
5kmの部 中学男子
2001 椎葉 大夢 シイバ ヒロム あさぎり中学校 熊本県
2002 大無田 歩夢 オオムタ アユム あさぎり中学校 熊本県
2003 横山 公乃 ヨコヤマ コウダイ あさぎり中学校 熊本県
2004 大無田 健登 オオムタ ケント あさぎり中学校 熊本県
2005 柳瀬 日馬 ヤナセ ハルマ あさぎり中学校 熊本県
2006 大坪 龍門 オオツボ リュウト あさぎり中学校 熊本県
2007 一柳 樟太朗 イチヤナギ ショウタロウ あさぎり中学校 熊本県
2008 川邊 悠斗 カワナベ ユウト あさぎり中学校 熊本県
2009 杉山 力斗 スギヤマ リキト あさぎり中学校 熊本県
2010 畑中 太獅 ハタナカ タイシ あさぎり中学校 熊本県
2011 尾方 瑛人 オガタ エイト あさぎり中学校 熊本県
2012 増田 琥生 マスダ コオ あさぎり中学校 熊本県
2013 松本 充樹 マツモト アツキ あさぎり中学校 熊本県
2014 梅田 一輝 ウメダ イツキ あさぎり中学校 熊本県
2015 杉下 煌史 スギシタ アキフミ あさぎり中学校 熊本県
2016 尾方 瑛基 オガタ エイキ 人吉市立第一中学校 熊本県
2017 中川 惺夢 ナカガワ セイム 人吉市立第一中学校 熊本県
2018 小栁 輝心 コヤナギ コウシン 人吉市立第二中学校 熊本県
2019 椎葉 陸翔 シイバ リクト 人吉市立第二中学校 熊本県
2020 淋 優人 ソソギ ユウト 水上村立水上中学校 熊本県
2021 谷山 凌太 タニヤマ リョウタ 水上村立水上中学校 熊本県
2022 木下 瞬希 キノシタ シュンキ 水上村立水上中学校 熊本県
2023 那須 亜蓮 ナス アレン 水上村立水上中学校 熊本県
2024 内藤 陸斗 ナイトウ リクト 湯前中学校 熊本県
2025 蓑田 滉翔 ミノダ ヒロト 湯前中学校 熊本県
2026 椎葉 皇太 シイバ コウタ 相良中学校 熊本県
2027 近藤  優羽 コンドウ ユウ 高須中学校 福岡県
2028 藤井 雄大 フジイ ユウダイ 住吉中学校 宮崎県
2029 野田 十蔵 ノダ ジュウゾウ 姪浜中学校 福岡県
2030 館野 陽向 タテノ ヒナタ 枕崎地区中学選抜 鹿児島県
2031 茅野 樹生 カヤノ タツキ 枕崎地区中学選抜 鹿児島県
2032 津志田 春樹 ツシダ ハルキ 不知火RC 熊本県
2033 中村 天茶 ナカムラ イッサ フィオーレAC 熊本県
2034 井上 幸音 イノウエ ユキト NJAC 熊本県
2035 古沢 心人 フルサワ アイト NJAC 熊本県
2036 水谷 蒼空 ミズタニ ソラ NJAC 熊本県
2037 今村 蓮 イマムラ レン NJAC 熊本県
2038 古沢 崇翔 フルサワ シュウト NJAC 熊本県
2039 飯野 颯太 イイノ ソウタ NRA 鹿児島県
2040 伊瀬知 蒼空 イセチ ソラ NRA 鹿児島県
2041 折田 陽生 オリタ ハルキ NRA 鹿児島県
2042 小村 匠 コムラ タクミ NRA 鹿児島県
2043 下川路 真人 シモカワジ マサト NRA 鹿児島県
2044 寺田 琉聖 テラダ ルキ NRA 鹿児島県
2045 中西 翔馬 ナカニシ ショウマ NRA 鹿児島県
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2046 中道 佳大 ナカミチ ケイタ NRA 鹿児島県
2047 濱田 倖嘉 ハマダ コウキ NRA 鹿児島県
2048 福留 晴 フクドメ ハル NRA 鹿児島県
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5kmの部 中学女子
2101 税所 美空 サイショ ミソラ 人吉市立第一中学校 熊本県
2102 木下 杏奈 キノシタ アンナ 人吉市立第一中学校 熊本県
2103 長田 釉有 ナガタ ユア 人吉市立第一中学校 熊本県
2104 蓑田 心愛 ミノダ ココア 人吉市立第二中学校 熊本県
2105 山本 華稟 ヤマモト カリン 人吉市立第二中学校 熊本県
2106 新  望優 シン ミユウ 人吉市立第二中学校 熊本県
2107 甲斐 空恋羽 カイ クレハ 人吉市立第二中学校 熊本県
2108 秋山 凛理 アキヤマ リリ 人吉市立第二中学校 熊本県
2109 田浦 咲弥 タウラ サヤ 人吉市立第二中学校 熊本県
2110 椎葉 琴音 シイバ コトネ 水上村立水上中学校 熊本県
2111 遠坂 日向 トオサカ ヒナタ 湯前中学校 熊本県
2112 右田 瑠菜 ミギタ ルナ 湯前中学校 熊本県
2113 吉田 楽々 ヨシダ ララ 湯前中学校 熊本県
2114 植木 陽菜乃 ウエキ ヒナノ 湯前中学校 熊本県
2115 深水 夢華 フカミ ユメカ 湯前中学校 熊本県
2116 岡村 清良 オカムラ キヨラ あさぎり中学校 熊本県
2117 大岩 樹果 オオイワ コノカ あさぎり中学校 熊本県
2118 前田 百合愛 マエダ ユリア あさぎり中学校 熊本県
2119 岩本 美織 イワモト ミオリ あさぎり中学校 熊本県
2120 楠  虹羽 クス ナナネ 高須中学校 福岡県
2121 池水 百花 イケミズ モモカ NRA 鹿児島県
2122 池水 実花 イケミズ ミカ NRA 鹿児島県
2123 伊瀬知 美空 イセチ ミウ NRA 鹿児島県
2124 高橋 愛莉 タカハシ アイリ NRA 鹿児島県
