
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2022年10月25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

10/25
男子

3km
1 1 田中  希空(3) 日章学園中 10'25" 2 宮本  拳士(1) 久峰 10'28" 3 藤元    新(2) 加納 10'37" 4 西村  太陽(1) 久峰 10'40"

5 村上  蒼太(2) 宮崎東 10'47" 6 鶴田  慧音(2) 加納 11'00" 7 郡司  蒼太(1) 生目 11'06" 8 赤野  心治(2) 大淀 11'11"

9 奥田  雄亮(3) 日章学園中 11'14" 10 佐藤  友義(3) 赤江東 11'17" 11 藤本健士朗(2) 住吉 11'17" 12 小林  陽斗(1) 住吉 11'18"

13 黒木  比呂(3) 佐土原 11'20" 14 大楠  弘耀(1) 東大宮 11'20" 15 小玉  峻吾(1) 宮崎東 11'28" 16 竹田  悠馬(1) 宮崎 11'29"

17 安田  悦士(1) 東大宮 11'30" 18 黒木  耀介(1) 綾 11'31" 19 田中  稜真(2) 本郷 11'34" 20 川野  裕汰(3) 生目南 11'35"

21 安治川修聖(1) 本郷 11'36" 22 植松蓮太郎(1) 赤江 11'37" 23 横山  聖哉(1) 高岡 11'38" 24 近藤  煌輝(2) 檍 11'38"

25 後藤  祐實(1) 大淀 11'40" 26 甲斐  凱斗(2) 赤江 11'42" 27 小原  侑馬(2) 宮西附属 11'43" 28 矢野    羚(3) 田野 11'43"

29 石井  優未(1) 大宮 11'44" 30 中間  由裕(2) 久峰 11'45" 31 菊川  弘貴(1) 檍 11'46" 32 松浦  瑞祈(2) 綾 11'47"

33 小玉  大翔(1) 宮崎東 11'48" 34 柴田    翔(2) 赤江東 11'51" 35 藤田  一平(1) 本庄 11'54" 36 井上  敦稀(3) 檍 11'56"

37 谷口  皓紀(1) 佐土原 11'57" 38 落合  遥希(3) 宮崎 11'58" 39 舟木  悠也(2) 宮西附属 11'59" 40 中原  蒼太(2) 広瀬中 12'00"

41 日髙  来翔(2) 大塚 12'01" 42 梯    瑠良(3) 広瀬中 12'02" 43 柿本  海叶(2) 大淀 12'04" 44 横山  隼斗(2) 東大宮 12'06"

45 多田  恵志(3) 清武 12'07" 46 福元  聡真(2) 宮西附属 12'08" 47 武田  隼弥(2) 綾 12'10" 48 穗竝虎太郎(1) 高岡 12'10"

49 井田  彗仁(2) 生目南 12'12" 50 山下  大斗(1) 宮崎西 12'23" 51 門川  琥珀(1) 檍 12'25" 52 岡田  恒輝(2) 大塚 12'27"

53 近藤  義翔(1) 檍 12'28" 54 和田  哲心(3) 宮崎北 12'33" 55 椎葉  蓮斗(1) 赤江 12'40" 56 坂本  聖也(3) 宮崎北 12'40"

57 藤中 悠翔(1) 宮崎西 12'41" 58 児玉  恭悟(1) 生目 12'43" 59 押川  李久(3) 宮崎北 13'34" 60 別府  凌伍(1) 本郷 13'57"

61 福谷  拓未(3) 清武 14'31" 62 河野  誠波(3) 清武 14'44"
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ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2022年10月25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

10/25
女子

2km
1 1 二反田歩未(1) 生目 7'54" 2 落丸  侑奈(2) 宮崎東 8'04" 3 大塚さりあ(2) 大塚 8'06" 4 堀口  陽凪(3) 住吉 8'09"

5 石田  彩月(2) 宮崎東 8'11" 6 中島  千花(2) 加納 8'16" 7 白坂穂乃華(2) 赤江 8'17" 8 福山心優華(2) 宮崎北 8'17"

9 都甲  彩世(2) 赤江 8'17" 10 弓削  舞桜(3) 住吉 8'19" 11 日髙愛輝叫(2) 東大宮 8'20" 12 髙橋  里華(2) 宮崎日大 8'20"

13 中武  愛夏(2) 宮崎西 8'21" 14 椎葉    凛(2) 赤江 8'21" 15 森本奈都美(2) 高岡 8'22" 16 蛯原  千晴(2) 広瀬中 8'23"

17 井上  玲奈(2) 佐土原 8'26" 18 梶  珠咲妃(2) 宮崎西 8'27" 19 新名いちか(1) 生目 8'27" 20 山下  みう(2) 宮崎東 8'28"

21 川越  愛凜(2) 加納 8'29" 22 蓑輪あいな(2) 大淀 8'30" 23 長田  唯那(1) 宮崎 8'31" 24 鍬田  優羽(2) 東大宮 8'32"

25 豊川  杏奈(2) 宮西附属 8'34" 26 上野なずな(1) 綾 8'35" 27 杉尾  希空(1) 本郷 8'37" 28 湯浅  愛心(2) 赤江東 8'37"

29 後藤  祐俐(1) 大淀 8'37" 30 森本  梨音(2) 宮崎 8'38" 31 中尾  彩音(1) 高岡 8'39" 32 宮脇  睦華(2) 高岡 8'39"

33 河野ほのか(2) 綾 8'40" 34 濵田  由菜(3) 佐土原 8'51" 35 堀口  乃愛(1) 日章学園中 8'52" 36 鬼束  芽依(2) 木花 8'54"

37 日髙  琴子(3) 宮崎日大 8'56" 38 下山心乃椛(2) 広瀬中 8'57" 39 大西  奏愛(2) 宮西附属 9'00" 40 東瀬  寧々(1) 生目台 9'04"

41 長友  香澄(1) 本郷 9'08" 42 外園華莉南(2) 日章学園中 9'11" 43 西山亜衣梨(3) 大淀 9'13" 44 松田  恋奈(1) 大淀 9'13"

45 後藤  千尋(2) 生目台 9'14" 46 押川  栞奈(3) 宮崎北 9'15" 47 根井  愛美(1) 久峰 9'16" 48 片岡彩実里(2) 大塚 9'18"

49 成田  夕海(2) 木花 9'22" 50 小野  華子(1) 木花 9'23" 51 三木百々花(3) 宮崎北 9'26" 52 佐々木美遥(1) 生目 9'41"

53 北崎愛莉菜(3) 宮崎日大 9'42" 54 髙井  花音(1) 宮崎 10'27" 55 山元  美緒(1) 本郷 10'33"
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