
第51回 加治木駅伝競走大会【総合記録】  2018年1年27日（土）

■一般男子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:10:29 (2) 0:15:15 (1) 0:20:47 (1) 0:26:03 (1) 0:31:12 (1) 0:36:18 (1)

10:29 (2) 4:46 (1) 5:32 (1) 5:16 (1) 5:09 (3) 5:06 (1)

0:10:24 (1) 0:15:15 (2) 0:20:52 (2) 0:26:30 (2) 0:31:26 (2) 0:36:54 (2)

10:24 (1) 4:51 (2) 5:37 (2) 5:38 (4) 4:56 (1) 5:28 (5)

0:11:27 (7) 0:16:35 (3) 0:22:28 (4) 0:28:04 (3) 0:33:06 (3) 0:38:36 (3)

11:27 (7) 5:08 (3) 5:53 (5) 5:36 (3) 5:02 (2) 5:30 (6)

0:11:10 (4) 0:17:09 (6) 0:22:46 (5) 0:29:04 (5) 0:34:26 (4) 0:39:43 (4)

11:10 (4) 5:59 (15) 5:37 (2) 6:18 (10) 5:22 (4) 5:17 (2)

0:12:01 (16) 0:17:46 (10) 0:23:54 (8) 0:29:25 (6) 0:35:06 (6) 0:40:29 (5)

12:01 (16) 5:45 (11) 6:08 (6) 5:31 (2) 5:41 (8) 5:23 (3)

0:11:07 (3) 0:16:41 (4) 0:22:27 (3) 0:29:03 (4) 0:34:42 (5) 0:40:30 (6)

11:07 (3) 5:34 (9) 5:46 (4) 6:36 (14) 5:39 (6) 5:48 (8)

0:12:21 (24) 0:17:51 (13) 0:23:59 (9) 0:29:45 (8) 0:35:33 (8) 0:40:56 (7)

12:21 (24) 5:30 (6) 6:08 (6) 5:46 (5) 5:48 (9) 5:23 (3)

0:12:15 (20) 0:17:47 (11) 0:24:08 (10) 0:30:09 (9) 0:35:31 (7) 0:41:19 (8)

12:15 (20) 5:32 (7) 6:21 (10) 6:01 (8) 5:22 (4) 5:48 (8)

0:11:50 (12) 0:17:15 (7) 0:23:29 (6) 0:29:38 (7) 0:35:50 (9) 0:42:40 (9)

11:50 (12) 5:25 (4) 6:14 (8) 6:09 (9) 6:12 (14) 6:50 (28)

0:12:04 (17) 0:18:08 (15) 0:24:54 (14) 0:31:26 (11) 0:37:06 (11) 0:43:20 (10)

12:04 (17) 6:04 (17) 6:46 (19) 6:32 (12) 5:40 (7) 6:14 (14)

0:11:18 (6) 0:16:45 (5) 0:23:38 (7) 0:30:29 (10) 0:36:54 (10) 0:43:41 (11)

11:18 (6) 5:27 (5) 6:53 (23) 6:51 (17) 6:25 (20) 6:47 (26)

0:11:49 (11) 0:17:53 (14) 0:24:58 (15) 0:31:52 (15) 0:37:54 (12) 0:43:49 (12)

11:49 (11) 6:04 (17) 7:05 (27) 6:54 (19) 6:02 (12) 5:55 (11)

0:12:33 (26) 0:19:07 (23) 0:25:44 (20) 0:31:42 (14) 0:38:46 (16) 0:44:26 (13)

12:33 (26) 6:34 (29) 6:37 (15) 5:58 (7) 7:04 (34) 5:40 (7)

0:11:43 (8) 0:17:34 (9) 0:24:14 (11) 0:31:39 (13) 0:38:02 (13) 0:44:59 (14)

11:43 (8) 5:51 (12) 6:40 (16) 7:25 (26) 6:23 (18) 6:57 (30)

0:11:47 (10) 0:18:41 (19) 0:25:34 (18) 0:32:09 (18) 0:38:26 (14) 0:45:09 (15)

11:47 (10) 6:54 (33) 6:53 (23) 6:35 (13) 6:17 (16) 6:43 (25)

0:11:12 (5) 0:17:24 (8) 0:25:05 (16) 0:32:54 (21) 0:39:17 (18) 0:45:22 (16)