2125 福永 テイラ フクナガ テイラ NRA 鹿児島県
2126 福吉 柚香 フクヨシ ユズカ NRA 鹿児島県
2127 羽隅 珠里 ハスミ ジュリー NJAC 熊本県
2128 山口 ゆず ヤマグチ ユズ NJAC 熊本県
2129 布井 望暖 ヌノイ モア NJAC 熊本県
2130 有働 梨帆 ウドウ リホ NJAC 熊本県
2131 山本 来莉 ヤマモト クルリ NJAC 熊本県
2132 田中 那歩 タナカ ナホ 不知火RC 熊本県
2133 徳澄 心花 トクズミ モトカ 豊岡RC 熊本県
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5kmの部 女子フリー
2201 榎本 こころ エノモト ココロ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2202 緒方 咲花 オガタ サヤカ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2203 迫田 玖瑠海 サコダ クルミ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2204 藤本 喬子 フジモト キョウコ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2205 松本 明城 マツモト アキ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2206 緒方 陽花 オガタ ハルカ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2207 福永 心音 フクナガ ココネ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2208 山下 紗瑛 ヤマシタ サエ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2209 飯川 颯穂里 イイカワ サオリ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2210 小島 凜華 コジマ リンカ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2211 鍋島 彩里 ナベシマ サイリ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2212 深井 玲奈 フカイ レナ 熊本信愛女学院高校 熊本県
2213 古沢 果穏 フルサワ カノン 熊本信愛女学院高校 熊本県
2214 平田 優月 ヒラタ ユヅキ ルーテル学院高校 熊本県
2215 岡田 百花 オカダ モカ ルーテル学院高校 熊本県
2216 樫山 さくら カシヤマ サクラ ルーテル学院高校 熊本県
2217 東 紅琶 ヒガシ クレハ ルーテル学院高校 熊本県
2218 角銅 菜々 カクドウ ナナ ルーテル学院高校 熊本県
2219 日置 澪 ヒオキ ミオ ルーテル学院高校 熊本県
2220 藤岡 真実 フジオカ マナミ ルーテル学院高校 熊本県
2221 松山 美結 マツヤマ ミユウ ルーテル学院高校 熊本県
2222 吉田 あゆ ヨシダ アユ ルーテル学院高校 熊本県
2224 岩谷 侑奈 イワタニ ユウナ 千原台高校 熊本県
2225 濵﨑 莉央 ハマサキ リオ 千原台高校 熊本県
2226 山田 明佳 ヤマダ ハルカ 千原台高校 熊本県
2227 坂本 華 サカモト ハナ 千原台高校 熊本県
2228 藤原 美月 フジハラ ミヅキ 千原台高校 熊本県
2229 本田 心七海 ホンダ ミナミ 千原台高校 熊本県
2230 柴尾 香澄 シバオ カスミ 千原台高校 熊本県
2231 木原 心菜 キハラ ココナ 千原台高校 熊本県
2232 槌田 美空 ツチダ ミク 千原台高校 熊本県
2233 平方 杏奈 ヒラカタ アンナ 千原台高校 熊本県
2234 松野 姫子 マツノ ヒメコ 千原台高校 熊本県
2235 境田 萌花 サカイダ モエカ 千原台高校 熊本県
2236 木實 菜月 コノミ ナヅキ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2237 深水 帆乃華 フカミ ホノカ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2238 秋山 聡美 アキヤマ サトミ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2239 嶋田 晴日 ジマダ ハルヒ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2240 田川 愛奈 タガワ アイナ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2241 馬場園 桃 ババゾノ モモ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2242 本多 春華 ホンダ ハルカ 東海大学付属熊本星翔高等学校 熊本県
2243 西本 穂乃香 ニシモト ホノカ 出水中央高校 鹿児島県
2244 森 紫乃 モリ シノ 出水中央高校 鹿児島県
2245 住友 琴音 スミトモ コトネ 出水中央高校 鹿児島県
