
レーン NO. ニックネーム タイム

1 1 金城 雅明 キンジョウ マサアキ まさきん ：

2 2 竹村 純一 タケムラ ジュンイチ タケちゃんマン ：

3 3 飯田 妙子 イイダ タエコ たえこ ：

4 4 松本 直 マツモト スナオ まつもと ：

5 5 藤元 幸人 フジモト ユキト ゆきと ：

6 6 相田 千尋 ソウダ チヒロ ちひろ ：

7 7 上村 美博 ウエムラ ヨシヒロ Y!mobile ：

8 8 野村 公禎 ノムラ キミヒサ ポレポレB ：

9 9 水本 光一 ミズモト コウイチ ぴかいち ：

10 10 有理 絹原 ユウリ キヌハラ ゆうり ：

11 11 宮本 美保 ミヤモト ミホ バム ：

12 12 米本 周世 ヨネモト シュウセイ YONE ：

13 13 桑本 昭憲 クワモト アキノリ くわもん ：

14 14 近村 政徳 チカムラ マサノリ chikap ：

15 15 野口 楓 ノグチ カエデ かえで ：

16 16 吉田 功成 ヨシダ コウセイ イチロー ：

17 17 青山 保子 アオヤマ ヤスコ 熊まき ：

TRACK SESSION KUMAMOTO

１組目（設定タイム：5’00”～7’00”）

氏名



レーン NO. ニックネーム タイム

1 18 平川 晃 ヒラカワ アキラ 平川 ：

2 19 佐藤 栄一 サトウ エイイチ SATO ：

3 20 奥田 信也 オクダ シンヤ shinya ：

4 21 坂井 信之 サカイ ノブユキ のぶ ：

5 22 浅野 友紀 アサノ ユウキ ASANO ：

6 23 坂本 利孝 サカモト トシタカ まちや ：

7 24 川口 康博 カワグチ ヤスヒロ yasu ：

8 25 杉本 浩介 スギモト コウスケ こうすけ ：

9 26 吉海 尚志 ヨシガイ ナオシ ヨシガイ ：

10 27 堺 恵美子 サカイ エミコ さかい ：

11 28 堺 朋子 サカイ トモコ さかい ：

12 29 緒方 健一郎 オガタ ケンイチロウ ケン ：

13 30 田畑 美和子 タバタ ミワコ ことりん ：

14 31 吉田 智樹 ヨシダ トモキ ともきさん ：

15 32 中村 章二 ナカムラ ショウジ 中村 章二 ：

16 33 福田 慎太郎 フクダ シンタロウ shintaro fukuda ：

17 34 伊集院 国博 イジュウイン クニヒロ クニさん ：

18 35 高田 雅裕 タカダ マサヒロ まさくん ：

19 36 是枝 有紀 コレエダ ユキ これえだ ：
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２組目（設定タイム：4’45”～4’15”）

氏名



レーン NO. ニックネーム タイム
1 37 須藤 亮介 ストウ リョウスケ ビールランナー ：
2 38 箱田 雅也 ハコダ マサヤ マー坊 ：
3 39 甲斐 純一 カイ ジュンイチ エル ：
4 40 山本 武則 ヤマモト タケノリ たけ ：
5 41 右田 貴博 ミギタ タカヒロ MIGI ：
6 42 福島 諭 フクシマ サトシ 福ちゃん ：
7 43 藤本 祐輔 フジモト ユウスケ YUSUKE ：
8 44 並木 哲也 ナミキ テツヤ 並木 ：
9 45 友枝 周作 トモエダ シュウサク シュウサク ：
10 46 重田 信之 シゲタ ノブユキ シゲ ：
11 47 根岸 まゆみ ネギシ マユミ mayu ：
12 48 村田 健一 ムラタ ケンイチ 村田 ：
13 49 西村 里程 ニシムラ リテイ RUN-REE ：
14 50 坂梨 泰志 サカナシ タイシ Taishi ：
15 51 伊東 宏晃 イトウ ヒロアキ ひろ ：
16 52 関根 弘幸 セキネ ヒロユキ ヒロ ：
17 53 前坂 亮 マエサカ アキラ Akira ：
18 54 本田 城光 ホンダ ジョウコウ ハヤト ：
19 55 野間 佳那 ノマ カナ Kana ：
20 56 吉田 篤史 ヨシダ アツシ よし ：
21 57 堤 晋也 ツツミ シンヤ つつみしんや ：
22 58 坪水 将士 ツボミズ マサシ ツボっち ：
23 59 塚本 法昌 ツカモト ノリマサ tsukamoto ：
24 60 宮尾 璃菜 ミヤオ リナ RINA ：
25 61 井手尾 健 イデオ ケン Little ：
26 62 井手尾 光治 イデオ ミツハル りとるくらぶ ：
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３組目（設定タイム：4’00”）
氏名



