、補助陸上競技場。          

・ コースは県民総合運動公園内、外周コースを使用。 
・ 別紙各コース図を、参照して下さい。          

 
  6 表 彰  ・各部 1 位～3 位は賞状とトロフィーをまた 4 位～6 位は賞状と盾 
          を贈ります。 
          ( 参加チームが 10 チームに満たない種目は 3 位まで ) 
                    受賞チームの代表者は、表彰式に参加して下さい。 
          表彰式は、種目毎に準備ができ次第、本部前で行います。 

 
  7  閉会式  閉会式は特に行いませんので入賞チーム以外は自由解散して下さい。 

          
  8  その他   たすき、ナンバーカードは競技終了後、本部前で回収しますので、 
          必ず返却して下さい。 



第７０回熊本市駅伝大会 

平成２９年３月４日（土） 
 

記録速報サイト↓ 
携帯・スマホ対応 

 

アドレス→ http://www.kcrk.jp/ 

随時、速報いたします！ 

 

新写真販売サイト↓ 
携帯・スマホ・PC・タブレット共通 

 
アドレス↓ 

https://emii.photo/kcrk2003/index.php 



 

       第 70 回熊本市駅伝大会 

 

    タスキ・ゼッケンの回収について     

 

  学校毎、団体毎、クラブ毎まとめて、ゴール先の   
大箱に返却して下さい。 

   

  安全ピンは、ゼッケンに付けたままで、結構です。 

 

  毎年、数枚のタスキ・ゼッケンが返却されません。 
  大会の都度、業者へ注文していますので、皆様の 

ご協力宜しくお願いします。 



小学混合5km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 1602 藤澤　拓己 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
2 1606 小玉　健志郎 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼﾛｳ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
3 1611 戸高　彩翔 ﾄﾀﾞｶ ｱﾔﾄ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
4 1609 清　 真優 ｾｲ ﾏﾋﾛ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
5 1601 濱田　健太 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
補 1605 阿部　一星 ｱﾍﾞ ｲｯｾｲ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 1 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
1 1614 阪元　誠唯 ｻｶﾓﾄ ｾｲ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
2 1603 田村　隼斗 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
3 1608 阪元　琉唯 ｻｶﾓﾄ ﾙｲ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
4 1613 西村　柊摩 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾏ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
5 1612 中尾　輝聖 ﾅｶｵ ｺｳｾｲ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
補 1616 清　彩陽 ｾｲ ｱｻﾋ 3 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
補 1611 田村　時輝 ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 2 新光陸上クラブ（Ｂ） 小学
1 1607 中尾　貴聖 ﾅｶｵ ｷｾｲ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
2 1605 黒木　伽奈 ｸﾛｷﾞ ｶﾅ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
3 1607 長嶺　那奈 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅﾅ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
4 1608 松田　しほり ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎﾘ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
5 1615 濱田　洸太 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 3 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
補 1610 清　心咲　 ｾｲ ﾐｻｷ 3 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
補 1604 永野　龍弥 ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳﾔ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 4 新光陸上クラブ（Ｃ） 小学
1 中熊　海輝 ﾅｶｸﾞﾏ ｶｲｷ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
2 久野　功雅 ﾋｻﾉ ｺｳｶﾞ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
3 守田　拓真 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾏ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
4 田川　雄大 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
5 岡部　夢斗 ｵｶﾍﾞ ﾕﾒﾄ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
補 中熊　勇輝 ﾅｶｸﾞﾏ ﾕｳｷ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
補 鍬田　泰聖 ｸﾜﾀ ﾀｲｾｲ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 5 不知火ＪＲＣ 小学
1 濱　太洋 ﾊﾏ ﾀｲﾖｳ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 6 NSAC　チームＡ 小学
2 古川　倖大 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 6 NSAC　チームＡ 小学
3 井　彰啓 ｲ ｼｮｳｹｲ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 6 NSAC　チームＡ 小学
4 築地　駿 ﾂｷｼﾞ ｼｭﾝ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 6 NSAC　チームＡ 小学
5 堺　大心 ｻｶｲ ﾀｲｼﾝ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 6 NSAC　チームＡ 小学
1 堺　健心 ｻｶｲ ｹﾝｼﾝ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 7 NSAC チームB 小学
2 猪原　滉斗 ｲﾊﾗ ﾋﾛﾄ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 7 NSAC チームB 小学
3 濱　太成 ﾊﾏ ﾀｲｾｲ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 7 NSAC チームB 小学
4 岩田　利虎 ｲﾜﾀ ﾘｸ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 7 NSAC チームB 小学
5 井　悠侑人 ｲ ﾕｳﾄ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 7 NSAC チームB 小学
1 岩原　拓真 ｲﾜﾊﾗ ﾀｸﾏ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 8 健軍小 小学
2 豊田　直樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｷ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 8 健軍小 小学
3 西牟禮　隼人 ﾆｼﾑﾚ ﾊﾔﾄ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 8 健軍小 小学
4 小玉　聡良 ｺﾀﾞﾏ ｿﾗ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 8 健軍小 小学
5 高見　航希 ﾀｶﾐ ｺｳｷ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 8 健軍小 小学
1 坂本　慎太朗 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 9 熊本東陸上 小学
2 浦辺　こたろう ｳﾗﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 9 熊本東陸上 小学
3 西村　悠汰 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 9 熊本東陸上 小学
4 大塚　路明 ｵｵﾂｶ ﾐﾁｱｷ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 9 熊本東陸上 小学
5 島村　汰知 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲﾁ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 9 熊本東陸上 小学
1 井上　然心 ｲﾉｳｴ ｾﾞﾝｼﾝ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 10 熊本東陸上B 小学
2 平田　結香 ﾋﾗﾀ ﾕｲｶ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 10 熊本東陸上B 小学
3 松村　美都 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾄ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 10 熊本東陸上B 小学
4 江口　結奈 ｴｸﾞﾁ ﾕｲﾅ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 10 熊本東陸上B 小学
5 野口　真太朗 ﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 10 熊本東陸上B 小学
1 上田　健心 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 11 熊本東陸上C 小学
2 西村　陽向 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅﾀ 2 熊　本 (D)小学５ｋｍ 11 熊本東陸上C 小学
3 楢崎　友也 ﾅﾗｻｷ ﾕｳﾔ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 11 熊本東陸上C 小学
4 楢木野　桜輔 ﾅﾗｷﾉ ｵｳｽｹ 2 熊　本 (D)小学５ｋｍ 11 熊本東陸上C 小学
5 井上　芽朗 ｲﾉｳｴ ﾒﾛｳ 2 熊　本 (D)小学５ｋｍ 11 熊本東陸上C 小学



