
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2019年10月24日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:生目の杜運動公園周回ｺｰｽ
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

10/24
男子

3km
1 1 小薮  遥翔(1) 生目 10'14" 2 那須  有真(3) 大淀 10'15" 3 佐藤 稀翔(3) 大淀 10'23" 4 井上  結翔(2) 生目 10'37"

5 諸岩功太郎(2) 宮大附属 10'39" 6 西川 新之助(3) 大淀 10'50" 7 朝倉    響(2) 赤江東 10'54" 8 中谷  海音(2) 大塚 10'59"

9 蛯原  隆成(2) 広瀬 10'59" 10 巣山  大翔(2) 広瀬 11'01" 11 楢畑 陽大(3) 大淀 11'02" 12 生駒  勇丞(2) 清武 11'06"

13 嶋田  裕也(2) 清武 11'13" 14 阿部  時也(1) 大塚 11'20" 15 黒木  翔太(2) 住吉 11'21" 16 岩下  海颯(1) 久峰 11'24"

17 西江　結人(1) 生目 11'28" 18 矢野裕太郎(2) 宮西附属 11'29" 19 川島  大輝(3) 宮崎東 11'29" 20 沼口  琥央(3) 宮西附属 11'30"

21 森田  雄仁(1) 住吉 11'31" 22 杉田  大周(2) 宮西附属 11'33" 23 圖師  颯汰(2) 木花 11'34" 24 山下    隼(3) 赤江東 11'35"

25 吉田    渚(3) 生目南 11'36" 26 西山  桔平(1) 宮崎東 11'37" 27 中島  隆志(3) 宮崎 11'39" 28 植松遼太郎(2) 赤江 11'40"

29 緒方  周哉(3) 木脇 11'42" 30 上山  温大(3) 宮崎北 11'43" 31 福盛  大和(2) 宮大附属 11'45" 32 後藤  藍基(3) 大宮 11'47"

33 池宮  悠晋(1) 清武 11'49" 34 前畑 龍之介(1) 大淀 11'49" 35 川越  結琥(1) 田野 11'54" 36 籾田　心(1) 綾 11'58"

37 外山  栞大(3) 宮崎 12'00" 38 齋藤  湊斗(1) 佐土原 12'01" 39 梨岡  夏輝(2) 宮崎東 12'04" 40 岩切  一喜(2) 佐土原 12'06"

41 重原  理玖(2) 住吉 12'07" 42 長友　統也(2) 檍 12'12" 43 郡山  翔塁(2) 綾 12'13" 44 日髙  陽斗(1) 東大宮 12'14"

45 長友    悠(3) 木花 12'14" 46 渡邉  元隆(3) 宮崎北 12'16" 47 日髙  朋也(2) 宮大附属 12'17" 48 岩切　優弥(1) 宮崎 12'17"

49 清    雅人(1) 久峰 12'18" 50 中武生旺統(3) 生目南 12'23" 51 鎌田  貫瑛(1) 久峰 12'23" 52 宮脇愛奈人(2) 高岡 12'25"

53 長谷川  煌(1) 東大宮 12'27" 54 中﨑  一翔(1) 田野 12'31" 55 兒玉  柊音(3) 生目南 12'31" 56 山床  志郎(2) 綾 12'32"

57 森本  勇輝(2) 木脇 12'35" 58 堀川眞ノ介(2) 木脇 12'40" 59 五十嵐 徹(3) 大淀 12'41" 60 朝國  航汰(2) 東大宮 12'42"
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ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2019年10月24日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:生目の杜運動公園周回ｺｰｽ
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

10/24
女子

2km
1 1 福元  愛姫(2) 大塚 7'39" 2 横山  瑛奈(1) 赤江 8'00" 3 桑山  日和(2) 大宮 8'00" 4 永池  理沙(3) 久峰 8'06"

5 井上  美優(2) 生目南 8'11" 6 大岐  麻歩(1) 清武 8'12" 7 高添  心音(2) 本郷 8'13" 8 黒木  春菜(2) 住吉 8'15"

9 久松  璃奈(1) 本郷 8'15" 10 井上  美羽(1) 生目南 8'16" 11 髙橋  愛理(2) 大塚 8'19" 12 岩切  万侑(2) 赤江 8'26"

13 谷口  輝莉(1) 久峰 8'26" 14 石原  若奈(2) 加納 8'27" 15 谷口陽真梨(1) 宮崎東 8'33" 16 川崎  桃華(3) 木花 8'33"

17 林  菜々子(2) 加納 8'36" 18 木村  光希(2) 宮大附属 8'39" 19 荒井  愛美(2) 生目 8'41" 20 田島  里南(1) 宮崎東 8'42"

21 後藤ももこ(3) 加納 8'43" 22 渡邊  りな(2) 広瀬 8'43" 23 井上  幹菜(2) 広瀬 8'44" 24 日髙    舞(3) 赤江東 8'47"

25 木原万里花(1) 住吉 8'47" 26 黒木  知奈(2) 佐土原 8'50" 27 山口  結菜(1) 木脇 8'51" 28 島田  夏恵(1) 広瀬 8'52"

29 中丸  春花(1) 生目 8'52" 30 岩切  愛佳(1) 宮大附属 8'53" 31 原口　栞渚(2) 木花 8'54" 32 石原結季子(1) 宮崎東 8'55"

33 丸山  友菜(2) 綾 8'56" 34 酒井　涼帆(1) 宮崎 8'58" 35 石井七菜子(2) 宮西附属 8'58" 36 野村  千響(1) 宮大附属 8'59"

37 黒木  春花(2) 木花 9'02" 38 三好  結菜(3) 木脇 9'03" 39 外山  芽依(1) 宮西附属 9'03" 40 横山  七海(2) 佐土原 9'04"

41 荒川紗珠音(3) 宮西附属 9'05" 42 谷口  彩菜(1) 東大宮 9'06" 43 年増  悠那(2) 東大宮 9'06" 44 年増  琉那(2) 東大宮 9'07"

45 佐々木結香(1) 宮崎 9'07" 46 御手洗桜花(2) 宮崎 9'08" 47 外山  七望(2) 住吉 9'15" 48 東郷  知優(3) 田野 9'25"

49 柿内  亜衣(2) 綾 9'25" 50 髙山  メイ(3) 宮崎北 9'26" 51 鈴木　千尋(2) 檍 9'41" 52 中原　海羽(2) 檍 9'45"

53 橋口    雅(3) 赤江東 9'48" 54 櫻田  彩乃(3) 宮崎北 10'06" 55 横山ひなた(3) 宮崎北 10'17"
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