
男子（混合）の部

NO チーム名 監督氏名 【1区】氏名 【2区】氏名 【3区】氏名 【4区】氏名 【5区】氏名 【補員1】氏名 【補員2】氏名
1 岱明アスリートクラブＡ 永井和昭 松倉　涼大 濱崎　弦士 金井　亮介 南本　和顯 寺岡　那由汰 宮本　真志 外田　昇太郎
2 岱明アスリートクラブB 永井和昭 嶋田　大悟 大村　蓮夢 草野　愛斗 岸田　源明 西山　綾太 寺岡　はると 案浦　りゅうじ
3 不知火ＪＲＣ 石島真澄 鍬田　泰聖 中熊　勇輝 田中　那歩 松井　和篤 水谷　蒼空 塚本　怜 西坂　瑚花
4 荒尾J A C 田中雅之 藤原　嘉貴 本園　虹扉 本山　愁晴 西川　宇竜 井形　優斗 市山　玲斗 杉本　夏樹
5 太田郷ジュニアBOY 中島遼志 北岡　征優 鶴山　稜太 市村　優弥 船津　夏輝 堀田　昇吾
6 太田郷ジュニアOK？ 中島遼志 星田　龍之介 増川　侑真 北田　翔大 森山　璃久 山元　志琉
7 太田郷ジュニアJAPAN 中島遼志 松田　和 中島　杏南 坂ノ上　愛美 釜　尚希 島田　康平
8 あみつジュニア 正木潤 野村　太真 山内　夢湧 船橋　和慎 牧本　晃志郎 平江　勇盛 勝永　龍貴 稲田　應祐
9 長洲ＪＲＣ 酒井光博 横尾　駿 寺田　伊央里 猿渡　結斗 古澤　叶愛 北島　優一郎 井藤　勘助 村里　明花

10 クラブおおづ 松下浩二 中島　高志 田中　雅人 安藤　理仁 石田　兜真 西村　凌 有馬　瑞貴 宮本　隼輔
11 くまもとランプロ竜北 山本崇 野口　健志 山本　百日花 岩城　心 下川　愛加 木下　奈々歌 下川　明紗 木野　龍仁
12 SCC宇城 山本崇 鍬田　大洋 丸山　柊真 河野　末來 田村　仁 河野　光一郎 稲津　拓真 長野　翔
13 SCC宇城、竜北 山本崇 稲津　拓真 長野　翔 松田　和 下川　明紗 木野　龍仁
14 小国ＪＲＣ 武田直也 坂田　明優 佐藤　悠仁 穴見　拓翔 坂田　和陽 橋本　京弥 椿山　正 長尾　悠雅
15 FORMULA　K 荒木宏太 荒木琉偉 中村遥希 福田啓貴 菊川諒 市村一郎 内野遥翔
16 氷川町ジュニア陸上部 秋山亮 加納蓮嗣 四宮咲弥 元田大翔 四宮裕恒 久保田晴輝 秋山晃 繁村清士朗
17 菊池アスリート 松田英司 梨子本　駿 井上　幸音 森田　章太郎 富﨑　肇 松岡　朋哉 後藤　悠輝 堀本　航聖
18 松島陸上クラブ 岩永匡史 福島　佑駿 山坂　明門 福島　有縁 浦山　登生 宮﨑　晴都 久保　結叶 瀬川　遥樹
19 KURS　～Brave～ 平野龍 中尾　光希 豊増　大翔 吉村　伊緒 松川　智飛 木野　舜大
20 KURS　～Spirit～ 平野龍 緒方　大和 松田　大輝 立花　大路 宇治野　光 山下　颯太 寺本　隼都 日置　颯
21 上天草ドリームズＳＵＳ 下村さやか 益田　湧貴 高山　祥 双原　由理江 尾石　愛呼 渡辺　千尋 森本　和 磯口　侑吾
22 ＮＳＡＣ 堺大良 松山　周平 小山　穂夏 松野　裕真 久木田　龍翔 桑田　広葉
23 高平台鬼ごっこ部 岩野隆弘 平田凛空 稲垣昴生 池田夢佳 野田琉晟 岩野優心
24 RUNアシスト 永澤翔世 坂口大翔 渡邉虹童 東駿佑 黒田悠斗 鎌田翔太郎 平野真聖 舛元悠人
25 RUNアシスト 永澤翔世 萩野宗太 藪陽麻 生田晴琉 冨田龍生 舛元亮輔 緒方優志 濱中大河
26 泉ヶ丘AC 西浦　裕一 野澤　来夢 西浦　空 谷口　悠人 道本　太郎 坂本　旭
27 真心館少年柔道クラブ 中村哲也 中馬場　桃葉 宮本　彩翔 森　幹太 中原　弘翔 下村　修平 江藤　礼 佐伯　梗丞
28 松高陸上クラブA 有馬政一 志水　秀宇 杉山　輝志郎 清水　悠羽 吉田　珀勇雅 下松谷　柊 山田　希実
29 松高陸上クラブB 山下依里 増田　敬大 山下　拓斗 浦里　蒼空 江操　煌芽 岡本　来輝 冨永　悠晋
30 松高陸上クラブC 平野繁子 吉田　拓真 山下　彩花 宮田　花音 藤田　和希 西川　遥翔 瀨髙　瞭太郎
31 Ｍａｅｄａアスリートクラブ 前田浩二 上村　絆貴 中村　昊心 仁井本　翔馬 澤田　創 小馬田　将 平松　歩 清田　大成
32 高SPO 楢木野秀徳 楢木野　巧 中川　徠斗 山田　聖亜斗 荒牧　颯大 小林　豪太 篠田　佳吾 荒牧　聖弥
33 MIYUKI８ 楠田博文 小﨑　舜太郎 楠田　然 波戸崎　凌大 杉山　瑠香 藤江　悠大 藤江　莉織 楠田　凛月
34 ドリームみなまた 宮﨑容一 福田　陽仁 中村　天茶 上田　充琉 斉藤　里菜 南畝　翠麗
35 広安西小男子ACE 渕瀬貴治 内藤　健太 富田　浩成 田代　智駿 藤瀬　大和 出田　修也 中山　大地 山村　茉莉愛