2246 松本 あかね マツモト アカネ 出水中央高校 鹿児島県
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2247 上野 莉々華 ウエノ リリカ 出水中央高校 鹿児島県
2248 西屋敷 怜那 ニシヤシキ レナ 出水中央高校 鹿児島県
2249 古賀 さくら コガ サクラ 文徳高等学校 熊本県
2250 鶴川 陽菜 ツルカワ ヒナ 文徳高等学校 熊本県
2251 畑島 稟 ハタシマ リン 文徳高等学校 熊本県
2252 飯川 紗良 イイカワ サラ 文徳高等学校 熊本県
2253 園田 莉子 ソノダ リコ 文徳高等学校 熊本県
2254 岩木 咲良砂 イワキ サラサ 文徳高等学校 熊本県
2255 江藤 莉子 エトウ リコ 文徳高等学校 熊本県
2256 山下 美結 ヤマシタ ミユ 文徳高等学校 熊本県
2257 新名 春風 ニイナ ハルカ 国分中央高校 鹿児島県
2258 上 環 カミ タマキ 国分中央高校 鹿児島県
2259 遠矢 月奈 トオヤ ルナ 国分中央高校 鹿児島県
2260 藺牟田 梨乃晏 イムタ リノア 国分中央高校 鹿児島県
2261 溝口 清加 ミゾグチ サヤカ 人吉高校 熊本県
2262 高山 心陽 タカヤマ コハル 人吉高校 熊本県
2263 片山 玲菜 カタヤマ レイナ 人吉高校 熊本県
2264 中村 優夏 ナカムラ ユウカ 人吉高校 熊本県
2265 甲斐 姿子 カイ シナコ なまずの郷RC 福岡県
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ハーフマラソンの部 一般男子
1 神野 大地 カミノ ダイチ セルソース 東京都
2 右田 綺羅 ミギタ キラ トヨタ自動車九州 埼玉県
3 湯澤 舜 ユザワ シュン SGホールディングス 滋賀県
4 畔上 和弥 アゼガミ カズヤ トヨタ自動車 愛知県
5 寺西 雅俊 テラニシ マサトシ マツダ 広島県
6 上田 結也 ウエダ ユウヤ ひらまつ病院 佐賀県
7 小榑 杏祐 コグレ キョウスケ 埼玉医科大学グループ 埼玉県
8 山内 健登 ヤマウチ ケント 青山学院大学 東京都
9 内田 征冶 ウチダ マサヤ 順天堂大学 東京都
10 青柿 響 アオガキ ヒビキ 駒澤大学 東京都
11 綱本 桂悟 アミモト ケイゴ 東洋大学 東京都
12 益田 郁也 マスダ イクヤ 東京国際大学 東京都
13 志村 健太 シムラ ケンタ 創価大学 東京都
14 溝口 仁 ミゾグチ ジン 東海大学 神奈川県
15 須山 向陽 スヤマ ヒナタ 早稲田大学 東京都
16 高濱 大志 タカハマ タイシ 日本体育大学 東京都
17 岩下 翔哉 イワシタ ショウヤ 国士舘大学 東京都
18 田島 公太郎 タシマ コウタロウ 慶応義塾大学 東京都
19 中田 紫音 ナカタ シオン 立教大学 東京都
20 姫野 辰也 ヒメノ タツヤ 日本文理大学 大分県
101 安井 雄一 ヤスイ ユウイチ トヨタ自動車 愛知県
102 西田 壮志 ニシダ タケシ トヨタ自動車 愛知県
103 橋爪 孝安 ハシヅメ タカヤス SGホールディングス 京都府
104 平田 幸四郎 ヒラタ コウシロウ SGホールディングス 京都府
105 橋本 大輝 ハシモト ヒロキ SGホールディングス 京都府
106 有馬 圭哉 アリマ ケイヤ マツダ 広島県
107 BIWOTT ALLAN ビワット アラン マツダ 広島県
108 太田黒 卓 オオタグロ スグル ひらまつ病院 佐賀県
109 小林 史弥 コバヤシ フミヤ ひらまつ病院 佐賀県
110 片山 拓海 カタヤマ タクミ ひらまつ病院 佐賀県
111 雲井 崚太 クモイ リョウタ ひらまつ病院 佐賀県
112 上村 直也 カミムラ ナオヤ ひらまつ病院 佐賀県
113 中原 拓海 ナカハラ タクミ 鹿児島銀行 鹿児島県
114 畝 歩夢 ウネ アユム 埼玉医科大学グループ 埼玉県
115 鈴木 玲央 スズキ レオ 資生堂 東京都
116 松並 昂勢 マツナミ コウセイ 青山学院大学 東京都
117 白石 光星 シライシ コウセイ 青山学院大学 東京都
118 徳丸 涼大 トクマル リョウタ 青山学院大学 東京都
119 荒巻 朋熙 アラマキ トモキ 青山学院大学 東京都
120 大須賀 風葵 オオスガ フウキ 青山学院大学 東京都
121 松下 勇樹 マツシタ ユウキ 青山学院大学 東京都
122 出口 静之心 デグチ ジョウノシン 順天堂大学 東京都
123 神谷 青輝 カミタニ ハルキ 順天堂大学 東京都
124 石岡 大侑 イシオカ ヒロユキ 順天堂大学 東京都
125 川内 琉生 カワチ リュウセイ 東京国際大学 埼玉県
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126 楠木 悠人 クスノ キユウト 東京国際大学 埼玉県
127 西村 真周 ニシムラ マシュウ 東洋大学 埼玉県
128 入田 優希 イリタ ユウキ 東海大学 神奈川県
129 水野 龍志 ミズノ タツユキ 東海大学 神奈川県
130 竹割 真 タケワリ マコト 東海大学 神奈川県
131 上里 聡史 アガリ サトシ 東海大学 神奈川県
132 濱本 寛人 ハマモト ヒロト 早稲田大学 東京都
133 宮岡 凜太 ミヤオカ リンタ 早稲田大学 東京都
134 浦上 和樹 ウラガミ カズキ 日本体育大学 神奈川県
