
レーン NO. 郡市 タイム
1 1 穴井 隆二 アナイ リュウジ 菊池郡 ：

2 2 境 理 サカイ オサム 熊本市 ：

3 3 森崎 由貴 モリサキ ヨシタカ 上益城郡 ：

4 4 中村 章二 ナカムラ ショウジ 八代市 ：

5 5 上原 進 ウエハラ ススム 菊池郡 ：

6 6 山本 知栄 ヤマモト トモエ 宇城市 ：

7 7 西村 里程 ニシムラ リテイ 玉名市 ：

8 8 鞭馬 講二 ムチマ コウジ 熊本市 ：

9 9 大嶋 剛 オオシマ ツヨシ 熊本市 ：

10 10 高橋 慶江 タカハシ ヨシエ 熊本市 ：

11 11 田畑 美和子 タバタ ミワコ 熊本市 ：

12 12 米田 幸司 ヨネダ コウジ 熊本市 ：

13 13 和田 誠次 ワダ セイジ 菊池市 ：

14 14 松田 修治 マツダ シュウジ 熊本市 ：

15 15 絹原 美加 キヌハラ ミカ 熊本市 ：

16 16 與縄 貴子 ヨナワ タカコ 熊本市 ：

17 17 桑本 昭憲 クワモト アキノリ 熊本市 ：

18 18 森本 良一 モリモト リョウイチ 八代市 ：

TRACK SESSION KUMAMOTO

１組目（設定タイム：4’30”～6’00”）
ペースメーカー（4’30” 大手 敬史・５’00” 地下 翔太・5’30” 島村 洸史・6’00”  森下 史崇）

氏名



レーン NO. 郡市 タイム
1 19 坂井 信之 サカイ ノブユキ 宇土市 ：

2 20 井上 美由紀 イノウエ ミユキ 合志市 ：

3 21 西 志倫 ニシ ユキノリ 球磨郡 ：

4 22 金村 高雄 カネムラ タカオ 熊本市 ：

5 23 根岸 まゆみ ネギシ マユミ 熊本市 ：

6 24 戸田 博公 トダ ヒロノリ 熊本市 ：

7 25 坂本 博 サカモト ヒロシ 熊本市 ：

8 26 山鹿 彰大 ヤマガ ショウタ 熊本市 ：

9 27 高木 智司 タカキ サトシ 山鹿市 ：

10 28 吉田 哲也 ヨシダ テツヤ 熊本市 ：

11 29 浦野 一貴 ウラノ カズキ 熊本市 ：

12 30 中尾 孝浩 ナカオ タカヒロ 菊池市 ：

13 31 並木 哲也 ナミキ テツヤ 熊本市 ：

14 32 藤川 博史 フジカワ ヒロシ 玉名市 ：

15 33 塚本 法昌 ツカモト ノリマサ 熊本市 ：

16 34 佐々木 章 ササキ アキラ 合志市 ：

17 35 松永 英剛 マツナガ エイゴウ 熊本市 ：

18 36 坂本 利孝 サカモト トシタカ 熊本市 ：

19 37 藤本 祐輔 フジモト ユウスケ 合志市 ：

20 38 西村 光ニ ニシムラ コウジ 熊本市 ：

21 39 八木 尚之 ヤギ ナオユキ 熊本市 ：

22 40 岩川 勝美 イワカワ カツミ 球磨郡 ：

23 41 山室 健 ヤマムロ タケル 阿蘇郡 ：

24 42 澁谷 洋太郎 シブヤ ヨウタロウ 熊本市 ：

25 43 橋本 正治 ハシモト マサハル 阿蘇郡 ：

TRACK SESSION KUMAMOTO

２組目（設定タイム：4’00”～4’15”）
ペースメーカー（4’00” 荒木 宏太・4’15” 地下 翔太）

氏名



レーン NO. 郡市 タイム
1 44 鶴 有毅 ツル ナオキ 山鹿市 ：
2 45 加藤 みちる カトウ ミチル 熊本市 ：
3 46 福田 健太 フクダ ケンタ 熊本市 ：
4 47 岩村 聖華 イワムラ セイカ 八代郡 ：
5 48 藤川 信久 フジカワ ノブヒサ 熊本市 ：
6 49 赤池 寛子 アカイケ ヒロコ 球磨郡 ：
7 50 坂本 竜一 サカモト リュウイチ 阿蘇市 ：
8 51 濱野 隆一 ハマノ リュウイチ 熊本市 ：
9 52 上嶋 知子 ウエジマ トモコ 天草市 ：
10 53 打越 一幸 ウチコシ カズユキ 玉名郡 ：
11 54 芳坂 真一郎 ヨシザカ シンイチロウ 熊本市 ：
12 55 須藤 亮介 ストウ リョウスケ 熊本市 ：
13 56 三ヶ尻 一郎 ミカジリ イチロウ 熊本市 ：
14 57 脇 康洋 ワキ ヤスヒロ 熊本市 ：
15 58 岡本 遼 オカモト リョウ 熊本市 ：
16 59 中川 洋一郎 ナカガワ ヨウイチロウ 熊本市 ：
17 60 佐伯 智之 サエキ トモユキ 八代市 ：
18 61 元田 豊仁 モトダ トヨヒト 菊池市 ：
19 62 緒方 健一郎 オガタ ケンイチロウ 熊本市 ：
20 63 坂井 雅也 サカイ マサヤ 八代郡 ：
21 64 酒井 勝 サケイ マサル 熊本市 ：
22 65 藤掛 正道 フジカケ マサミチ 上益城郡 ：
23 66 与田 光将 ヨダ ミツノブ 熊本市 ：
24 67 東 徹志 アズマ サトシ 熊本市 ：
25 68 山内 務 ヤマウチ ツトム 上天草市 ：
26 69 角田 隆輔 ツノダ リュウスケ 熊本市 ：
27 70 千々岩 慎吾 チヂイワ シンゴ 熊本市 ：
28 71 古嶋 大輔 フルシマ ダイスケ 菊池郡 ：
29 72 川口 保 カワグチ タモツ 八代市 ：
30 73 濱口 尚輝 ハマグチ ナオキ 合志市 ：
31 74 柴尾 和希 シバオ カズキ 玉名市 ：
32 75 大橋 隼人 オオハシ ハヤト 熊本市 ：
33 76 坂田 英之 サカタ ヒデユキ 熊本市 ：