小学混合5km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 立山　真圭 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｶ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
2 工藤　廉 ｸﾄﾞｳ ﾚﾝ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
3 宮原　陽太 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳﾀ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
4 高野　絆 ﾀｶﾉ ｷｽﾞﾅ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
5 立山　瑠那 ﾀﾃﾔﾏ ﾙﾅ 2 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
補 玉木　陽乃進 ﾀﾏｷ ﾖｳﾉｼﾝ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学
補 玉木　英乃進 ﾀﾏｷ ｴｲﾉｼﾝ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 12 チーム武蔵 小学



小学女子5km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 1601 長嶺　璃奈 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘﾅ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
2 1604 河野　咲空 ｶﾜﾉ ｻｸ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
3 1602 　清   向日葵 ｾｲ ﾋﾏﾘ 6 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
4 1606 藤澤　美那 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾅ 4 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
5 1603 黒木　玲奈 ｸﾛｷﾞ ﾚﾅ 5 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
補 1609 徳井　夏美 ﾄｸｲ ﾅﾐ 3 宮　崎 (D)小学５ｋｍ 13 新光陸上クラブ(Ａ) 小学
1 岩村　美咲 ｲﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 14 不知火ＪＲＣ 小学
2 田中　那歩 ﾀﾅｶ ﾅﾎ 2 熊　本 (D)小学５ｋｍ 14 不知火ＪＲＣ 小学
3 田中　環和 ﾀﾅｶ ｶﾅ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 14 不知火ＪＲＣ 小学
4 田川　実花 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾊﾅ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 14 不知火ＪＲＣ 小学
5 上田　香菜 ｳｴﾀﾞ ｶﾅ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 14 不知火ＪＲＣ 小学
1 上田　陽香 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 15 健軍小 小学
2 坂之下　羽瑠 ｻｶﾉｼﾀ ﾊﾙ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 15 健軍小 小学
3 西浦　愛梨 ﾆｼｳﾗ ｱｲﾘ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 15 健軍小 小学
4 原田　奈緒 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 15 健軍小 小学
5 池田　あかり ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 15 健軍小 小学
1 上田　朋花 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 16 熊本東陸上 小学
2 平田　晴香 ﾋﾗﾀ ﾊﾙｶ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 16 熊本東陸上 小学
3 楢木野　心琴 ﾅﾗｷﾉ ｺﾄ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 16 熊本東陸上 小学
4 上田　清乃 ｳｴﾀﾞ ｷﾖﾉ 3 熊　本 (D)小学５ｋｍ 16 熊本東陸上 小学
5 木村　結子 ｷﾑﾗ ﾕｲｺ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 16 熊本東陸上 小学
1 榎田　理彩 ｴﾉｷﾀﾞ ﾘｻ 6 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
2 﨑代　瑚心 ｻｷｼﾛ ｺｺ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
3 河添　梨央 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｵ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
4 山川　聖乃 ﾔﾏｶﾜ ｷﾖﾉ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
5 平田　結夢 ﾋﾗﾀ ﾕﾒ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
補 木村　美亜 ｷﾑﾗ ﾐｱ 5 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学
補 末永　妃奈乃 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾅﾉ 4 熊　本 (D)小学５ｋｍ 17 チーム武蔵 小学



高校男子15km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 2017 光永　芳史 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾌﾐ 3 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
2 2016 髙本　未来 ﾀｶﾓﾄ ﾐﾗｲ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
3 稲田　弘貴 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 3 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
4 松江　昂大 ﾏﾂｴ ｺｳﾀﾞｲ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
5 北島　遼太郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
補 森澤　祐雅 ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｶﾞ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 18 熊本支援学校 高校
1 260 浅見　駿介 ｱｻﾐ　ｼｭﾝｽｹ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
2 261 田島　昇 ﾀｼﾏ　ﾉﾎﾞﾙ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
3 274 寺島　拓穂 ﾃﾗｼﾏ　ﾀｸﾎ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
4 269 加来　悠馬 ｶｸ　ﾕｳﾏ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
5 268 松下　託丸 ﾏﾂｼﾀ　ﾀｸﾏﾙ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
補 264 前田　剛 ﾏｴﾀﾞ　ﾂﾖｼ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
補 259 飛瀬　友亮 ﾄﾋﾞｾ　ﾄﾓｱｷ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 19 熊本北高校A 高校
1 295 太田黒晴斗 ｵｵﾀｸﾞﾛ　ﾊﾙﾄ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
2 267 川上　凌平 ｶﾜｶﾐ　ﾘｮｳﾍｲ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
3 265 吉村　銀平 ﾖｼﾑﾗ　ｷﾞﾝﾍﾟｲ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
4 275 工藤　雄大 ｸﾄﾞｳ　ﾕｳﾀﾞｲ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
5 292 田中　樹 ﾀﾅｶ　ｲﾘｷ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
補 263 林　主馬 ﾊﾔｼ　ｶｽﾞﾏ 1 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校
補 258 高本　翼 ﾀｶﾓﾄ　ﾂﾊﾞｻ 2 熊　本 (B)高校１５ｋｍ 20 熊本北高校B 高校



一般一部15km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 西脇　龍一 ﾆｼﾜｷ ﾘｭｳｲﾁ 39 熊　本 一般１部１５ｋｍ 21 地球防衛軍 一般
2 山田　潤一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 39 熊　本 一般１部１５ｋｍ 21 地球防衛軍 一般
3 東　尚樹 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 34 熊　本 一般１部１５ｋｍ 21 地球防衛軍 一般
4 森崎　大輔 ﾓﾘｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 32 熊　本 一般１部１５ｋｍ 21 地球防衛軍 一般
5 沼田　典憲 ﾇﾏﾀ 22 熊　本 一般１部１５ｋｍ 21 地球防衛軍 一般