男子（混合）の部

NO チーム名 監督氏名 【1区】氏名 【2区】氏名 【3区】氏名 【4区】氏名 【5区】氏名 【補員1】氏名 【補員2】氏名
36 広安西小男子BEST 渕瀬貴治 北川　慧 作取　優汰 水野　天悠 中嶋　健人 小門　礼和 井芹　星琉 岡元　佑太
37 チーム武蔵1 播正和房 堀川　賢誠 永田　湊 立山　瑠梛 玉木　英乃進 髙瀬　新太 林田　竜空 川口　拓久
38 チーム武蔵2 播正和房 川上　翔太郎 宮原　章成 林田　晋乃丞 原　麟太朗 林田　壮眞 宮原　康成 林田　侑之慎
39 チーム武蔵3 播正和房 西岡　幸恩 米村　鷹徳 太田　英翔 吉山　楓駕 高野　絆 西岡　福恩
40 チーム武蔵4 播正和房 江副　武 野田　春人 積本　道八 島田　樹 松永　稜 野田　裕人 松永　海翔
41 ユウキスポーツclub A 上村帝 大平　眞也 村上　優人 大島　択 新田　隼人 岩根　拓海
42 りゅうた 西島徹郎 黄檗　愛斗 米口　聖悟 藤岡　柊太 森　陽登 倉橋　健斗 倉橋　瑛太 坂本　遼都
43 龍田なかよじ 西島徹郎 石渕　由規 本田　颯真 村上　纏　 石田　伊吹 吉野　龍輝 伊佐坂　蓮 左今　雄琉
44 ドラゴンキッズ 西島徹郎 桐原　啓護 小山　倖平 高橋　佑弥 江口　遼 土肥　勇稀 市原　徠玖 土肥　亮太
45 きららＡ 緒方大地 山本　龍輝 友田　煌海 山下　莉歩 友田　絆 村﨑　琢望
46 きららＢ 緒方実 岡村　琉之介 緒方　翔樹 山村　蓮掌 山本　光姫 北原　直紀 山下　大維夢 高石　虎太朗
47 BELIEVE 吉松千草 中嶋祐太 中嶋　拓実 植山　たくみ 西山　豊 佐藤　泉 笹川　翔球 和田　涼音
48 アスリートワーク 大貫智義 村上 広大 村田 悠斗 恒松 侑大 水野 結太 福原 歩 寺井 卓ノ心 花田 厚親
49 チーム花園 坂口貴彦 坂本智哉 坂本琴音 佃由依菜 松野政嵩 片山凉 松野兎萌
50 美咲野小学校 筑紫聖悟 笠野　陽 原田　真輝 川端健生 松本隆希 吉永凌大
51 SHIRANUI pari 出田　千尋 久保田　彩斗 下田　佳佑 井山　聖翔 橋本　理玖 田上　仁彦 湯野　颯士



