
第9回 公認奥球磨ロードレース大会 団体戦 記録

5kmの部 中学男子

No. 氏名 フリガナ 記録 所属

1. あさぎり中学校 0:51:42

2001 椎葉 大夢 シイバ ヒロム 17分07秒 あさぎり中学校

2015 杉下 煌史 スギシタ アキフミ 17分16秒 あさぎり中学校

2009 杉山 力斗 スギヤマ リキト 17分19秒 あさぎり中学校

2. NRA 0:51:57

2040 伊瀬知 蒼空 イセチ ソラ 17分13秒 NRA

2039 飯野 颯太 イイノ ソウタ 17分20秒 NRA

2044 寺田 琉聖 テラダ ルキ 17分24秒 NRA

3. 水上村立水上中学校 1:00:50

2021 谷山 凌太 タニヤマ リョウタ 18分23秒 水上村立水上中学校

2020 淋 優人 ソソギ ユウト 20分07秒 水上村立水上中学校

2022 木下 瞬希 キノシタ シュンキ 22分20秒 水上村立水上中学校



5kmの部 中学女子

1. NJAC 0:58:29

2128 山口 ゆず ヤマグチ ユズ 18分08秒 NJAC

2129 布井 望暖 ヌノイ モア 19分11秒 NJAC

2127 羽隅 珠里 ハスミ ジュリー 21分10秒 NJAC

2. NRA 0:59:10

2121 池水 百花 イケミズ モモカ 19分09秒 NRA

2122 池水 実花 イケミズ ミカ 19分19秒 NRA

2124 高橋 愛莉 タカハシ アイリ 20分42秒 NRA

3. あさぎり中学校 1:00:02

2119 岩本 美織 イワモト ミオリ 19分44秒 あさぎり中学校

2118 前田 百合愛 マエダ ユリア 19分46秒 あさぎり中学校

2116 岡村 清良 オカムラ キヨラ 20分32秒 あさぎり中学校

4. 湯前中学校 1:03:52

2114 植木 陽菜乃 ウエキ ヒナノ 18分36秒 湯前中学校

2111 遠坂 日向 トオサカ ヒナタ 20分24秒 湯前中学校

2113 吉田 楽々 ヨシダ ララ 24分52秒 湯前中学校

5. 人吉市立第二中学校 1:06:51

2106 新  望優 シン ミユウ 18分36秒 人吉市立第二中学校

2107 甲斐 空恋羽 カイ クレハ 23分20秒 人吉市立第二中学校

2104 蓑田 心愛 ミノダ ココア 24分55秒 人吉市立第二中学校



5kmの部 女子フリー

1. 千原台高校 0:51:49

2226 山田 明佳 ヤマダ ハルカ 17分00秒 千原台高校

2229 本田 心七海 ホンダ ミナミ 17分15秒 千原台高校

2225 濵﨑 莉央 ハマサキ リオ 17分34秒 千原台高校

2. 出水中央高校 0:52:36

2244 森 紫乃 モリ シノ 17分05秒 出水中央高校

2245 住友 琴音 スミトモ コトネ 17分24秒 出水中央高校

2246 松本 あかね マツモト アカネ 18分07秒 出水中央高校

3. ルーテル学院高校 0:52:43

2222 吉田 あゆ ヨシダ アユ 17分03秒 ルーテル学院高校

2219 日置 澪 ヒオキ ミオ 17分47秒 ルーテル学院高校

2218 角銅 菜々 カクドウ ナナ 17分53秒 ルーテル学院高校

4. 熊本信愛女学院高校 0:53:12

2202 緒方 咲花 オガタ サヤカ 17分25秒 熊本信愛女学院高校

2204 藤本 喬子 フジモト キョウコ 17分51秒 熊本信愛女学院高校

2206 緒方 陽花 オガタ ハルカ 17分56秒 熊本信愛女学院高校

5. 東海大学付属熊本星翔高等学校 0:53:51

2242 本多 春華 ホンダ ハルカ 17分50秒 東海大星翔高校

2241 馬場園 桃 ババゾノ モモ 17分59秒 東海大星翔高校

2239 嶋田 晴日 ジマダ ハルヒ 18分02秒 東海大星翔高校

6. 人吉高校 0:56:47

2262 高山 心陽 タカヤマ コハル 16分53秒 人吉高校