高校女子10km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 825 安田　彩乃 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 2 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
2 828 畑野　心咲 ﾊﾀﾉ ﾐｻｷ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
3 829 陳内　ノア ｼﾞﾝﾅｲ ﾉｱ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
4 830 山本　悠菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
5 826 境田　真夕 ｻｶｲﾀﾞ ﾏﾕ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
補 827 松井　渚 ﾏﾂｲ ﾅｷﾞｻ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 22 千原台高 高校
1 209 惠口　美雨 ｴｸﾞﾁ　ﾐｳ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
2 210 黒木　由羽 ｸﾛｷ　ﾕｳ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
3 219 川端　真穂 ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾏﾎ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
4 215 平畑　茉莉子 ﾋﾗﾊﾀ　ﾏﾘｺ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
5 207 南　百々花 ﾐﾅﾐ　ﾓﾓｶ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
補 217 春野　彩音 ﾊﾙﾉ　ｱﾔﾈ 2 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校
補 206 大野　琴音 ｵｵﾉ　ｺﾄﾈ 1 熊　本 (B)高校１０ｋｍ 23 熊本北高校A 高校



中学男子10km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 762 田島　慶汰 ﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
2 821 小崎　貴博 ｺｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
3 761 泉　邑豪 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｺﾞｳ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
4 757 宮本　泰志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
5 758 鬼塚　皓己 ｵﾆﾂﾞｶ ｺｳｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
補 754 遠山　和希 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
補 756 佐藤　康一郎 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 24 帯山中 中学
1 655 徳永　翔陽 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾖｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
2 657 田中　敬大 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
3 656 渡邉　祐大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
4 652 上野　嵐大 ｳｴﾉ ｱﾗﾀ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
5 653 山口　楽斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾞｸﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
補 654 大口　優斗 ｵｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 25 力合中 中学
1 778 持田　竜汰 ﾓﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
2 796 古閑　正太郎 ｺｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
3 789 詫間　結太 ﾀｸﾏ ﾕｳﾀ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
4 786 内海　翔 ｳﾂﾐ ｼｮｳ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
5 781 木村　広樹 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
補 藤本　由心 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 26 長嶺中Ａ 中学
1 788 浦　龍馬 ｳﾗ ﾘｮｳﾏ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
2 797 木村　真司 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
3 791 溝口　武竜 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
4 794 宇都宮　充 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐﾂﾙ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
5 780 上田　克真 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾏ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
補 藤本　由心 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 27 長嶺中Ｃ 中学
1 790 田原　和輝 ﾀﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
2 793 冨永　祐靖 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｾｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
3 787 和田　朋也 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
4 795 吉村　大地 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
5 777 黒谷　大斗 ｸﾛﾀﾆ ﾋﾛﾄ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
補 藤本　由心 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 28 長嶺中Ｂ 中学
1 480 山崎　護佑 ﾔﾏｻｷ ｺﾞｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
2 485 上田　俊輔 ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
3 478 折田　和樹 ｵﾘﾀ ｶｽﾞｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
4 487 木浦　愛都 ｷｳﾗ ｱｲﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
5 479 園田　健登 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
補 483 宮本　仁 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾝ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
補 477 大津　武琉 ｵｵﾂ ﾀｹﾙ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 29 阿蘇中 中学
1 272 福井　 裕貴 ﾌｸｲ ﾕｳｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
2 267 本田　智一 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
3 264 冨永　瑠人 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾙｳﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
4 263 松永　章聖 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｾｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
5 262 前田　隼人 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
補 269 小山　匠海 ｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
補 270 西本　滉平 ﾆｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 30 西合志南中 中学
1 717 平田　太陽 ﾋﾗﾀ ﾀｲﾖｳ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
2 714 高山　響 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
3 710 安達　靖将 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾏｻ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
4 715 徳永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
5 872 牛島　孝輔 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
補 876 村上　晴真 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾚﾏ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
補 723 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 31 京陵中 中学
1 634 濱田　拳士郎 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 32 東野中 中学
2 636 本田　宏輝 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 32 東野中 中学
3 629 川崎　琢翔 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 32 東野中 中学
4 631 古村　拓海 ｺﾑﾗ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 32 東野中 中学
5 632 中本　匠海 ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 32 東野中 中学