135 野田 崇央 ノダ タケチカ 創価大学 東京都
136 家入 勇翔 イエイリ ユウト 創価大学 東京都
137 永井 智久 ナガイ トモヒサ 国士舘大学 東京都
138 溝辺 伊織 ミゾベ イオリ 国士舘大学 東京都
139 中西 洸貴 ナカニシコウキ 立教大学 東京都
140 一瀬雅人 イチセ マサト 日本文理大学 大分県
141 山口 大地 ヤマグチ ダイチ 日本文理大学 大分県
142 宮原 直大 ミヤハラ ナオト 日本文理大学 大分県
143 浅田 悠太 アサダ ユウタ 日本文理大学 大分県
144 鶴 雄人 ツル ユウト 日本文理大学 大分県
145 山﨑 悠平 ヤマザキ ユウヘイ 日本文理大学 大分県
146 小西 亮徳 コニシ アキノリ 日本文理大学 大分県
147 渕上 裕太 フチガミ ユウタ 日本文理大学 大分県
148 髙木 慶介 タカギ ケイスケ 日本文理大学 大分県
149 森田 琉斗 モリタ リュウト 日本文理大学 大分県
150 羽田 新世 ハダ シンセイ 日本文理大学 大分県
151 林 駿甫 ハヤシ シュンスケ 日本文理大学 大分県
152 河津 尚希 カワヅ ナオキ 日本文理大学 大分県
153 中熊 力輝 ナカグマ リキ 日本文理大学 大分県
154 井出 大成 イデ タイセイ 日本文理大学 大分県
155 上原 健太郎 ウエハラ ケンタロウ 日本文理大学 大分県
156 Ahnida Saleh アニーダ・サレー 第一工科大学 鹿児島県
157 牛之濱 歩 ウシノハマ アユム 第一工科大学 鹿児島県
158 竹上 直希 タケガミ ナオキ 第一工科大学 鹿児島県
159 松村 幸亮 マツムラ コウスケ 第一工科大学 鹿児島県
160 宮園 天惠 ミヤゾノ テンケイ 第一工科大学 鹿児島県
161 西村 優一 ニシムラ ユウイチ 熊本県立大学 熊本県
162 河野 颯太 カワノ ソウタ 熊本大学 熊本県
163 菱刈 大貴 ヒシカリ ダイキ SKY VILLAGE 熊本県
164 杉枝 真二 スギエダ シンジ SKY VILLAGE 熊本県
165 本田 仁 ホンダ ヒトシ Team阿蘇 熊本県
166 衛藤 剛 エトウ ツヨシ オーデンAC 熊本県
167 川邊 宏樹 カワナベ ヒロキ 熊本陸協 熊本県
168 谷口 貴則 タニグチ タカノリ 日南市陸協 宮崎県
169 郷 良尚 ゴウ ヨシヒサ ASOLETE 熊本県
170 中村 雄人 ナカムラ ユウト 玖珠郡陸協 大分県
171 佐藤 黎治 サトウ レイジ 玖珠郡陸協 大分県
172 梅本 和海 ウメモト カズウミ 熊本県庁 熊本県
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173 杉本 和貴 スギモト カズタカ 熊本県庁 熊本県
174 久米 隆道 クメ タカミチ 熊本山鹿RC 熊本県
175 渡辺 暁雄 ワタナベ アキオ 熊本山鹿RC 熊本県
176 友野 知剛 トモノ トモタカ 熊本市消防局 熊本県
177 藤田 啓生 フジタ ヒロナリ 佐賀陸協 佐賀県
178 唐鎌 航也 カラカマ コウヤ 上球磨消防 熊本県
179 上野 公貴 ウエノ コウキ 上野塾 熊本県
180 高木 瑛史 タカキ エイシ 上野塾 熊本県
181 水口 大基 ミズグチ タイキ 人吉市立第一中学校 熊本県
182 後藤 航大 ゴトウ コウダイ 大分陸協 大分県
183 中村 貴明 ナカムラ タカアキ 熊本山鹿RC 熊本県
184 石谷 公平 イシヤ コウヘイ 日向市陸協 宮崎県
185 石島 一真 イシジマ カズマ 不知火RC 熊本県
186 佐藤 大和 サトウ ヤマト 不知火RC 熊本県
187 福本 恭久 フクモト ミツヒサ JR西日本 広島県
188 植嶋 晋也 ウエジマ シンヤ 北熊本自衛隊 熊本県
189 山崎 隼汰 ヤマサキ シュンタ 北熊本自衛隊 熊本県
190 高橋 朋輝 タカハシ トモキ 北熊本自衛隊 熊本県
191 黒木 拓実 クロキ タクミ 北熊本自衛隊 熊本県
192 吉田 大 ヨシダ マサル 北熊本自衛隊 熊本県
193 本田 侑聖 ホンダ ユウセイ 北熊本自衛隊 熊本県
194 郡山 倭人 コオリヤマ ヤマト 北熊本自衛隊 熊本県
195 廣松 正景 ヒロマツ マサヒロ 熊本CTC 熊本県
196 東 叶夢 ヒガシ カナム 慶應義塾大学 神奈川県
197 高塚秀一 タカツカ シュウイチ 川薩陸協 鹿児島県
198 木下 嘉博 キノシタ ヨシヒロ IBUSUKI.R 鹿児島県
199 吉永 和夫 ヨシナガ カズオ ツボイRC 熊本県
200 緒方 卓思 オガタ タカシ JNS 熊本県
201 油谷 航亮 アブラヤ コウスケ 順天堂大学 東京都
202 堀越 翔人 ホリコシ ショウト 順天堂大学 東京都
203 岩島 共汰 イワシマ キョウタ 順天堂大学 東京都
3001 金子 伊吹 カネコ イブキ 駒澤大学 東京都
3002 中井 陸人 ナカイ リクト 東海大学 神奈川県
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ハーフマラソンの部 一般女子
21 一山 麻緒 イチヤマ マオ 資生堂ランニングクラブ 東京都
22 西田 留衣 ニシダ ルイ 肥後銀行 熊本県
23 池満 綾乃 イケミツ アヤノ 鹿児島銀行 鹿児島
24 三宅 翔子 ミヤケ ショウコ 十八親和銀行 長崎県