TRACK SESSION KUMAMOTO
３組目（設定タイム：3’30”～3’45”）

ペースメーカー（3’30” 中神 恒也・3’45” 島村 洸史）
氏名



レーン NO. 郡市 タイム

1 77 松下 茉由 マツシタ マユ 熊本市 ：

2 78 儀藤 優花 ギトウ ユカ 熊本市 ：

3 79 井川 龍人 イガワ リュウト 葦北郡 ：

4 80 森下 史崇 モリシタ フミタカ 球磨郡 ：

5 81 宮崎 祐行 ミヤザキ ヒロユキ 宇城市 ：

6 82 早田 哲也 ハヤタ テツヤ 熊本市 ：

7 83 久間 章弘 キュウマ アキヒロ 球磨郡 ：

8 84 大手 敬史 オオテ タカフミ 球磨郡 ：

9 85 井下 元気 イノシタ ゲンキ 玉名市 ：

10 86 郷 良尚 ゴウ ヨシヒサ 宇城市 ：

11 87 小原 正道 コハラ マサミチ 球磨郡 ：

12 88 古谷 優心 フルヤ ユウシン 熊本市 ：

13 89 杉野 直輝 スギノ ナオキ 球磨郡 ：

14 90 石川 舜 イシカワ シュン 熊本市 ：

15 91 小牧 龍太郎 コマキ リョウタロウ 宇土市 ：

16 92 木原 圭一 キハラ ケイイチ 熊本市 ：

17 93 唐鎌 航也 カラカマ コウヤ 球磨郡 ：

18 94 宮尾 昌樹 ミヤオ マサキ 合志市 ：

19 95 下永 崇博 シモナガ タカヒロ 八代市 ：

20 96 杉本 和貴 スギモト カズタカ 熊本市 ：

21 97 杉本 鴻太郎 スギモト コウタロウ 玉名市 ：

TRACK SESSION KUMAMOTO

４組目（設定タイム：フリー）

ペースメーカーなし

氏名



レーン NO. 郡市 タイム

1 98 井川 龍人 イガワ リュウト 葦北郡 ：

2 99 加藤 純平 カトウ ジュンペイ 熊本市 ：

3 100 古場 京介 コバ キョウスケ 熊本市 ：

4 101 中神 恒也 ナカガミ コウヤ 人吉市 ：

5 102 永井 智久 ナガイ トモヒサ 球磨郡 ：

6 103 荒木 宏太 アラキ コウタ 玉名郡 ：

7 104 福田 哲哉 フクダ テツヤ 球磨郡 ：

8 105 津留 健太郎 ツル ケンタロウ 玉名郡 ：

9 106 地下 翔太 ジゲ ショウタ 球磨郡 ：

10 107 森本 幸司 モリモト コウジ 阿蘇市 ：

11 108 島村 洸史 シマムラ ヒロフミ 宇土市 ：

12 109 田本 一了 タモト カズアキ 八代市 ：

13 110 本田 仁 ホンダ ヒトシ 阿蘇市 ：

14 111 西 一貴 ニシ カズタカ 菊池市 ：

15 112 野島 靖徳 ノジマ ヤスノリ 熊本市 ：

16 113 佐藤 大和 サトウ ヤマト 菊池郡 ：

17 114 中村 貴明 ナカムラ タカアキ 菊池郡 ：

18 115 峯脇 哲也 ミネワキ テツヤ 宇城市 ：

19 116 小林 聖弘 コバヤシ タカヒロ 宇城市 ：

20 117 矢島 璃空 ヤジマ リク 宇城市 ：

21 118 藤川 開史 フジカワ カイシ 人吉市 ：

22 119 佐々木 渉 ササキ ショウ 人吉市 ：

23 120 中田 光 ナカタ ヒカル 人吉市 ：

24 121 溝辺 伊織 ミゾベ イオリ 人吉市 ：

25 122 才畑 智貴 サイハタ トモキ 人吉市 ：

26 123 鍬本 健太 クワモト ケンタ 人吉市 ：

27 124 河野 太志朗 カワノ タイシロウ 球磨郡 ：

TRACK SESSION KUMAMOTO

5組目（設定タイム：フリー）

ペースメーカーなし

氏名
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