中学男子10km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 528 福岡　寛騎 ﾌｸｵｶ ﾋﾛｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
2 532 矢野　海晴 ﾔﾉ ｶｲｾｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
3 531 小﨑　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
4 529 水上　楓 ﾐｽﾞｶﾐ ｶｴﾃﾞ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
5 530 吉村　大寿 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
補 534 村山　輝斗 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
補 522 中川　聖太 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 33 益城中　Ａ 中学
1 535 中居　弘 ﾅｶｲ ｺｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
2 527 田尻　大虎 ﾀｼﾞﾘ ﾀｲｶﾞ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
3 521 伊藤　武人 ｲﾄｳ ﾀｹﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
4 525 丸山　智暉 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
5 524 満生　颯太 ﾐﾂｲｷ ｿｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
補 533 松本　智希 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
補 523 牧村　爽太郎 ﾏｷﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 34 益城中　Ｂ 中学
1 893 竹下　柊也 ﾀｹｼﾀ ｼｭｳﾔ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
2 769 四角　康太 ﾖｽﾐ ｺｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
3 767 榮田　一天 ｴｲﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
4 771 満永　大翔 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
5 766 後藤　優斗 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
補 768 小路　聖弥 ｼｮｳｼﾞ ｾｲﾔ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
補 772 宮津　航一 ﾐﾔﾂ ｺｳｲﾁ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 35 二岡 中学
1 酒田　竜之介 ｻｹﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
2 田尻　大遥 ﾀｼﾞﾘ ﾀｲﾖｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
3 那須　翔琉 ﾅｽ ｶｹﾙ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
4 上田　碧 ｳｴﾀﾞ ｱｵｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
5 森　大綺 ﾓﾘ ﾀｲｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
補 吉良　侑己 ｷﾗ ﾕｳｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
補 田中　遥琉 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 36 不知火中 中学
1 22 中村　郁斗 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
2 29 尾崎　弘都 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
3 25 鶴　亮太 ﾂﾙ ﾘｮｳﾀ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
4 57 竹元　大喜 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
5 56 内野　輝 ｳﾁﾉ ｱｷﾗ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
補 108 齋田　天凱 ｻｲﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 37 南関中 中学
1 1816 大石　刃馬 ｵｵｲｼ ﾄｳﾏ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
2 360 高木　翔瑛 ﾀｶｷ ｼｮｳｴｲ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
3 16 松本　篤弥 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
4 15 山口　魁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
5 60 松永　燿 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
補 61 平山　裕海 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 38 南関中Ｂ 中学
1 748 上野　海斗 ｳｴﾉ ｶｲﾄ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
2 749 徳増　竜征 ﾄｸﾏｽ ﾘｭｳｾｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
3 747 中嶋　心 ﾅｶｼﾏ ｼﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
4 751 木村　幸太郎 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
5 822 徳永　光涼 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾘｮｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
補 森川　晴喜 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
補 752 本田　颯太 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 39 熊本西原中 中学
1 立山　航成 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｾｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 40 チーム武蔵 中学
2 平田　修梧 ｼｭｳ ｺﾞ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 40 チーム武蔵 中学
3 濱田　大空 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｸ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 40 チーム武蔵 中学
4 池田　篤典 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 40 チーム武蔵 中学
5 高椋　雅人 ﾀｶﾑｸ ﾏｻﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 40 チーム武蔵 中学
1 838 山内　大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
2 竹割　真 ﾀｹﾜﾘ ﾏｺﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
3 田川　亮人 ﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
4 杉本　和人 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
5 672 花田　大和 ﾊﾅﾀﾞ ﾔﾏﾄ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
補 志垣　陸 ｼｶﾞｷ ﾘｸ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 41 出水中陸上部 中学
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1 山田　紳汰郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
2 那良　俊仁 ﾅﾗ ﾄｼﾋﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
3 柏倉　康太 ｶｼﾜｸﾗ ｺｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
4 川内　元 ｶﾜｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
5 増岡　知広 ﾏｽｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
補 東　咲人 ﾋｶﾞｼ ｻｷﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
補 山村　優斗 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 42 出水中サッカー部１年 中学
1 原田　晋之介 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
2 佐藤　優耶 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
3 澤田　明孝 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾀｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
4 渡辺　琢真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
5 大野　竜慶 ｵｵﾉ ﾘｭｳｹｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
補 坂野　神 ｻｶﾉ ｼﾞﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
補 東　佑綺 ﾋｶﾞｼ ｲｳｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 43 出水中サッカー部２年 中学
1 酒井　響 ｻｶｲ ﾋﾋﾞｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
2 西山　泰生 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｾｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
3 中村　道輝 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
4 片渕　翔太 ｶﾀﾌﾁ ｼｮｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
5 滝川　慧人 ﾀｷｶﾞﾜ ｹｲﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
補 井手　哲志 ｲﾃﾞ ｻﾄｼ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
補 松尾　柊輔 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｽｹ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 44 出水中ハンド部１年 中学
1 西岡　佑馬 ﾆｼｵｶ ﾕｳﾏ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
2 田尻　星冴 ﾀｼﾞﾘ ｼｮｺﾞ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
3 辻本　賢生 ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾝｾｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
4 浅野　偉海 ｱｻﾉ ｲｻﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
5 長野　成泰 ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｮｳﾀ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
補 井上　選 ｲﾉｳｴ ｽｸﾞﾘ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
補 内田　大賀 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 45 出水中ハンド部２年 中学