25 伊東 明日香 イトウ アスカ 埼玉医科大学グループ 埼玉県
26 芥川 慧 アクタガワ ケイ 日本体育大学 東京都
27 末永 恋菜 スエナガ ココナ 福岡大学 福岡県
28 道下 美里 ミチシタ ミサト 三井住友海上火災保険 東京都
301 上原 美幸 ウエハラ ミユキ 鹿児島銀行 鹿児島県
302 坂川 恋露 サカガワ ココロ 鹿児島銀行 鹿児島県
303 髙野 美幸 タカノ ミユキ 埼玉医科大学グループ 埼玉県
304 今泉 野乃香 イマイズミ ノノカ 埼玉医科大学グループ 埼玉県
305 板平 遥香 イタヒラ ハルカ 福岡大学 福岡県
306 山口 遥 ヤマグチ ハルカ 福岡大学 福岡県
307 德留 舞 トクドメ マイ 福岡大学 福岡県
308 西園 萌花 イシゾノ モエカ 福岡大学 福岡県
309 戸倉 瑛菜 トクラ エイナ 福岡大学 福岡県
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10kmの部 高校男子
1001 菅野 雄太 カンノ ユウタ 九州学院高校 熊本県
1002 小田 祥夢 オダ ヒロム 九州学院高校 熊本県
1003 吉田 大和 ヨシダ ヤマト 九州学院高校 熊本県
1004 木下 蒼士 キノシタ ソウシ 九州学院高校 熊本県
1005 井 彰啓 イ ショウケイ 九州学院高校 熊本県
1006 渡邊 亮斗 ワタナベ アキト 九州学院高校 熊本県
1007 村上 直弥 ムラカミ ナオヤ 九州学院高校 熊本県
1008 長谷川 軍治 ハセガワ グンジ 九州学院高校 熊本県
1009 永本 脩 ナガモト シュウ 九州学院高校 熊本県
1010 佐藤 我駆人 サトウ ガクト 九州学院高校 熊本県
1011 岩根 正悟 イワネ ショウゴ 九州学院高校 熊本県
1012 水野 夢大 ミズノ ユウダイ 九州学院高校 熊本県
1013 迫 紘太 ハザマ コウタ 九州学院高校 熊本県
1014 船越 碧 フナコシ アオ 九州学院高校 熊本県
1015 松田 憲史朗 マツダ ケンシロウ 九州学院高校 熊本県
1016 岩﨑 桜太郎 イワサキ オウタロウ 九州学院高校 熊本県
1017 雜賀 永照 サイガ エイショウ 九州学院高校 熊本県
1018 椙山 一颯 スギヤマ イブキ 九州学院高校 熊本県
1019 一ノ瀬 來祈 イチノセ ライキ 九州学院高校 熊本県
1020 中野 歩太 ナカノ アユタ 九州学院高校 熊本県
1021 宇野 雄哉 ウノ ユウヤ 九州学院高校 熊本県
1022 有村 颯恭 アリムラ ソウスケ 九州学院高校 熊本県
1023 青木 龍翔 アオキ リョウト 大牟田高校 福岡県
1024 久保 遼人 クボ ハルト 大牟田高校 福岡県
1025 石橋 侑大 イシバシ ユウタ 大牟田高校 福岡県
1026 奥 宗也 オク ソウヤ 大牟田高校 福岡県
1027 加藤 元晴 カトウ モトハル 大牟田高校 福岡県
1028 末廣 歩睦 スエヒロ アユム 大牟田高校 福岡県
1029 花本 史龍 ハナモト シリュウ 大牟田高校 福岡県
1030 安田 夢咲士 ヤスダ ムサシ 大牟田高校 福岡県
1031 山本 凌聖 ヤマモト リョウセイ 大牟田高校 福岡県
1032 野﨑 想 ノザキ ソウ 大牟田高校 福岡県
1033 山口 翔輝 ヤマグチ ショウキ 大牟田高校 福岡県
1034 谷本 昂士郎 タニモト コウシロウ 大牟田高校 福岡県
1035 山上 勇希 ヤマカミ ユウキ 大牟田高校 福岡県
1036 穴井 伸幸 アナイ ノブユキ 大牟田高校 福岡県
1037 奥村 櫂陸 オクムラ カイリ 大牟田高校 福岡県
1038 尾﨑 璃空 オザキ リク 大牟田高校 福岡県
1039 髙倉 蓮 タカクラ レン 大牟田高校 福岡県
1040 松田 祐真 マツダ ユウマ 大牟田高校 福岡県
1041 上村 洋司郎 ウエムラ ヨウジロウ 大牟田高校 福岡県
1042 久保 茉潤 クボ マヒロ 大牟田高校 福岡県
1043 野田 顕臣 ノダ ケンシン 大牟田高校 福岡県
1044 藤本 晴空 フジモト ハルク 大牟田高校 福岡県
1045 安田 朔矢 ヤスダ サクヤ 大牟田高校 福岡県
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1046 隈部 映心 クマベ エイシン 大牟田高校 福岡県
1047 只隈 昂大 タダクマ コウダイ 大牟田高校 福岡県
1048 塚田 虎翼 ツカダ タケト 大牟田高校 福岡県
1049 松添 将大 マツゾエ ショウタ 大牟田高校 福岡県
1050 森本 守勇 モリモト シュウ 大牟田高校 福岡県
1051 池田 一稀 イケダ カズキ 大分東明高校 大分県
1052 石田 吏桜 イシダ リオン 大分東明高校 大分県
1053 岡本 凌弥 オカモト リョウヤ 大分東明高校 大分県
1054 末永 倫輝 スエナガ トモキ 大分東明高校 大分県
1055 津田 航輝 ツダ コウキ 大分東明高校 大分県
1056 土谷 春樹 ツチヤ ハルキ 大分東明高校 大分県
1057 清田 知希 キヨタ トモキ 大分東明高校 大分県
1058 宿理 浩暉 シュクリ コウキ 大分東明高校 大分県
1059 吉本 航心 ヨシモト コウシン 大分東明高校 大分県
1060 岩下 拓海 イワシタ タクミ 宮崎日大高校 宮崎県
1061 古里 一樹 コザト カズキ 宮崎日大高校 宮崎県
1062 高田 眞朋 タカタ マナト 宮崎日大高校 宮崎県
