
着順 登録番号 所属 記録

1 803 野村 眞央 ノムラ マオ 高岡陸上 3'14"44

2 801 太田 朱音 オオタ アヤネ 本郷小 3'15"52

3 711 宮原 月渚 ミヤハラ ルナ 宮崎西陸上 3'19"51

4 710 松本 七海 マツモト ナナミ 宮崎西陸上 3'26"81

5 1203 福元 夏怜 フクモト カレン 本郷アスリート 3'28"32

6 701 宮浦 美月 ミヤウラ ミツキ 宮崎西陸上 3'36"23

7 705 東 萌愛 ヒガシ モエ 宮崎西陸上 3'37"95

8 1204 今村 成海 イマムラ ナルミ 本郷アスリート 3'38"90

9 1205 中野 舞 ナカノ マイ 本郷アスリート 3'39"00

10 707 有川 乃愛香 アリカワ ノエカ 宮崎西陸上 3'41"39

11 1308 綾 萌恵子 アヤ モエコ 小松台ＲＴＣ 3'41"43

12 1202 松浦 未侑 マツウラ ミユ 本郷アスリート 3'43"51

13 806 河野 莉乃 カワノ リノ 高岡陸上 3'45"79

14 1212 松井 和子 マツイ ワコ 本郷アスリート 4'01"26

15 1211 谷口 優衣 タニグチ ユイ 本郷アスリート 4'11"92

16 1210 松本 沙和 マツモト サワ 本郷アスリート 4'17"03

17 1206 原田 サリー ハラダ サリー 本郷アスリート 4'18"81

18 1209 山村 らいむ ヤマムラ ライム 本郷アスリート 4'18"83

19 1216 蛯原 陽菜 エビハラ ヒナ 本郷アスリート 4'18"87

小学女子　　１０００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１０：００



着順 登録番号 所属 記録

1 706 瀬治山 夕海 セジヤマ ユウミ 宮崎西陸上 4'59"26

2 4012 清水 暖太 シミズ ヒナタ 久峰陸上 5'04"85

3 1202 石山 竜也 イシヤマ リュウヤ 本郷アスリート 5'12"53

4 707 中薗 蒼 ナカゾノ ソウ 宮崎西陸上 5'19"46

5 4002 猪俣 悠生 イノマタ ユウキ 久峰陸上 5'21"06

6 1214 笹岡 海月 ササオカ ミヅキ 本郷アスリート 5'23"03

7 710 楢畑 陽大 ナラハタ ハルト 宮崎西陸上クラブ 5'28"39

8 703 岡田 泰知 オカダ タイチ 宮崎西陸上 5'29"97

9 1203 川越 純平 カワゴエ ジュンペイ 本郷アスリート 5'30"83

10 4001 齊藤 龍星 サイトウ リュウセイ 久峰陸上 5'31"02

11 1213 関本 圭太郎 セキモト ケイタロウ 本郷アスリート 5'34"45

12 4007 岩下 拓海 イワシタ タクミ 久峰陸上 5'39"72

13 4018 岸上 優大 キシガミ ユウダイ 久峰陸上 5'42"14

14 1308 柏木 凌空 カシワギ リク 小松台ＲＴＣ 5'46"71

15 1206 原口 颯太 ハラグチ ソウタ 本郷アスリート 5'48"98

16 825 浜田 真翔 ハマダ マナト 本郷アスリート 5'54"27

17 4006 岩下 海星 イワシタ カイセイ 久峰陸上 5'57"61

18 1208 佐藤 光流 サトウ ヒカル 本郷アスリート 5'58"75

19 702 渡辺 秀一 ワタナベ シュウイチ 宮崎西陸上 5'59"20

20 1209 横田 大知 ヨコタ ダイチ 本郷アスリート 6'09"47

21 1207 田島 幹大 タジマ カンタ 本郷アスリート 6'28"89

22 1204 佐土原 大 サドワラ ヒロト 本郷アスリート 6'39"87

小学男子　１５００ｍ
フリガナ氏　名

スタート　　１０：１０



着順 登録番号 所属 記録

1 4822 緒方 涼夏 オガタ スズカ 加納中 ５’３６”７０

2 4825 髙山 菜々子 タカヤマ ナナコ 加納中 ５’３８”４２

3 4310 矢野 鈴果 ヤノ スズカ 久峰中 ５’４３”０５

4 4306 松元 里佳子 マツモト リカコ 久峰中 ５’４７”８６