1 宮崎　雄大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕｳﾀﾞｲ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 46 不知火中B 中学
2 吉良　侑己 ｷﾗ　ﾕｳｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 46 不知火中B 中学
3 田中　遥琉 ﾀﾅｶ ﾊﾙ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 46 不知火中B 中学
4 山下　圭太 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 46 不知火中B 中学
5 浦上　和樹 ｳﾗｶﾞﾐ　ｶｽﾞｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 46 不知火中B 中学
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1 528 臼井　萌 ｳｽｲ ﾓｴ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
2 529 植松　英子 ｳｴﾏﾂ ﾊﾅｺ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
3 534 堀　このみ ﾎﾘ ｺﾉﾐ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
4 530 大西　優奈 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
5 522 中野　成美 ﾅｶﾉ ﾅﾙﾐ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
補 佐藤　優里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 47 帯山中 中学
1 527 寺澤　莉良 ﾃﾗｻﾜ ﾘﾗ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 48 帯山中 中学
2 1373 松本　美優 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 48 帯山中 中学
3 531 樫村　朱莉 ｶｼﾑﾗ ｱｶﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 48 帯山中 中学
4 526 村田　倫子 ﾑﾗﾀ ﾘﾝｺ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 48 帯山中 中学
5 533 堀　愛心 ﾎﾘ ｱｲﾐ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 48 帯山中 中学
1 415 小山　友佳莉 ｵﾔﾏ ﾕｶﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
2 410 松永　真依 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｲ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
3 409 脇本　愛海 ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
4 416 源嶋　梨乃 ｹﾞｼﾞﾏ ﾘﾉ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
5 414 庄村　花梨 ｼｮｳﾑﾗ ｶﾘﾝ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
補 411 井手尾　華伽 ｲﾃﾞｵ ﾊﾙｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
補 413 野田　永茉 ﾉﾀﾞ ｴﾏ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 49 力合中 中学
1 566 田川　誇子 ﾀｶﾞﾜ ｺｺ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 50 長嶺中Ａ 中学
2 569 中野　仁音 ﾅｶﾉ ﾋﾄﾈ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 50 長嶺中Ａ 中学
3 574 緒方　緋佳里 ｵｶﾞﾀ ﾋｶﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 50 長嶺中Ａ 中学
4 575 北岡　七海 ｷﾀｵｶ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 50 長嶺中Ａ 中学
5 570 本田　うの ﾎﾝﾀﾞ ｳﾉ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 50 長嶺中Ａ 中学
1 565 雪見 麗梨 ﾕｷﾐ ﾏﾘﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 51 長嶺中選抜 中学
2 宮本　ことみ ﾐﾔﾓﾄ ｺﾄﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 51 長嶺中選抜 中学
3 557 井 菜那花 ｲ ﾅﾅｶ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 51 長嶺中選抜 中学
4 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 51 長嶺中選抜 中学
5 556 松山　明日香 ﾏﾂﾔﾏ ｱｽｶ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 51 長嶺中選抜 中学
1 浜松　更羽 ﾊﾏﾏﾂ ｻﾗﾊ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
2 野﨑　望月 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
3 富﨑　みのり ﾄﾐｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
4 田中　愛鈴菜 ﾀﾅｶ ｴﾚﾅ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
5 上村　七星 ｳｴﾑﾗ ﾅﾅｾ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
補 上野　七海 ｳｴﾉ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 52 長嶺中女子バスケットB 中学
1 梶原　菜々美 ｶｼﾞﾜﾗ ﾅﾅﾐ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
2 中村　萌恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
3 中川　蘭 ﾅｶｶﾞﾜ ﾗﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
4 守川　知里 ﾓﾘｶﾜ ﾁｻﾄ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
5 髙木　琳蘭 ﾀｶｷ ﾘﾝﾗ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
補 馬場園　香子 ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ｶｺ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 53 長嶺中女子バスケットA 中学
1 573 松田　遥香 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 54 長嶺中Ｂ 中学
2 572 河嶋　奈々子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 54 長嶺中Ｂ 中学
3 568 杉谷　美咲 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 54 長嶺中Ｂ 中学
4 571 中村　柚月 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 54 長嶺中Ｂ 中学
5 桑島　かなえ ｸﾜｼﾞﾏ ｶﾅｴ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 54 長嶺中Ｂ 中学
1 312 森　真叶 ﾓﾘ ﾏﾅｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
2 310 上野　佑舞 ｳｴﾉ ﾕﾏ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
3 307 内野　智南 ｳﾁﾉ ﾁﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
4 311 鍋島　花凛 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶﾘﾝ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
5 313 緒方　照紗 ｵｶﾞﾀ ﾃﾙｻ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
補 309 山本　心愛 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺｱ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
補 304 佐藤　碧泉 ｻﾄｳ ｱｵｲ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 55 阿蘇中 中学
1 185 田中　晴菜 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
2 182 前田　麗奈 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
3 181 坂東　瑛梨 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ   ｴﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
4 183 栁瀬　唯希 ﾔﾅｾ ﾕｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
5 184 西本　亜莉紗 ﾆｼﾓﾄ ｱﾘｻ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
補 187 深見　春菜 ﾌｶﾐ ﾊﾙﾅ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
補 186 石坂　彩貴 ｲｼｻﾞｶ ｻｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 56 西合志南中 中学
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1 369 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
2 346 木原　陽菜聖 ｷﾊﾗ ﾋﾅｾ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
3 343 宮本　朋加 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
4 347 守島　琴美 ﾓﾘｼﾏ ｺﾄﾐ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
5 349 古閑　彩華 ｺｶﾞ ｱﾔｶ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
補 351 水村　鈴菜 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾚﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
補 373 鷹巣　心音 ﾀｶｽ ｺｺﾈ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 57 益城中　Ａ 中学
1 350 猿渡　心優 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾐﾕ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
2 353 北村　天音 ｷﾀﾑﾗ ｱﾏﾈ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
3 336 前田　桃佳 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
4 340 渡辺　七海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
5 352 河端　桃華 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓﾓｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
補 344 守山　明希 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
補 371 宮嵜　心華 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 58 益城中　Ｂ 中学
1 429 東　里奈 ﾋｶﾞｼ ﾘﾅ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
2 北村　詩 ｷﾀﾑﾗ ｳﾀ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
3 426 藏谷　真奈 ｸﾗﾀﾆ ﾏﾅ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
4 424 大林　真子 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｺ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