1063 山中 寿世夢 ヤマナカ ジュセム 宮崎日大高校 宮崎県
1064 和田 麻里 ワダ マサト 宮崎日大高校 宮崎県
1065 金田 楓貴 カネダ フウキ 宮崎日大高校 宮崎県
1066 戸髙 滉大 トダカ コウダイ 宮崎日大高校 宮崎県
1067 成合 洸琉 ナリアイ タケル 宮崎日大高校 宮崎県
1068 西丸 岬晟 ニシマル コウセイ 宮崎日大高校 宮崎県
1069 犬塚 唯惺 イヌツカ ユイセイ 宮崎日大高校 宮崎県
1070 上口 瑞紀 カミグチ ミズキ 宮崎日大高校 宮崎県
1071 小薮 遥翔 コヤブ ハルト 宮崎日大高校 宮崎県
1072 後藤 玄樹 ゴトウ イブキ 宮崎日大高校 宮崎県
1073 税田 悠生 サイタ ユウキ 宮崎日大高校 宮崎県
1074 白瀧 優吉 シラタキ マサヨシ 宮崎日大高校 宮崎県
1075 戸高 彩翔 トダカ アヤト 宮崎日大高校 宮崎県
1076 日髙 龍之助 ヒダカ リュウノスケ 宮崎日大高校 宮崎県
1077 渕 飛天 フチ ヒテン 宮崎日大高校 宮崎県
1078 森本 航平 モリモト コウヘイ 宮崎日大高校 宮崎県
1079 市來崎 靖幸 イチキザキ ヤスユキ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1080 柿内 心温 カキウチ シオン 鹿児島実業高校 鹿児島県
1081 重森 朝陽 シゲモリ アサヒ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1082 福留 亮太 フクドメ リョウタ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1083 政 仁斗 マサ ジント 鹿児島実業高校 鹿児島県
1084 宮内 大輔 ミヤウチ ダイスケ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1085 宮下 十碧 ミヤシタ トアオ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1086 米永 宝世 ヨネナガ ホウセイ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1087 稲子 一颯 イナゴ イブキ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1088 神薗 一馬 カミゾノ カズマ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1089 寳永 唯斗 ホウエイ ユイト 鹿児島実業高校 鹿児島県
1090 永井 大晟 ナガイ タイセイ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1091 山本 悠正 ヤマモト ユウセイ 鹿児島実業高校 鹿児島県
1092 佐藤 優馬 サトウ ユウマ 小林高校 宮崎県

第9回 公認奥球磨ロードレース大会
エントリーリスト

No. 氏名 フリガナ 所属 都道府県

11



1093 城 陽太 ジョウ ヒナタ 小林高校 宮崎県
1094 杉元 健斗 スギモト ケント 小林高校 宮崎県
1095 辻 洵哉 ツジ ジュンヤ 小林高校 宮崎県
1096 服部 哩旺 ハットリ リオ 小林高校 宮崎県
1097 藤澤 拓己 フジサワ タクミ 小林高校 宮崎県
1098 藤本 駿介 フジモト シュンスケ 小林高校 宮崎県
1099 眞弓 大生 マユミ タイセイ 小林高校 宮崎県
1100 矢野 凜誠 ヤノ リンセイ 小林高校 宮崎県
1101 池間 凛斗 イケマ リイト 小林高校 宮崎県
1102 岩本 偲遠 イワモト シエン 小林高校 宮崎県
1103 榎木 凜太朗 エノキ リンタロウ 小林高校 宮崎県
1104 親川 聖來 オヤカワ セラ 小林高校 宮崎県
1105 佐藤 愛斗 サトウ アイト 小林高校 宮崎県
1106 陣内 紫音 ジンナイ シオン 小林高校 宮崎県
1107 藤本 祐輔 フジモト ユウスケ 小林高校 宮崎県
1108 松永 拓己 マツナガ タクミ 小林高校 宮崎県
1109 山際 晃太朗 ヤマギワ コウタロウ 小林高校 宮崎県
1110 井手 健慎 イデ ケンシン 小林高校 宮崎県
1111 隈部 竜真 クマべ リュウシン 小林高校 宮崎県
1112 倉掛 温 クラカケ ハル 小林高校 宮崎県
1113 後藤 秀波 ゴトウ シュウハ 小林高校 宮崎県
1114 小中野 翔 コナカノ ショウ 小林高校 宮崎県
1115 島村 真登 シマムラ マナト 小林高校 宮崎県
1116 城間 大空 シロマ ダイア 小林高校 宮崎県
1117 富永 康聖 トミナガ コウセイ 小林高校 宮崎県
1118 温水 英真 ヌクミズ エイシン 小林高校 宮崎県
1119 飯田 ケビン ハンダ ケビン 小林高校 宮崎県
1120 前原 諒 マエハラ リョウ 小林高校 宮崎県
1121 神川 杏介 カミカワ チョウスケ 東海大福岡高校 福岡県
1122 山田 拓望 ヤマダ タクミ 東海大福岡高校 福岡県
1123 中西 和輝 ナカニシ カズキ 東海大福岡高校 福岡県
1124 中西 隼仁 ナカニシ ハヤト 東海大福岡高校 福岡県
1125 福谷 悠太 フクタニ ユウタ 東海大福岡高校 福岡県
1126 坂田 龍輝 サカタ リュウキ 東海大福岡高校 福岡県