11:12 (5) 6:12 (21) 7:41 (32) 7:49 (32) 6:23 (18) 6:05 (13)

0:12:17 (21) 0:18:14 (17) 0:24:49 (13) 0:31:28 (12) 0:39:35 (20) 0:45:32 (17)

12:17 (21) 5:57 (14) 6:35 (13) 6:39 (15) 8:07 (48) 5:57 (12)

0:11:55 (13) 0:19:26 (24) 0:25:43 (19) 0:32:06 (17) 0:38:33 (15) 0:45:33 (18)

11:55 (13) 7:31 (39) 6:17 (9) 6:23 (11) 6:27 (22) 7:00 (31)

0:11:46 (9) 0:17:51 (12) 0:24:33 (12) 0:32:04 (16) 0:39:05 (17) 0:45:47 (19)

11:46 (9) 6:05 (19) 6:42 (17) 7:31 (28) 7:01 (31) 6:42 (24)

0:12:18 (22) 0:18:17 (18) 0:25:08 (17) 0:32:25 (19) 0:39:20 (19) 0:45:51 (20)

12:18 (22) 5:59 (15) 6:51 (21) 7:17 (22) 6:55 (29) 6:31 (18)

0:14:42 (43) 0:21:03 (35) 0:27:28 (29) 0:33:21 (22) 0:39:40 (21) 0:46:06 (21)

14:42 (43) 6:21 (25) 6:25 (12) 5:53 (6) 6:19 (17) 6:26 (16)

0:13:05 (29) 0:19:37 (26) 0:27:32 (30) 0:34:14 (26) 0:41:09 (26) 0:46:59 (22)

13:05 (29) 6:32 (27) 7:55 (36) 6:42 (16) 6:55 (29) 5:50 (10)

0:13:30 (31) 0:19:05 (22) 0:25:56 (23) 0:32:48 (20) 0:40:42 (24) 0:47:09 (23)

13:30 (31) 5:35 (10) 6:51 (21) 6:52 (18) 7:54 (45) 6:27 (17)

0:12:20 (23) 0:19:03 (21) 0:26:01 (25) 0:33:47 (25) 0:40:36 (23) 0:47:16 (24)

12:20 (23) 6:43 (31) 6:58 (26) 7:46 (30) 6:49 (28) 6:40 (23)

0:14:00 (38) 0:20:08 (29) 0:27:23 (27) 0:34:18 (27) 0:40:24 (22) 0:47:29 (25)

14:00 (38) 6:08 (20) 7:15 (31) 6:55 (20) 6:06 (13) 7:05 (34)

0:12:59 (27) 0:19:35 (25) 0:25:56 (24) 0:33:21 (23) 0:40:58 (25) 0:47:47 (26)

12:59 (27) 6:36 (30) 6:21 (10) 7:25 (26) 7:37 (42) 6:49 (27)

0:13:03 (28) 0:18:56 (20) 0:25:46 (21) 0:33:26 (24) 0:41:24 (28) 0:48:17 (27)

13:03 (28) 5:53 (13) 6:50 (20) 7:40 (29) 7:58 (46) 6:53 (29)

0:11:56 (14) 0:18:12 (16) 0:25:55 (22) 0:35:08 (29) 0:41:20 (27) 0:48:25 (28)

11:56 (14) 6:16 (23) 7:43 (34) 9:13 (44) 6:12 (14) 7:05 (34)

0:14:29 (39) 0:20:41 (33) 0:28:38 (33) 0:36:28 (31) 0:42:24 (30) 0:48:47 (29)

14:29 (39) 6:12 (21) 7:57 (37) 7:50 (33) 5:56 (10) 6:23 (15)