5 425 髙永　叶夢 ﾀｶﾅｶﾞ ｶﾅﾒ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
補 423 内田　来瑠乃 ｳﾁﾀﾞ ｸﾙﾉ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
補 417 村田　怜奈 ﾑﾗﾀ ﾚﾅ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 59 北部中 中学
1 517 橋口　紗羽 ﾊｼｸﾞﾁ ｻﾜ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
2 510 村方　ひより ﾑﾗｶﾀ ﾋﾖﾘ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
3 513 浦川　芽里奈 ｳﾗｶﾜ ﾒﾘﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
4 518 満田　悠子 ﾐﾂﾀ ﾕｳｺ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
5 508 緒方　安奈 ｵｶﾞﾀ ｱﾝﾅ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
補 521 藤原　花音 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
補 509 満冨　七楓 ﾐﾂﾄﾐ ﾅﾅｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 60 熊本西原中 中学
1 611 池田　ひかり ｲｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 3 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
2 605 木村　野々花 ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
3 607 飯干　萌々華 ｲｲﾎﾞｼ ﾓﾓｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
4 610 飯干　菜々華 ｲｲﾎﾞｼ ﾅﾅｶ 1 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
5 462 國吉　南美輝 ｸﾆﾖｼ ﾅﾐｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
補 459 畑中　美希 ﾊﾀﾅｶ ﾐｷ 2 熊　本 (C)中学１０ｋｍ 61 出水中陸上部 中学
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1 2003 羽矢　治郎 ﾊﾔ ｼﾞﾛｳ 48 熊　本 一般２部１０ｋｍ 62 正月太り 一般
2 木村　啓介 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 62 正月太り 一般
3 小川　友里枝 ｵｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 34 熊　本 一般２部１０ｋｍ 62 正月太り 一般
4 田原　慧一 ﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 29 熊　本 一般２部１０ｋｍ 62 正月太り 一般
5 羽矢　勇助 ﾊﾔ ﾕｳｽｹ 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 62 正月太り 一般
1 吉本　達郎 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
2 宅島　裕昭 ﾀｸｼﾏ ﾋﾛｱｷ 44 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
3 岩下　雅明 ｲﾜｼﾀ ﾏｻｱｷ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
4 西本　圭一郎 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
5 藤森　幸生 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾁｵ 65 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
補 森　昭二郎 ﾓﾘ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
補 桑原　幸嗣 ｸﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 55 熊　本 一般２部１０ｋｍ 63 マリスト教職員A 一般
1 水牧　孝文 ﾐｽﾞﾏｷ ﾀｶﾌﾐ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
2 浅井　幸代 ｱｻｲ ｻﾁﾖ 45 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
3 本村　加奈子 ﾓﾄﾑﾗ ｶﾅｺ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
4 佐藤　誠二 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 44 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
5 武井　信 ﾀｹｲ ｼﾝ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
補 松本　成美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
補 岡部　江里子 ｵｶﾍﾞ ｴﾘｺ 45 熊　本 一般２部１０ｋｍ 65 マリスト教職員B 一般
1 伊達　朗 ﾀﾞﾃ ｱｷﾗ 46 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
2 上山　拓美 ｳｴﾔﾏ ﾀｸﾐ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
3 吉廣　誠 ﾖｼﾋﾛ ﾏｺﾄ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
4 村井　孝年 ﾑﾗｲ ﾀｶﾈ 42 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
5 平田　泰章 ﾋﾗﾀ ﾔｽｱｷ 44 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
補 北田　薫 ｷﾀﾀﾞ ｶｵﾙ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
補 中村　忍 ﾅｶﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 45 熊　本 一般２部１０ｋｍ 66 マリスト教職員C 一般
1 今里　智千加 ｲﾏｻﾄ ﾄﾓﾁｶ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
2 平尾　綱基 ﾋﾗｵ ｺｳｷ 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
3 早稲田　大輔 ﾜｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
4 工藤　龍之介 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
5 今村　翔 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
補 下川　順 ｼﾓｶﾜ ｼﾞｭﾝ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
補 鶴田　航海 ﾂﾙﾀ ｺｳｶｲ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 67 帯山中 一般
1 石原　正朗 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｱｷ 44 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
2 片岡　昌哉 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾔ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
3 児嶋　峰行 ｺｼﾞﾏ ﾐﾈﾕｷ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
4 吉田　光寿 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
5 齋藤　奈央也 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
補 清水　友貴 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾀｶ 22 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
補 坂本　諒 ｻｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 68 血液センターA 一般
1 大久保　三良 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾖｼ 55 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
2 續　隆文 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 55 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
3 丸山　由彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 58 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
4 林田　義憲 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 61 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
5 寺尾　泰広 ﾃﾗｵ ﾔｽﾋﾛ 64 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
補 堀　里栄 ﾎﾘ ﾘｴ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
補 松島　奈穂美 ﾏﾂｼﾏ ﾅﾎﾐ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 69 血液センターB 一般
1 小野川　勇二 ｵﾉｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
2 大木　真 ｵｵｷ ﾏｺﾄ 34 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
3 東田　洋次 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 45 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
4 西山　英治 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 51 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
5 岩尾　航希 ｲﾜｵ ｺｳｷ 41 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
補 石田　明夫 ｲｼﾀﾞ ｱｷｵ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
補 鬼塚　倫太郎 ｵﾆﾂﾞｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 70 熊本高専・弥次さんチーム 一般
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1 石田　明夫 ｲｼﾀﾞ ｱｷｵ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
2 萩原　はるか ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
3 高倉　健一郎 ﾀｶｸﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 42 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
4 鬼塚　倫太郎 ｵﾆﾂﾞｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
5 美川　潔 ﾐｶﾜ ｷﾖｼ 60 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
補 小野川　勇二 ｵﾉｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
補 岩尾　航希 ｲﾜｵ ｺｳｷ 41 熊　本 一般２部１０ｋｍ 71 熊本高専・喜多さんチーム 一般
1 内野　誠治 ｳﾁﾉ ｾｲｼﾞ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 72 熊本山鹿ＲＣ　Ａ 一般
2 渡辺　暁雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 34 熊　本 一般２部１０ｋｍ 72 熊本山鹿ＲＣ　Ａ 一般
3 中村　貴明 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 72 熊本山鹿ＲＣ　Ａ 一般
4 宮崎　真悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 32 熊　本 一般２部１０ｋｍ 72 熊本山鹿ＲＣ　Ａ 一般