1127 冨永 ひかる トミナガ ヒカル 東海大福岡高校 福岡県
1128 藤尾 勇希 フジオ ユウキ 東海大福岡高校 福岡県
1129 松田 康正 マツダ コウセイ 東海大福岡高校 福岡県
1130 井島 真遥 イジマ マハル 熊本工業高校 熊本県
1131 楮本 勝紀 カジモト カツキ 熊本工業高校 熊本県
1132 田川 寛大 タガワ カンタ 熊本工業高校 熊本県
1133 池邊 康太郎 イケベ コウタロウ 熊本工業高校 熊本県
1134 勝木 颯飛 カツキ ハヤト 熊本工業高校 熊本県
1135 三浦 聖波 ミウラ セナ 熊本工業高校 熊本県
1136 田島 啓士朗 タシマ ケイシロウ 熊本工業高校 熊本県
1137 古嶋 真那登 フルシマ マナト 熊本工業高校 熊本県
1138 池田 大晟 イケダ タイセイ 熊本工業高校 熊本県
1139 田中 楓人 タナカ カイト 熊本工業高校 熊本県
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1140 正岡 優翔 マサオカ ユウト 熊本工業高校 熊本県
1141 中村 映斗 ナカムラ エイト 熊本工業高校 熊本県
1142 桶田 一翔 オケダ カズト 熊本工業高校 熊本県
1143 前田 凜 マエダ リン 熊本工業高校 熊本県
1144 山瀬 美大 ヤマセ ヨシキ 熊本工業高校 熊本県
1145 井形 麗矢 イガタ レイヤ 熊本工業高校 熊本県
1146 河原田 直人 カワラダ ナオト 熊本工業高校 熊本県
1147 水田 咲久 ミズタ サク 熊本工業高校 熊本県
1148 後藤 悠希 ゴトウ ユウキ 熊本工業高校 熊本県
1149 三上 悠陽 ミカミ ハルヒ 熊本工業高校 熊本県
1150 池田 真大 イケダ マヒロ 千原台高校 熊本県
1151 下田 琉斗 シモダ ルト 千原台高校 熊本県
1152 森 文汰 モリ ブンタ 千原台高校 熊本県
1153 石原 咲哉 イシハラ サクヤ 千原台高校 熊本県
1154 北原 理一郎 キタハラ リイチロウ 千原台高校 熊本県
1155 西生 和 ニシオ ヤマト 千原台高校 熊本県
1156 鶴田 伸太朗 ツルタ シンタロウ 千原台高校 熊本県
1157 松岡 舜 マツオカ シュン 千原台高校 熊本県
1158 松村 至恩 マツムラ シオン 千原台高校 熊本県
1159 馬場 樹哉 ババ タツヤ 国分中央高等学校 鹿児島県
1160 辻田 鉄人 ツジタ テツト 国分中央高等学校 鹿児島県
1161 榊 昴晴 サカキ スバル 国分中央高等学校 鹿児島県
1162 井出 颯斗 イデ ハヤト 国分中央高等学校 鹿児島県
1163 久木元 華織 クキモト カオル 国分中央高等学校 鹿児島県
1164 小田 夕琥 オダ ユウク 鹿児島城西高校 鹿児島県
1165 齊藤 莉樹 サイトウ ライキ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1166 立迫 大徳 タチザコ ヒロノリ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1167 知念 優斗 チネン ユウト 鹿児島城西高校 鹿児島県
1168 花輪 琉太 ハナワ リュウタ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1169 鎌田 結人 カマダ キラ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1170 矢野 陽大 ヤノ ヨウタ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1171 赤坂 瑛太 アカサカ エイタ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1172 小園 竜成 コゾノ リュウセイ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1173 岩川 竜武 イワガワ リョウム 鹿児島城西高校 鹿児島県
1174 大山 倖汰 オオヤマ コウタ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1175 髙田 寛翔 タカダ ヒロト 鹿児島城西高校 鹿児島県
1176 地所 莉央 チショ リオ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1177 西川 皇志 ニシカワ コウシ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1178 山口 寛太郎 ヤマグチ カンタロウ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1179 弓指 浩史郎 ユミサシ コウシロウ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1180 佐久間 大河 サクマ タイガ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1181 猩々 晴天 ショウジョウ セイテン 鹿児島城西高校 鹿児島県
1182 大六野 凜 ダイロクノ リン 鹿児島城西高校 鹿児島県