5 3505 田中 志歩 タナカ シホ 大宮中 ６’０９”５９

6 888 森田 幸生 モリタ ユキ 宮崎工業 ６’１０”８７

7 4312 野﨑 あかり ノザキ アカリ 久峰中 ６’３３”４７

8 4396 大川 葵花 オオカワ アイカ 田野中 ６’３４”９６

中学高校女子　１５００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１０：２０



着順 登録番号 所属 記録

1 4251 池田 哲也 イケダ テツヤ 広瀬中 ４’３０”５０

2 822 黒木 宥希 クロギ ユウキ 穂北中 ４’３３”２５

3 4252 初山 翔 ハツヤマ ショウ 広瀬中 ４’５４”７４

4 3518 飯野 護 イイノ マモル 大宮中 ５’０３”４２

5 3516 新保 海斗 ニイボ カイト 大宮中 ５’０３”８１

6 3523 濱田 兼輔 ハマダ ケンスケ 大宮中 ５’０４”１３

7 4831 鈴木 登希雄 スズキ トキオ 加納中 ５’０６”３３

8 4312 山口 太陽 ヤマグチ タイヨウ 久峰中 ５’０７”２０

9 3521 松永 次玄 マツナガ ジゲン 大宮中 ５’１９”１９

10 4315 齊藤 蒼太 サイトウ ソウタ 久峰中 ５’３１”４２

11 4392 矢野 響 ヤノ ヒビキ 田野中 ５’３１”５４

12 4393 矢野 稜 ヤノ リョウ 田野中 ５’４３”２３

13 4316 益田 勇丈 マスダ ハヤト 久峰中 ５’５３”６３

中学男子　１５００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１０：３０



着順 登録番号 所属 記録

1 3672 峯本 幸樹 ミネモト コウキ 木花中 ９’４１”２４

2 3817 柳元 星矢 ヤナギモト セイヤ 住吉中 ９’４３”６７

3 827 吉田 龍也 ヨシダ タツヤ 清武中 ９’４４”７０

4 3653 束野 雄介 ツカノ ユウスケ 木花中 ９’４４”９０

5 3875 長友 隆太郎 ナガトモ リュウタロウ 生目中 ９’４７”１８

6 828 島田 肯 シマダ ガエン 清武中 ９’４８”２３

7 3881 井上 凌汰 イノウエ リョウタ 生目中 ９’４８”３９

8 811 志水 翔 シミズ カケル 久峰中 ９’４８”４１

9 806 岡林 春樹 オカバヤシ ハルキ 久峰中 ９’５０”６８

10 3652 中村 翔 ナカムラ ショウ 木花中 ９’５０”９５

11 3655 長友 雄也 ナガトモ ユウヤ 木花中 ９’５５”３２

12 5092 藤本 悠太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 宮崎西附属中学校 ９’５７”０３

13 3508 前田 和輝 マエダ カズキ 大宮中 １０’０８”０２

14 3683 渡邊 和歩 ワタナベ カズホ 木花中 １０’１０”８９

15 3671 中村 優作 ナカムラ ユウサク 木花中 １０’１５”３８

16 3805 椎葉 海人 シイバ カイト 住吉中 １０’１７”０３

17 5098 川越 藍斗 ｶﾜｺﾞｴ ｱｲﾄ 宮崎西附属中学校 １０’３０”５４

18 5097 河野 了磨 ｶﾜﾉ ﾘｮｳﾏ 宮崎西附属中学校 １０’４６”３０

19 4827 川越 亮汰 カワゴエ リョウタ 加納中 １１’００”３７

20 4353 西村 大悟 ニシムラ ダイゴ 田野中 １１’１０”６６

21 4307 壹岐 航志朗 イキ コウシロウ 久峰中 １１’１３”７６

22 4310 米良 天翔 メラ タカト 久峰中 １１’３２”７４

23 4313 濵畑 大貴 ハマハタ ダイキ 久峰中 １２’００”２２

中学男子　３０００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１０：４５



着順 登録番号 所属 記録

1 1082 中村 美沙 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 宮崎南高校 １０’３４”５０