レーン NO. ニックネーム タイム
1 63 坂井 雅也 サカイ マサヤ マス·ロコス ：
2 64 古賀 則幸 コガ ノリユキ Koga ：
3 65 大嶋 剛 オオシマ ツヨシ TUYO ：
4 66 佐々木 章 ササキ アキラ TSUBAKI ：
5 67 上田 涼太 ウエダ リョウタ 上田 涼太 ：
6 68 柴田 郁 シバタ カオル 柴田 ：
7 69 酒井 勝 サケイ マサル サケサケ ：
8 70 千々岩 慎吾 チヂイワ シンゴ ちぢいわ　しんご ：
9 71 藤吉 真悟 フジヨシ シンゴ 引越YouTuber ：
10 72 下田 雄太 シモダ ユウタ しもだゆうた ：
11 73 巻鞘 真世 マキサヤ マサトシ スーパーマン ：
12 74 佐々木 正隆 ササキ マサタカ Masa ：
13 75 佐谷 和彦 サタニ カズヒコ さたやん ：
14 76 深川 克浩 フカガワ カツヒロ モス ：
15 77 井手 直 イデ スナオ イデッサ ：
16 78 匹田 順也 ヒキダ ジュンヤ JUNRun ：
17 79 澁谷 洋太郎 シブヤ ヨウタロウ 澁谷 ：
18 80 打越 一幸 ウチコシ カズユキ KAZU ：
19 81 永田 隆行 ナガタ タカユキ たか ：
20 82 藤川 信久 フジカワ ノブヒサ 無し ：
21 83 戸田 博公 トダ ヒロノリ とだ ：
22 84 坂本 幸雄 サカモト ユキオ 坂本　幸雄 ：
23 85 角石 春樹 カドイシ ハルキ 角石プロ(仮) ：
24 86 藤本 秀久 フジモト ヒデヒサ HIDE ：
25 87 勝野 博史 カツノ ヒロシ ヒロクック ：
26 88 廣松 幹紀 ヒロマツ ミキノリ MIKI ：
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４組目（設定タイム：3’45”）

氏名



レーン NO. ニックネーム タイム
1 89 川口 保 カワグチ タモツ 川口 保 ：
2 90 遠山 嘉胤 トオヤマ ヨシツグ きんさん ：
3 91 高井 史敬 タカイ フミタカ 高井 ：
4 92 古賀 智浩 コガ トモヒロ Tomohiro ：
5 93 今津屋 貴宏 イマヅヤ タカヒロ スナQ ：
6 94 坂本 竜一 サカモト リュウイチ R.SAKAMOTO ：
7 95 梅崎 和幸 ウメザキ カズユキ ウメザキ ：
8 96 村田 信弘 ムラタ ノブヒロ NOBU ：
9 97 吉田 秀二 ヨシダ シュウジ しゅうさく ：
10 98 大石 祐三 オオイシ ユウゾウ 祐ちゃん ：
11 99 久保山 悟 クボヤマ サトル カネダイ ：
12 100 唐鎌 航也 カラカマ コウヤ KOYA ：
13 101 木村 柾希 キムラ マサキ まさき ：
14 102 山田 裕一郎 ヤマダ ユウイチロウ ダイエットランナー ：
15 103 恋塚 俊輔 コイヅカ シュンスケ KOISHUN ：
16 104 荒牧 敬二 アラマキ ケイジ アラショウ ：
17 105 兼松 幹雄 カネマツ ミキオ かね ：
18 106 芳坂 真一郎 ヨシザカ シンイチロウ よっしー ：
19 107 近藤 眞史 コンドウ マサフミ 近藤　眞史 ：
20 108 平田 光 ヒラタ ヒカル ヒカル ：
21 109 吉住 亮 ヨシズミ リョウ ずみ ：
22 110 上田 碧 ウエダ アオイ あおい ：
23 111 森山 徹 モリヤマ トオル プーマボーイ ：
24 112 畑岡 誠也 ハタオカ セイヤ ハタ ：
25 113 平山 浩二 ヒラヤマ コウジ こおぢ ：
26 114 内藤 尊人 ナイトウ タツト ナイトウ　タツト ：
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５組目（設定タイム：3’30”）

氏名



レーン NO. ニックネーム タイム
1 115 野島 靖徳 ノジマ ヤスノリ NOJIMA ：
2 116 池嵜 大祐 イケザキ ダイスケ いけし ：
3 117 松田 一洋 マツダ カズヒロ MM Running Club ：
4 118 鶴山 和以 ツルヤマ カズモ かずもん ：
5 119 小山 成祐 コヤマ セイスケ コヤマ ：
6 120 尾崎 陸 オザキ リク ＲＩＫＵ ：
7 121 衛藤 剛 エトウ ツヨシ ETO ：
8 122 本田 仁 ホンダ ヒトシ HONDA ：
9 123 増田 晃大 マスダ コウダイ ゲッツ ：
10 124 佐藤 宏樹 サトウ ヒロキ 佐藤 ：
11 125 弓削 慶歩 ユゲ ケイホ ゆげ ：
12 126 五嶋 大輔 ゴトウ ダイスケ GOTO ：
13 127 山内 務 ヤマウチ ツトム hashiru_mutotsu ：
14 128 藤井 雄基 フジイ ユウキ MaToKe ：
15 129 坂田 英之 サカタ ヒデユキ サコタ ：
16 130 松田 雄一 マツダ ユウイチ MM Running Club ：
17 131 松本 健聖 マツモト ケンセイ Matsumoto Kensei ：
18 132 千綿 啓介 チワタ ケイスケ ちわわん ：
19 133 大倉 靖萌 オオクラ セイホウ 大倉 靖萌 ：
20 134 大橋 隼人 オオハシ ハヤト O橋 ：
21 135 杉野 直輝 スギノ ナオキ 杉野 ：
22 136 江藤 創志 エトウ ソウシ 江藤　創志 ：
23 137 中村 治 ナカムラ オサム ナカムラ ：
24 138 小田 裕也 オダ ユウヤ ＯＤＡ　ＹＵＹＡ ：
25 139 檜前 雄史 ヒノクマ ユウシ ヒノクマ ：
26 140 中野 拓 ナカノ ハジメ 中野 ：
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６組目（設定タイム：フリー～3’20”）

氏名
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