2261 溝口 清加 ミゾグチ サヤカ 19分41秒 人吉高校

2264 中村 優夏 ナカムラ ユウカ 20分13秒 人吉高校



ハーフマラソンの部 一般男子

1. SGホールディングス 3:08:47

105 橋本 大輝 ハシモト ヒロキ 1時間02分19秒 SGホールディングス

3 湯澤 舜 ユザワ シュン 1時間02分56秒 SGホールディングス

103 橋爪 孝安 ハシヅメ タカヤス 1時間03分32秒 SGホールディングス

2. 青山学院大学 3:13:02

119 荒巻 朋熙 アラマキ トモキ 1時間03分11秒 青山学院大学

8 山内 健登 ヤマウチ ケント 1時間03分44秒 青山学院大学

118 徳丸 涼大 トクマル リョウタ 1時間06分07秒 青山学院大学

3. 順天堂大学 3:16:28

9 内田 征冶 ウチダ マサヤ 1時間05分13秒 順天堂大学

201 油谷 航亮 アブラヤ コウスケ 1時間05分36秒 順天堂大学

203 岩島 共汰 イワシマ キョウタ 1時間05分39秒 順天堂大学

4. 東海大学 3:20:39

130 竹割 真 タケワリ マコト 1時間06分19秒 東海大学

129 水野 龍志 ミズノ タツユキ 1時間06分20秒 東海大学

14 溝口 仁 ミゾグチ ジン 1時間08分00秒 東海大学

5. ひらまつ病院 3:21:45

6 上田 裕也 ウエダ ユウヤ 1時間05分00秒 ひらまつ病院

111 雲井 崚太 クモイ リョウタ 1時間07分47秒 ひらまつ病院

109 小林 史弥 コバヤシ フミヤ 1時間08分58秒 ひらまつ病院

6. 早稲田大学 3:24:15

15 須山 向陽 スヤマ ヒナタ 1時間06分20秒 早稲田大学

133 宮岡 凜太 ミヤオカ リンタ 1時間06分40秒 早稲田大学

132 濱本 寛人 ハマモト ヒロト 1時間11分15秒 早稲田大学

7. 日本文理大学 3:25:57

155 上原 健太郎 ウエハラ ケンタロウ 1時間08分14秒 日本文理大学

149 森田 琉斗 モリタ リュウト 1時間08分18秒 日本文理大学

147 渕上 裕太 フチガミ ユウタ 1時間09分25秒 日本文理大学

8. 国士舘大学 3:29:05

17 岩下 翔哉 イワシタ ショウヤ 1時間07分35秒 国士舘大学

138 溝辺 伊織 ミゾベ イオリ 1時間08分33秒 国士舘大学

137 永井 智久 ナガイ トモヒサ 1時間12分57秒 国士舘大学

9. 北熊本自衛隊 3:43:24

189 山崎 隼汰 ヤマサキ シュンタ 1時間12分01秒 北熊本自衛隊

188 植嶋 晋也 ウエジマ シンヤ 1時間14分24秒 北熊本自衛隊

191 黒木 拓実 クロキ タクミ 1時間16分59秒 北熊本自衛隊



ハーフマラソンの部 一般女子

1. 鹿児島銀行 3:54:30

23 池満 綾乃 イケミツ アヤノ 1時間15分52秒 鹿児島銀行

302 坂川 恋露 サカガワ ココロ 1時間16分11秒 鹿児島銀行

301 上原 美幸 ウエハラ ミユキ 1時間22分27秒 鹿児島銀行

2. 福岡大学 4:00:36

307 德留 舞 トクドメ マイ 1時間19分40秒 福岡大学

309 戸倉 瑛菜 トクラ エイナ 1時間20分04秒 福岡大学

308 西園 萌花 イシゾノ モエカ 1時間20分52秒 福岡大学



10kmの部 高校男子

1. 大牟田高校 1:31:20

1033 山口 翔輝 ヤマグチ ショウキ 30分11秒 大牟田高校

1023 青木 龍翔 アオキ リョウト 30分28秒 大牟田高校

1043 野田 顕臣 ノダ ケンシン 30分41秒 大牟田高校

2. 宮崎日大高校 1:31:32

1063 山中 寿世夢 ヤマナカ ジュセム 30分20秒 宮崎日大高校

1067 成合 洸琉 ナリアイ タケル 30分28秒 宮崎日大高校