2 3801 太田 成美 オオタ ナルミ 住吉中 １１’１３”４７

3 3812 日髙 美優 ヒダカ ミユウ 住吉中 １１’３５”６７

4 4305 宮本 寧々 ミヤモト ネネ 久峰中 １１’４０”１５

5 4307 富永 桃加 トモナガ モモカ 久峰中 １１’４７”３６

6 4816 湯川 来帆 ユガワ キホ 加納中 １２’０７”１７

7 1070 増田 希英 ﾏｽﾀﾞ ｷｴ 宮崎南高校 １２’４６”９８

8 3158 森 仁美 モリ ヒトミ チームＬＡ １３’４９”９１

9 3108 森 ハツ子 モリ ハツコ 佐土原くのいち １３’５６”１９

一般・高校・中学女子　３０００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１１：００



着順 登録番号 所属 記録

1 681 川添 杏太 カワソエ キョウタ 宮崎日大高校 ８’３３”４９

2 698 長倉 奨美 ナガクラ マサミ 宮崎日大高校 ８’４１”２６

3 705 西村 比呂 ニシムラ ヒロ 宮崎日大高校 ８’４２”１０

4 680 亀安 勇斗 カメヤス ユウト 宮崎日大高校 ８’４２”４４

5 683 齋藤 拓海 サイトウ タクミ 宮崎日大高校 ８’４４”２０

6 685 手嶋 杏丞 テシマ キョウスケ 宮崎日大高校 ８’４６”４３

7 682 栗山 弘司 クリヤマ コウジ 宮崎日大高校 ８’４８”８１

8 700 佐藤 弘規 サトウ ヒロノリ 宮崎日大高校 ８’５４”５１

9 706 平田 龍輝 ヒラタ リュウキ 宮崎日大高校 ８’５４”８０

10 710 柳元 翔矢 ヤナギモト ショウヤ 宮崎日大高校 ８’５５”０５

11 704 西 勇気 ニシ ユウキ 宮崎日大高校 ８’５９”２０

12 701 徳田 昌哉 トクダ マサヤ 宮崎日大高校 ８’５９”６０

13 679 堤 央良 ツツミ オオラ 宮崎日大高校 ８’５９”６７

14 699 永田 虎大 ナガタ トラヒロ 宮崎日大高校 ９’０１”９３

15 672 坂口 健太郎 サカグチ ケンタロウ 宮崎日大高校 ９’０８”８０

16 671 太田 龍哉 オオタ リュウヤ 宮崎日大高校 ９’１４”１１

17 1078 春田 大河 ﾊﾙﾀ ﾀｲｶﾞ 宮崎南高校 ９’１７”３２

18 1083 川内 秀哉 ｶﾜﾁ ｼｭｳﾔ 宮崎南高校 ９’２０”４７

19 1089 高山 泰征 ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮崎南高校 ９’２４”１３

20 697 中野 直弥 ナカノ ナオヤ 宮崎日大高校 ９’２４”６１

21 1073 久保田 好映 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｱｷ 宮崎南高校 ９’３５”０５

22 1077 後藤 涼 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ 宮崎南高校 ９’４５”１３

23 1081 新村 颯太 ｼﾝﾑﾗ ｿｳﾀ 宮崎南高校 ９’４９”３６

スタート　　１１：２０高校男子　３０００ｍ
氏　名 フリガナ



着順 登録番号 所属 記録

1 4358 スピード イーアン スピード イーアン 本郷アスリート ９’５２”１７

2 3001 坂田 錦吾 サカタ キンゴ 宮崎市陸協 １０’０７”０２

3 3147 甲斐 寛智 カイ ヒロトモ １０’１２”９１

4 4164 田村 真一 タムラ シンイチ 宮崎県庁 １０’１４”９６

5 3217 堀之内 邦洋 ホリノウチ クニヒロ 宮崎市陸協 １０’２３”１６

6 3109 清田 晃司 セイタ コウジ １０’３３”４８

7 4360 磯崎　　　　司 イソザキ ツカサ 本郷アスリート １０’３８”８０

8 大友 直樹 オオトモ ナオキ ChaRun １０’５３”０２

一般男子　３０００ｍ
氏　名 フリガナ

スタート　　１１：３５



着順 登録番号 所属 記録

1 8-195 春田 賢志 ハルタ ケンシ 宮崎産業経営大学 １５’３１”７６

2 8-192 倉田 剛志 クラタ ゴウシ 宮崎産業経営大学 １５’３３”２４

3 883 松下 幹太 マツシタ カンタ 宮崎工業 １５’３４”５０

4 3121 米倉 伸一 ヨネクラ シンイチ 宮崎市役所 １５’３４”７５

5 8-194 畑田 拓哉 ハタダ タクヤ 宮崎産業経営大学 １５’４３”９８

6 8-1086 下西 飛翔 シモニシ ショウ 宮崎産業経営大学 １５’５０”７６

7 8-206 佐々木 一駿 ササキ カズトシ 宮崎大学 １５’５１”１７

8 719 市來 真志 ｲﾁｷ ｼﾝｼﾞ 日章学園高校 １５’５３”５９

9 720 上野 輝 ｳｴﾉ ﾋｶﾙ 日章学園高校 １５’５５”９１

10 730 堀口 瑠己 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾙｲ 日章学園高校 １５’５６”６４

11 8-225 土屋 佑太 ツチヤ ユウタ 宮崎大学 １５’５８”０９

12 721 大盛 裕二 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 日章学園高校 １５’５９”８４

13 725 土持 碧衣 ﾂﾁﾓﾁ ｱｵｲ 日章学園高校 １６’２０”６４

14 913 田尻 廉 タジリ レン 宮崎工業 １６’２１”７５

15 724 佐藤 祥大 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾞｲ 日章学園高校 １６’２２”５３

16 722 小川 維織 ｵｶﾞﾜ ｲｵﾘ 日章学園高校 １６’２８”７２

17 8-224 谷口 善康 タニグチ ヨシヤス 宮崎大学 １６’３１”５９

18 8-205 抜屋 慎 ヌキヤ シン 宮崎大学 １６’４１”０６

19 8-210 下釜 秀 シモガマ シュウ 宮崎大学 １６’５７”６１

20 8-215 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 宮崎大学 １７’３３”１４

21 8-1251 福田 昌哉 フクダ マサヤ 宮崎大学 １７’４１”８５

22 910 宮本 玲音 ミヤモト レオ 宮崎工業 １８’００”０９

23 723 菊池 駿輔 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 日章学園高校 １８’１９”６５

24 914 日野 祥太郎 ヒノ ショウタロウ 宮崎工業 １９’０５”４４

26 8-1250 中村 祐馬 ナカムラ ユウマ 宮崎大学 １９’５８”１４

氏　名 フリガナ

スタート　　１１：５０一般・高校男子　５０００ｍ