1183 岡本 龍聖 オカモト リュウセイ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1184 中村 秀 ナカムラ シュウ 鹿児島城西高校 鹿児島県
1185 鹿嶋 一希 カシマ カズキ 樟南高校 鹿児島県
1186 有馬 貫太 アリマ カンタ 樟南高校 鹿児島県
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1187 佐々木 幹太 ササキ カンタ 樟南高校 鹿児島県
1188 峯﨑 悠仁 ミネサキ ユウジン 樟南高校 鹿児島県
1189 佐々木 瑛輔 ササキ エイスケ 樟南高校 鹿児島県
1190 白坂 遵 シラサカ ジュン 樟南高校 鹿児島県
1191 新村 斗希 シンムラ トキ 樟南高校 鹿児島県
1192 立和田 由伸 タチワダ ヨシノブ 樟南高校 鹿児島県
1193 久冨 南空 ヒサトミ ミク 樟南高校 鹿児島県
1194 松元 英樹 マツモト ヒデキ 樟南高校 鹿児島県
1195 山下 煌生 ヤマシタ コウセイ 樟南高校 鹿児島県
1196 義岡 洵之介 ヨシオカ ジュンオスケ 樟南高校 鹿児島県
1197 高﨑 陸 タカサキ リク 樟南高校 鹿児島県
1198 高﨑 健 タカサキ ケン 樟南高校 鹿児島県
1199 大嵩 宙 オオタカ ソラ 樟南高校 鹿児島県
1200 荒井 心 アライ ココロ 瓊浦高校 長崎県
1201 井口 愁斗 イグチ シュウト 瓊浦高校 長崎県
1202 川口 新太 カワグチ アラタ 瓊浦高校 長崎県
1203 竹山 太陽 タケヤマ タイヨウ 瓊浦高校 長崎県
1204 縫田 幸星 ヌイタ コウセイ 瓊浦高校 長崎県
1205 東 秀叡 ヒガシ シュウエイ 瓊浦高校 長崎県
1206 松尾 岳 マツオ ガク 瓊浦高校 長崎県
1207 尾上 蓮 オノウエ レン 瓊浦高校 長崎県
1208 近藤 心隆 コンドウ ムネタカ 瓊浦高校 長崎県
1209 出口 凜太郎 イデグチ リンタロウ 瓊浦高校 長崎県
1210 志田 月偉 シダ ルイ 瓊浦高校 長崎県
1211 中 遙翔 ナカ ハルト 瓊浦高校 長崎県
1212 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 瓊浦高校 長崎県
1213 水戸 俊介 ミト シュンスケ 瓊浦高校 長崎県
1214 稲田 凱心 イナダ カイシン 慶誠高校 熊本県
1215 清水 雄翔 シミズ ユウト 慶誠高校 熊本県
1216 豊永 愛斗 トヨナガ マナト 慶誠高校 熊本県
1217 中熊 海輝 ナカグマ カイキ 慶誠高校 熊本県
1218 中村 俊太 ナカムラ シュンタ 慶誠高校 熊本県
1219 西山 諄 ニシヤマ アツシ 慶誠高校 熊本県
1220 水本 遼 ミズモト リョウ 慶誠高校 熊本県
1221 森 陸飛 モリ リクト 慶誠高校 熊本県
1222 山田 大陽 ヤマダ タイヨウ 慶誠高校 熊本県
1223 林 桐生 ハヤシ キリュウ 慶誠高校 熊本県
1224 東 汰知 ヒガシ タイチ 慶誠高校 熊本県
1225 太田 仁 オオタ ジン 慶誠高校 熊本県
1226 髙木 煌介 タカキ コウスケ 慶誠高校 熊本県
1227 木下 柊人 キノシタ シュウト 慶誠高校 熊本県
1228 岩木 愁治 イワキ シュウジ 慶誠高校 熊本県
1229 田上 慶次郎 タノウエ ケイジロウ 慶誠高校 熊本県
1230 本庄 陸人 ホンジョウ リクト 慶誠高校 熊本県
1231 川口 璃久 カワグチ リク 慶誠高校 熊本県
1232 宮原 陽太 ミヤハラ ヒナタ 慶誠高校 熊本県
1233 木下 来夢 キノシタ ライム 球磨工業高校 熊本県
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1234 有馬 聖 アリマ コウキ 球磨工業高校 熊本県
1235 浜崎 魁世 ハマサキ カイセイ 球磨工業高校 熊本県
1236 林田 昂大 ハヤシダ コウタ 球磨工業高校 熊本県
1237 東 恵斗 ヒガシ ケイト 球磨工業高校 熊本県
1238 園田 大優 ソノダ タイユウ 球磨工業高校 熊本県
1239 毎床 輝斗 マイトコ カガト 球磨工業高校 熊本県
1240 兼田 夢成 カネダ ユナ 球磨工業高校 熊本県
1241 永田 悠大 ナガタ ユウダイ 球磨工業高校 熊本県
1242 西生 義 ニシオ タダシ 球磨工業高校 熊本県
1243 山口 瑛羅 ヤマグチ アキラ 球磨工業高校 熊本県
1244 鍬本 健太 クワモト ケンタ 球磨工業高校 熊本県
1245 長田 琉人 ナガタ リュウト 人吉高校 熊本県
1246 木村 悠真 キムラ ユウマ 人吉高校 熊本県
1247 椎葉 天俐 シイバ テンリ 人吉高校 熊本県
1248 那須 陸 ナス リク 人吉高校 熊本県
1249 蓑田 涼太 ミノダ リョウタ 人吉高校 熊本県
1250 濵田 煌心 ハマダ コウシン 指宿商業高校 鹿児島県
1251 家中 隆斗 イエナカ リュウト 指宿商業高校 鹿児島県
1252 諸留 克弥 モロドメ カツヤ 指宿商業高校 鹿児島県
1253 小山田 夢我 オヤマダ ムワ 指宿商業高校 鹿児島県
1254 尾下 学 オシタ マナブ 豊岡RC 熊本県
4001 北野 玄 キタノ ゲン ルーテル学院高校 熊本県
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