女子の部

NO チーム名 監督氏名 【1区】氏名 【2区】氏名 【3区】氏名 【4区】氏名 【5区】氏名 【補員1】氏名 【補員2】氏名
1 大浜学童SCミニバスケット 坂田登子 坂田　涼葉 福田　美桜 福留　愛映 清田　麻裕 小山　美智 小山　奈都美
2 岱明アスリートクラブ 門前勝廣 福島　まひる 馬場　日那乃 中嶋　美羽 柴尾　菜摘 西村　美優 瀧下　那奈 福島　まりん
3 荒尾J A C 田中雅之 吉里　紗和 松山　悠南 池田　早希 香田　光稀 本山　怜実 内野　花笑
4 令和陸上クラブ 本明清男 岩本　笑未 平本　悠夏 平本　花 野中　心愛 上村　愛
5 太田郷ジュニアキティ 中島遼志 濱田　真海子 堂脇　颯栞 内山　心結 百田　有里 鶴山　彩絢
6 太田郷ジュニアササカヒハ 中島遼志 稲田　朔菜 松本　紗奈 中島　栞南 和田　妃菜乃 中村　陽菜
7 あみつジュニア 江副敬士朗 江副　夏穂 今村　咲月 野村　ひいろ 益田　陽菜 坂田　千子 藤本　さくら 木村　玲綺
8 長洲ＪＲＣ 酒井光博 西川　侑里 中島　愛那 町井　里穂 高松　春花 福田　みさ 大岡　柚穂 谷岡　航来
9 クラブおおづ 山本明香 山本　千祥 西　蒼衣 川原　明恵 和田　玲菜 中務　澪 北川　桜子

10 小国ＪＲＣ 武田直也 杉安　一葉 佐藤　蒼依 秋吉　志桜織 長尾　望愛 武田　結衣 荒尾　光月希 橋本　彩礼
11 ＮＪＡＣガールズ 古木秀明 渡邊　琴友 山口　ゆず 池下　美空 飯星　月杏 山本　来莉 竹村　智心 仲村　香春
12 菊池アスリート 松田英司 平山　藍々花 廣川　楓華 上田　明佳 隈部　琴乃 大野　颯 緒方　陽菜 渡辺　莉々加
13 松島陸上クラブ 岩永匡史 植野　紗代子 吉坂　梨愛 西村　琉花 鎌田　あかり 野崎　菜月
14 KURS　～Blossom～ 平野龍 黒岩　美羽 横山　琉奈 岩下　聖奈 坂本　彩風 村山　巴南 隈部　凪紗 森山　咲月
15 KURS　～Rose～ 平野龍 宮崎　音花 岡　綾乃 原　優花 清田　美結 丹羽　夢美 中尾　杏佳 安田　眞咲
16 KURS　～SAKURA～ 平野龍 安髙　夕萌莉 立原　さくら 松岡　こはる 岡　みつき 今屋　紗和子 恒松　晴 神保　香穂
17 RUNアシスト 永澤翔世 田嶋蓮華 冨田紫月 宮田彩世 山口葵 野田一花 大田彩夏 米村碧唯
18 泉ヶ丘AC 西浦裕一 西浦　花 福島　千尋 福島　心晴 渡辺　咲都 中間　璃音
19 ＭａｅｄａアスリートクラブＡ 前田浩二 樋口　心由羽 山下　想 石田　皐綾 園原　優芽 山崎　羽稀 笠　朱日菜 楠下　結生
20 ＭａｅｄａアスリートクラブB 前田浩二 佐伯　碧衣 梅田　咲 矢賀部　里帆 江嶋　梨愛 江嶋　櫻梛 澤田　月穂   森下　夢弓
21 高SPO 本川宰 志賀　心美 芹口　乃莉香 篠田　侑里 安方　咲空 桐原　心和 除田　桜姫
22 広安西小女子DREAM 渕瀬貴治 藤本　珠凜 下田　紗暉 福山　由季 福田　千紘 森田　美結 森川　亜子 西田　実華
23 広安西小女子SMILE 渕瀬貴治 小林　柚夏 万江　よしの 宮本　梨央 倉岡　美緒 田中　李佳 谷川　椿 栗原　夕姫
24 チーム武蔵5 播正和房 河﨑　杏珠 小池　凜 島田　紗希 川口　紗奈 原　あかり 梅澤　ののか
25 チーム武蔵6 播正和房 荒堀　那々美 上村　都和 前村　莉穂 増見　秋乃 玉木　乃恵 上村　紗和
26 チーム武蔵7 播正和房 森　桜愛 高野　由奈 荒川　美玲 上米良　皐月 吉山　美波 田中　ひなの 田中　ことの
27 ユウキスポーツclub B 上村帝 加藤　由惟 松永　あさ美 後藤　結香 藤永　理央奈 小浦　美月
28 ユウキスポーツclub C 上村帝 高橋　美直 中隺　萌々華 平井　心結 中嶋　七海 仲摩　実桜
29 First Step 守田浩一 上村美月 中塚葵 佐美三ひなた 守田結稀 坂本飛鳥
30 楠浦陸上クラブ 大中靖 岡村　空 宮崎　芙美 村尾　桃佳 袋田　千愛 嶋尾　若菜 岡　優歩 中村　茉奈
31 美咲野小学校A 長谷野二郎 坂本虹菜 坂本陽菜 前田愛結 岩﨑莉乃 北山凛 小野璃子
32 美咲野小学校B 星子寛弥 北里香里奈 福永雫月 今村榎心 黒木星空 永留瑠華 森田羽菜
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