5 平金　健 ﾋﾗｶﾞﾈ ﾀｹﾙ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 72 熊本山鹿ＲＣ　Ａ 一般
1 丸山　泰輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ 34 熊　本 一般２部１０ｋｍ 73 熊本山鹿ＲＣ　Ｂ 一般
2 中村　雄二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 46 熊　本 一般２部１０ｋｍ 73 熊本山鹿ＲＣ　Ｂ 一般
3 工藤　由美 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 73 熊本山鹿ＲＣ　Ｂ 一般
4 久米　隆道 ｸﾒ ﾀｶﾐﾁ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 73 熊本山鹿ＲＣ　Ｂ 一般
5 石川　涼一 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 73 熊本山鹿ＲＣ　Ｂ 一般
1 林田　泰志 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｲｼ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
2 友口　貴裕 ﾄﾓｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
3 志賀　　裕 ｼｶﾞ ﾋﾛｼ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
4 西村　健太 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 32 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
5 上長　　禎 ｳｴﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
補 上村　和裕 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 49 熊　本 一般２部１０ｋｍ 74 熊本市消防局 一般
1 矢田　裕貴 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 75 中央消防署 一般
2 北原　聡 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 75 中央消防署 一般
3 椎葉　佳朗 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 75 中央消防署 一般
4 榎　　健斗 20 熊　本 一般２部１０ｋｍ 75 中央消防署 一般
5 江上　雄真 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 75 中央消防署 一般
1 中島　義生 22 熊　本 一般２部１０ｋｍ 76 中央消防署 一般
2 寺田　幹史 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 76 中央消防署 一般
3 古賀　貴也 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 76 中央消防署 一般
4 奥村　敬太 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 76 中央消防署 一般
5 益崎　慎太郎 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 76 中央消防署 一般
1 上長　禎 ｳｴﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
2 吉川　岳志 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
3 原口　怜 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾘｮｳ 32 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
4 狩集　慎仁 ｶﾘｱﾂﾏﾘ ﾏｺﾄ 32 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
5 小佐井　鏡輔 ｺｻｲ ｷｮｳｽｹ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
補 塚本　倫充 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾘﾐﾂ 44 熊　本 一般２部１０ｋｍ 77 中央消防署南熊本庁舎 一般
1 三原　康平 ﾐﾊﾗ ｺｳﾍｲ 20 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
2 南部　英亮 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
3 宮本　大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
4 川畑　圭 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲ 20 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
5 谷　卓耶 ﾀﾆ ﾀｸﾔ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
補 芹岡　弘樹 ｾﾘｵｶ ﾋﾛｷ 20 熊　本 一般２部１０ｋｍ 78 東消防署 一般
1 一安　剛 ｲﾁﾔｽ ﾂﾖｼ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 79 消防局植木出張所 一般
2 稲員　広大 ｲﾅｶｽﾞ ｺｳﾀﾞｲ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 79 消防局植木出張所 一般
3 堀田　誠也 ﾎﾘﾀ ｾｲﾔ 38 熊　本 一般２部１０ｋｍ 79 消防局植木出張所 一般
4 片岡　敬博 ｶﾀｵｶ ﾀｶﾋﾛ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 79 消防局植木出張所 一般
5 安田　将士 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 79 消防局植木出張所 一般
1 横矢　貴大 ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
2 福島　大地 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
3 南　　達彦 ﾐﾅﾐ ﾀﾂﾋｺ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
4 鎌田　　健 ｶﾏﾀ ｹﾝ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
5 西田　伶渡 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
補 遠山　幸希 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 80 南消防署Ｐ 一般
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NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 林田　貴政 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 81 南消防署川尻 一般
2 木本　凌介 ｷﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 81 南消防署川尻 一般
3 前村　優太 ﾏｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 81 南消防署川尻 一般
4 山元　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 81 南消防署川尻 一般
5 藤野　巧実 ﾌｼﾞﾉ ﾀｸﾐ 21 熊　本 一般２部１０ｋｍ 81 南消防署川尻 一般
1 筧　　拓磨 ｶｹｲ ﾀｸﾏ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
2 富山　大輔 ﾄﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
3 松本　祥 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
4 石田　賢一 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
5 上村　和裕 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 49 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
補 遠山　幸希 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 82 南消防署Ｍ 一般
1 角田　隆輔 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 52 熊　本 一般２部１０ｋｍ 83 ＫＲＣＲＣ－Ａ 一般
2 谷　直樹 ﾀﾆ ﾅｵｷ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 83 ＫＲＣＲＣ－Ａ 一般
3 井上　尚樹 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 83 ＫＲＣＲＣ－Ａ 一般
4 古閑　香織 ｺｶﾞ ｶｵﾘ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 83 ＫＲＣＲＣ－Ａ 一般
5 江島　智彦 ｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 83 ＫＲＣＲＣ－Ａ 一般
1 森　正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ 42 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
2 福田　達宏 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
3 徳嶋　真佐幸 ﾄｸｼﾏ ﾏｻﾕｷ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
4 東　祥大 ﾋｶﾞｼ ｼｮｳﾀ 38 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
5 菅原　丈志 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 50 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
補 楠原　正太 ｸｽﾊﾗ ｼｮｳﾀ 29 熊　本 一般２部１０ｋｍ 84 ＫＲＣＲＣ－Ｂ 一般
1 木村　拓郎 ｷﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 85 ASO水曜日練習会 一般
2 中嶋　貴則 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 85 ASO水曜日練習会 一般
3 郷　良尚 ｺﾞｳ ﾖｼﾋｻ 19 熊　本 一般２部１０ｋｍ 85 ASO水曜日練習会 一般
4 山本　武史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 85 ASO水曜日練習会 一般
5 上野　雄一朗 ｳｴﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 38 熊　本 一般２部１０ｋｍ 85 ASO水曜日練習会 一般
1 東　大智 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲﾁ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 86 ＤＲＴ 一般
2 藤本　誠也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 86 ＤＲＴ 一般
3 大石　遼 ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 86 ＤＲＴ 一般
4 上原　一輝 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 86 ＤＲＴ 一般
5 難波　智徳 ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓﾉﾘ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 86 ＤＲＴ 一般
1 赤木　俊介 ｱｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 87 ＤＲＴ 一般
2 小林　滉平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 87 ＤＲＴ 一般
3 高宗　昴平 ﾀｶﾑﾈ ｺｳﾍｲ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 87 ＤＲＴ 一般
4 浅田　寛喜 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｷ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 87 ＤＲＴ 一般
5 吉川　晧貴 ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ 2 熊　本 一般２部１０ｋｍ 87 ＤＲＴ 一般
1 宮崎　誠道 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
2 西岡　佐知子 ﾆｼｵｶ ｻﾁｺ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