山元 瞳

29 47
姶良市役所 青年部２０１７

0:48:47

中尾 卓磨 満尾 誠朗 池江 祐弘 森山 拓也 富山 信希 石峰 明宏

28 17
祁答院ランナーズ

0:48:25

岩元 次郎 比嘉 英樹 田上 大祐 大西 史子 山元 辰弥

永田 浩

27 43
鹿児島市マスターズ

0:48:17

貴島 健二郎 外薗 幸一 福徳 芳浩 清川 義文 木元 悟 篠原 隆穂

26 52
姶良市役所 フォーティーズ

0:47:47

内立元 修平 後藤 知子 小倉 哲 岩元 順 迫間 栄仁

川野 聖也

25 51
姶良市役所 チーム松王

0:47:29

阿世知 美郎 新門 哲治 中西 誠二 松尾 英明 西川 雄一郎 松下 俊喜

24 45
大井病院

0:47:16

冨永 克弘 村岡 樹 田中 靖知 郡山 健 木下 明

大山 結城

23 12
姶良ＮＴ走友会

0:47:09

小川 真二 國永 浩己 前田 昭信 吉村 剛 竹之内 恵 下玉利 陽子

22 41
市町村共済

0:46:59

迫田 浩幸 新原 友博 稲子 圭資 田所 源基 江口 拓摩

榎園 佑貴

21 8
加治木温泉病院 Ａ

0:46:06

竹葉 靖恭 中ノ町 徹 丸田 真広 肥田 翔 濵﨑 勇希 新 慶介

20 38
南九州ファミリーマート

0:45:51

橋本 明直 植村 伸哉 久徳 洋平 時村 千佳子 嘉藤 徳之

林 穣史

19 10
ＮＴＴ - 鹿児島

0:45:47

大久保 智 堀脇 淳一 佐々木 高司 松尾 義和 瀬戸山 久光 三浦 章邦

18 44
加中陸部サポーターズ

0:45:33

平嶺 浩人 中村 伸一郎 和田 真悟 本村 正徳 溝江 保文

鈴木 誠

17 33
チーム ぼっけもん

0:45:32

大平 和寛 福村 忍 関根 正三 中川 繁 小松 広和 中川 聖悟

16 7
薩摩トライアスロン

0:45:22

町田 尚紀 前園 進 東 伸一 下野 義弘 市井川 伸

上野 実利

15 50
姶良市役所 蒲生RunningTeam

0:45:09

松林 洋一 新名主 拓郎 有村 賢一 蔵園 正樹 脇 義朗 田代 栄治

14 3
蒲生スピードランナーズ

0:44:59

新名 春風 久保 亮介 小園 直人 永井 博史 古波藏 保臣

遠矢 博貴

13 42
Ｓ＆Ｔアスリートクラブ

0:44:26

山崎 隆 曽山 福太郎 榊 なるみ 池山 将大 鮫島 宗人 永田 隆行

12 31
加治木養護学校 Ａ

0:43:49

四元 健太郎 御鍵 宗充 濵崎 太陽 伊地知 誠 岸本 大史

金里 知二

11 35
内倉医院

0:43:41

的塲 耕生 尾方 裕平 桑畑 太作 内倉 敬一郎 前田 光喜 松本 侑己

10 19
竹中クラブα

0:43:20

碩 伸介 松元 眞二 久木田 克也 橋口 正明 田中 秀和

西川 真司

9 39
薩摩川内市社会福祉協議会 駅伝部

0:42:40

片平 真作 山内 一宏 本白水 崇 西山 貴浩 濵田 直樹 井手口 茂樹

8 14
姶良市消防本部 Ｂ

0:41:19

福田 竜之介 山内 真一 吉牟田 健斗 永江 将之 瀬川 竜司

川路 達也

7 2
蒲生高校

0:40:56

岩下 健人 古城 将伍 山下 裕太 宮江 崚亮 新上 和記 宮島 夕凪

6 46
姶良市役所 Ａ

0:40:30

吉永 大樹 比良 匡利 村田 弘行 永山 大樹 柏原 亮平

竪山 満

3 13
姶良市消防本部 Ａ

0:38:36

杉尾 京介 上温湯 貴志 中島 敦史 東 俊一郎 楠元 圭亮 有川 友規

山元 真弥

5 40
帖男蹴球 '２６

0:40:29

深水 皓介 窪和久 隆輝 善福 恭也 黒木 尚幸 パチェコ 架巧 横山 恭仁

4 16
祁答院中ＯＢ

0:39:43

福永 はやと 福永 修司 清次 一寿 下村 晴彦 比嘉 秀一

2 37
国分ジュニアのおやじ

0:36:54

氏名

ラップ

氏名

スプリット

ラップ

氏名

スプリット

ラップ

廣原 光弘 細川 俊彦 大嵩 司 西川 竜二 小倉 千春

スプリット スプリット

氏名

スプリット

ラップ

総合記録チーム名順位 No.