1072 後藤 玄樹 ゴトウ イブキ 30分44秒 宮崎日大高校

3. 熊本工業高校 1:31:46

1132 田川 寛大 タガワ カンタ 30分19秒 熊本工業高校

1139 田中 楓人 タナカ カイト 30分30秒 熊本工業高校

1142 桶田 一翔 オケダ カズト 30分57秒 熊本工業高校

4. 小林高校 1:32:14

1103 榎木 凜太朗 エノキ リンタロウ 30分26秒 小林高校

1106 陣内 紫音 ジンナイ シオン 30分54秒 小林高校

1102 岩本 偲遠 イワモト シエン 30分54秒 小林高校

5. 鹿児島城西高校 1:32:28

1180 佐久間 大河 サクマ タイガ 30分21秒 鹿児島城西高校

1164 小田 夕琥 オダ ユウク 30分55秒 鹿児島城西高校

1167 知念 優斗 チネン ユウト 31分12秒 鹿児島城西高校

6. 樟南高校 1:32:47

1197 高﨑 陸 タカサキ リク 30分34秒 樟南高校

1186 有馬 貫太 アリマ カンタ 31分03秒 樟南高校

1198 高﨑 健 タカサキ ケン 31分10秒 樟南高校

7. 九州学院高校 1:32:48

1007 村上 直弥 ムラカミ ナオヤ 30分48秒 九州学院高校

1013 迫 紘太 ハザマ コウタ 30分56秒 九州学院高校

1001 菅野 雄太 カンノ ユウタ 31分04秒 九州学院高校

8. 大分東明高校 1:33:51

1053 岡本 凌弥 オカモト リョウヤ 30分50秒 大分東明高校

1054 末永 倫輝 スエナガ トモキ 30分53秒 大分東明高校

1056 土谷 春樹 ツチヤ ハルキ 32分08秒 大分東明高校

9. 千原台高校 1:34:21

1150 池田 真大 イケダ マヒロ 30分48秒 千原台高校

1151 下田 琉斗 シモダ ルト 31分35秒 千原台高校

1155 西生 和 ニシオ ヤマト 31分58秒 千原台高校

10. 瓊浦高校 1:34:35

1210 志田 月偉 シダ ルイ 31分03秒 瓊浦高校

1202 川口 新太 カワグチ アラタ 31分39秒 瓊浦高校

1206 松尾 岳 マツオ ガク 31分53秒 瓊浦高校

11. 慶誠高校 1:36:01

1215 清水 雄翔 シミズ ユウト 30分59秒 慶誠高校

1220 水本 遼 ミズモト リョウ 32分28秒 慶誠高校

1228 岩木 愁治 イワキ シュウジ 32分34秒 慶誠高校

12. 鹿児島実業高校 1:36:12

1081 重森 朝陽 シゲモリ アサヒ 31分29秒 鹿児島実業高校

1080 柿内 心温 カキウチ シオン 31分48秒 鹿児島実業高校

1085 宮下 十碧 ミヤシタ トアオ 32分55秒 鹿児島実業高校

13. 球磨工業高校 1:39:08

1244 鍬本 健太 クワモト ケンタ 32分37秒 球磨工業高校

1233 木下 来夢 キノシタ ライム 33分08秒 球磨工業高校

1239 毎床 輝斗 マイトコ カガト 33分23秒 球磨工業高校

14. 東海大福岡高校 1:41:09

1128 藤尾 勇希 フジオ ユウキ 32分32秒 東海大福岡高校

1125 福谷 悠太 フクタニ ユウタ 32分34秒 東海大福岡高校

1129 松田 康正 マツダ コウセイ 36分03秒 東海大福岡高校

15. 国分中央高等学校 1:41:16

1160 辻田 鉄人 ツジタ テツト 30分52秒 国分中央高等学校

1161 榊 昴晴 サカキ スバル 33分34秒 国分中央高等学校

1162 井出 颯斗 イデ ハヤト 36分50秒 国分中央高等学校

16. 人吉高校 1:52:51

1245 長田 琉人 ナガタ リュウト 37分06秒 人吉高校

1248 那須 陸 ナス リク 37分34秒 人吉高校

1247 椎葉 天俐 シイバ テンリ 38分11秒 人吉高校