3 入江　和也 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾔ 50 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
4 福田　百合子 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘｺ 50 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
5 丸山　佳代 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾖ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
補 廣松　直美 ﾋﾛﾏﾂ ﾅｵﾐ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 88 熊本CTC強かっぞ 一般
1 松永　健裕 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
2 桝永　信市 ﾏｽﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 60 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
3 福嶋　淳子 ﾌｸｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
4 佐藤　沙恵 ｻﾄｳ ｻｴ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
5 河村　智彦 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
補 廣松　久美 ﾋﾛﾏﾂ ｸﾐ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 89 熊本CTC凄かっぞ 一般
1 鈴木　圭太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
2 草野　耕平 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 30 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
3 宮本　和幸 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
4 森　奈津代 ﾓﾘ ﾅﾂﾖ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
5 福田　悠平 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
補 廣松　正景 ﾋﾛﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 90 熊本CTC速かっぞ 一般
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1 3522 吉村　文長 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾅｶﾞ 50 熊　本 一般２部１０ｋｍ 92 菊南病院A 一般
2 菊池　真 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 92 菊南病院A 一般
3 板崎　雄樹 ｲﾀｻﾞｷ ﾕｳｷ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 92 菊南病院A 一般
4 福薗　貴丸 ﾌｸｿﾞﾉ ﾀｶﾏﾙ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 92 菊南病院A 一般
5 松永　匡史 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾌﾐ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 92 菊南病院A 一般
1 甲斐　江里子 ｶｲ ｴﾘｺ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
2 真殿　拓也 ﾏﾄﾞﾉ ﾀｸﾔ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
3 吉田　岳史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
4 遠藤　公誉 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾐｵ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
5 白石　亜希子 ｼﾗｲｼ ｱｷｺ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
補 松村　和輝 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾃﾙ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 93 菊南病院B 一般
1 藤野　順子 ﾌｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 48 熊　本 一般２部１０ｋｍ 94 菊南病院C 一般
2 中嶋　朋子 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 94 菊南病院C 一般
3 高田　真理 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾘ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 94 菊南病院C 一般
4 中村　洋子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 94 菊南病院C 一般
5 木村　直哉 ｷﾑﾗ ﾅｵﾔ 25 熊　本 一般２部１０ｋｍ 94 菊南病院C 一般
1 江藤　美沙 ｴﾄｳ ﾐｻ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 95 菊南病院D 一般
2 小川　陽平 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 95 菊南病院D 一般
3 相馬　荘介 ｿｳﾏ ｿｳｽｹ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 95 菊南病院D 一般
4 和田　昴也 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾔ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 95 菊南病院D 一般
5 宮崎　真衣 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 22 熊　本 一般２部１０ｋｍ 95 菊南病院D 一般
1 下吹越　拓也 ｼﾓﾋｺﾞｼ ﾀｸﾔ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
2 堤　万悠子 ﾂﾂﾐ ﾏﾕｺ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
3 桑原　雄貴 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｷ 26 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
4 蓮池　杏奈 ﾊｽｲｹ ｱﾝﾅ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
5 岡田　浩一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
補 小橋口　誠也 ｺﾊｼｸﾞﾁ ｾｲﾔ 42 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
補 三浦　祐史 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 50 熊　本 一般２部１０ｋｍ 96 肥後銀行Ａ 一般
1 小出　優希 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ 28 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
2 上野　由香子 ｳｴﾉ ﾕｶｺ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
3 前田　直也 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
4 石窪　佳奈 ｲｼｸﾎﾞ ｶﾅ 24 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
5 岩本　慎一郎 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
補 西村　一秀 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 31 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
補 田口　幸喜 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 51 熊　本 一般２部１０ｋｍ 97 肥後銀行Ｂ 一般
1 木村　元哉 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝｻｲ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 98 ハマダヤRC&竜北クラブ 一般
2 松尾　政孝 ﾏﾂｵ ﾏｻﾀｶ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 98 ハマダヤRC&竜北クラブ 一般
3 木下　功史 ｷﾉｼﾀ ｺｳｼ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 98 ハマダヤRC&竜北クラブ 一般
4 山口　秀義 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾃﾖｼ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 98 ハマダヤRC&竜北クラブ 一般
5 一野　大輔 ｲﾁﾉ ﾀﾞｲｽｹ 熊　本 一般２部１０ｋｍ 98 ハマダヤRC&竜北クラブ 一般
1 田尻　貴之 ﾀｼﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
2 田中　嘉隆 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
3 岩村　正剛 ｲﾜﾑﾗ ｾｲｺﾞｳ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
4 中熊　英二 ﾅｶｸﾞﾏ ｴｲｼﾞ 33 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
5 守田　泰隆 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾀｶ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
補 山本　崇 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 99 不知火JRC後宴会 一般
1 坂本　健一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 27 熊　本 一般２部１０ｋｍ 100 尚絅ダイナマイツ 一般
2 白石　学嗣 ｼﾗｲｼ ｶﾞｸｼﾞ 41 熊　本 一般２部１０ｋｍ 100 尚絅ダイナマイツ 一般
3 石原　優花 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｶ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 100 尚絅ダイナマイツ 一般
4 恒松　伸康 ﾂﾈﾏﾂ ﾉﾌﾞﾔｽ 52 熊　本 一般２部１０ｋｍ 100 尚絅ダイナマイツ 一般
5 三岳　柾智 ﾐﾂﾀｹ ﾏｻﾄﾓ 23 熊　本 一般２部１０ｋｍ 100 尚絅ダイナマイツ 一般
1 井上　光 ｲﾉｳｴ ﾋｶﾙ 43 熊　本 一般２部１０ｋｍ 101 プッレッシャーズ 一般
2 平川　俊介 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 101 プッレッシャーズ 一般
3 森山　裕之 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 35 熊　本 一般２部１０ｋｍ 101 プッレッシャーズ 一般
4 稲冨　修 ｲﾅﾄﾞﾐ ｵｻﾑ 53 熊　本 一般２部１０ｋｍ 101 プッレッシャーズ 一般
5 高木　善教 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾕｷ 37 熊　本 一般２部１０ｋｍ 101 プッレッシャーズ 一般



一般二部10km

NO 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録 種目 所属番号 所属 種別
1 宮崎　新一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 47 熊　本 一般２部１０ｋｍ 102 ＧＢＶＢＣ 一般
2 福江　亮一 ﾌｸｴ ﾘｮｳｲﾁ 36 熊　本 一般２部１０ｋｍ 102 ＧＢＶＢＣ 一般
3 樋口　太 ﾋｸﾞﾁ ﾌﾄｼ 41 熊　本 一般２部１０ｋｍ 102 ＧＢＶＢＣ 一般
4 橋口　誠一 ﾊｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 41 熊　本 一般２部１０ｋｍ 102 ＧＢＶＢＣ 一般
5 菊池　巨樹 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 40 熊　本 一般２部１０ｋｍ 102 ＧＢＶＢＣ 一般
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