ラップ

氏名 氏名

スプリット

ラップ

6区（1.6km）

1 1 0:36:18
メンズエッグの休刊を悲しむ会

Daniel Phillips 小松 福幸 野口 翔太 山元 秀和 歌野 裕介

1区（3.3km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km）

道山 大吾



第51回 加治木駅伝競走大会【総合記録】  2018年1年27日（土）

■一般男子

通過 通過 通過 通過 通過 通過
順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:13:52 (36) 0:20:08 (28) 0:26:44 (26) 0:34:43 (28) 0:41:29 (29) 0:49:32 (30)

13:52 (36) 6:16 (23) 6:36 (14) 7:59 (36) 6:46 (27) 8:03 (46)

0:13:44 (35) 0:22:22 (44) 0:29:30 (38) 0:37:16 (35) 0:44:01 (32) 0:50:32 (31)

13:44 (35) 8:38 (48) 7:08 (28) 7:46 (30) 6:45 (26) 6:31 (18)

0:13:37 (34) 0:20:43 (34) 0:29:09 (36) 0:36:32 (32) 0:43:59 (31) 0:51:13 (32)

13:37 (34) 7:06 (36) 8:26 (43) 7:23 (24) 7:27 (40) 7:14 (37)

0:13:33 (33) 0:21:14 (37) 0:28:55 (35) 0:36:52 (33) 0:44:23 (33) 0:52:07 (33)

13:33 (33) 7:41 (41) 7:41 (32) 7:57 (35) 7:31 (41) 7:44 (41)

0:12:04 (18) 0:21:35 (39) 0:28:45 (34) 0:37:13 (34) 0:45:46 (37) 0:52:20 (34)
12:04 (18) 9:31 (50) 7:10 (29) 8:28 (38) 8:33 (49) 6:34 (22)

0:14:50 (45) 0:20:23 (30) 0:28:24 (32) 0:37:25 (36) 0:44:40 (34) 0:52:24 (35)
14:50 (45) 5:33 (8) 8:01 (38) 9:01 (40) 7:15 (36) 7:44 (41)

0:14:50 (44) 0:22:47 (45) 0:29:32 (39) 0:37:52 (37) 0:45:56 (38) 0:53:00 (36)
14:50 (44) 7:57 (43) 6:45 (18) 8:20 (37) 8:04 (47) 7:04 (33)

0:13:31 (32) 0:20:40 (32) 0:30:45 (45) 0:39:56 (43) 0:46:33 (40) 0:53:04 (37)
13:31 (32) 7:09 (37) 10:05 (51) 9:11 (43) 6:37 (24) 6:31 (18)

0:13:15 (30) 0:22:54 (47) 0:30:07 (41) 0:39:09 (39) 0:46:35 (41) 0:53:08 (38)
13:15 (30) 9:39 (51) 7:13 (30) 9:02 (41) 7:26 (39) 6:33 (21)

0:15:17 (48) 0:24:20 (49) 0:32:48 (48) 0:40:40 (46) 0:46:36 (42) 0:53:38 (39)

15:17 (48) 9:03 (49) 8:28 (44) 7:52 (34) 5:56 (10) 7:02 (32)

0:14:53 (46) 0:21:25 (38) 0:29:42 (40) 0:39:15 (40) 0:46:26 (39) 0:53:50 (40)

14:53 (46) 6:32 (27) 8:17 (40) 9:33 (47) 7:11 (35) 7:24 (38)

0:14:40 (42) 0:21:06 (36) 0:29:23 (37) 0:36:25 (30) 0:44:59 (35) 0:53:57 (41)

14:40 (42) 6:26 (26) 8:17 (40) 7:02 (21) 8:34 (50) 8:58 (49)

0:14:30 (40) 0:22:15 (43) 0:30:35 (43) 0:39:37 (42) 0:46:38 (43) 0:54:05 (42)
14:30 (40) 7:45 (42) 8:20 (42) 9:02 (41) 7:01 (31) 7:27 (39)

0:12:30 (25) 0:20:31 (31) 0:27:25 (28) 0:38:19 (38) 0:45:03 (36) 0:54:11 (43)
12:30 (25) 8:01 (45) 6:54 (25) 10:54 (50) 6:44 (25) 9:08 (50)

0:14:38 (41) 0:21:43 (40) 0:30:25 (42) 0:41:02 (47) 0:47:28 (47) 0:54:41 (44)
14:38 (41) 7:05 (35) 8:42 (46) 10:37 (49) 6:26 (21) 7:13 (36)

0:11:57 (15) 0:20:03 (27) 0:28:17 (31) 0:39:24 (41) 0:46:49 (44) 0:54:49 (45)
11:57 (15) 8:06 (46) 8:14 (39) 11:07 (51) 7:25 (38) 8:00 (45)

0:14:56 (47) 0:22:06 (42) 0:30:48 (46) 0:40:04 (44) 0:47:06 (46) 0:55:12 (46)
14:56 (47) 7:10 (38) 8:42 (46) 9:16 (45) 7:02 (33) 8:06 (47)

0:17:03 (49) 0:23:54 (48) 0:33:58 (50) 0:41:19 (48) 0:48:43 (48) 0:56:21 (47)
17:03 (49) 6:51 (32) 10:04 (50) 7:21 (23) 7:24 (37) 7:38 (40)

0:17:29 (50) 0:24:24 (50) 0:33:03 (49) 0:40:27 (45) 0:46:55 (45) 0:56:32 (48)
17:29 (50) 6:55 (34) 8:39 (45) 7:24 (25) 6:28 (23) 9:37 (51)

0:13:54 (37) 0:22:01 (41) 0:32:04 (47) 0:41:29 (49) 0:49:11 (49) 0:56:55 (49)
13:54 (37) 8:07 (47) 10:03 (49) 9:25 (46) 7:42 (43) 7:44 (41)

0:12:13 (19) 0:22:48 (46) 0:30:42 (44) 0:42:10 (50) 0:49:56 (50) 0:57:44 (50)
12:13 (19) 10:35 (52) 7:54 (35) 11:28 (52) 7:46 (44) 7:48 (44)

0:17:59 (51) 0:25:32 (51) 0:35:12 (51) 0:43:50 (51) 0:53:24 (51) 1:04:27 (51)
17:59 (51) 7:33 (40) 9:40 (48) 8:38 (39) 9:34 (52) 11:03 (52)

0:19:27 (52) 0:27:25 (52) 0:38:47 (52) 0:49:22 (52) 0:58:03 (52) 1:06:30 (52)
19:27 (52) 7:58 (44) 11:22 (52) 10:35 (48) 8:41 (51) 8:27 (48)

■中学生男子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:10:30 (1) 0:15:27 (1) 0:20:49 (1) 0:26:26 (1) 0:31:25 (1) 0:36:57 (1)

10:30 (1) 4:57 (1) 5:22 (1) 5:37 (2) 4:59 (1) 5:32 (1)

0:10:39 (3) 0:16:08 (3) 0:22:13 (2) 0:28:06 (2) 0:33:25 (2) 0:39:01 (2)

10:39 (3) 5:29 (5) 6:05 (3) 5:53 (3) 5:19 (2) 5:36 (2)

0:10:39 (2) 0:15:54 (2) 0:22:25 (3) 0:29:12 (4) 0:35:09 (4) 0:41:01 (3)

10:39 (2) 5:15 (2) 6:31 (6) 6:47 (5) 5:57 (5) 5:52 (4)

0:11:41 (4) 0:17:08 (4) 0:23:23 (5) 0:28:51 (3) 0:34:57 (3) 0:41:04 (4)

11:41 (4) 5:27 (3) 6:15 (5) 5:28 (1) 6:06 (6) 6:07 (5)

0:11:42 (5) 0:17:09 (5) 0:23:18 (4) 0:29:34 (5) 0:35:26 (5) 0:41:12 (5)

11:42 (5) 5:27 (3) 6:09 (4) 6:16 (4) 5:52 (4) 5:46 (3)

0:12:30 (6) 0:18:23 (6) 0:24:27 (6) 0:31:24 (6) 0:37:01 (6) 0:43:31 (6)

12:30 (6) 5:53 (6) 6:04 (2) 6:57 (6) 5:37 (3) 6:30 (6)

東 正真

6 106
加治木中学校 Ｂ

0:43:31

吉峯 千貴 中野 海翔 山下 瑛照 本村 大隼 四元 佑紀

成田 朋弥

5 104
隼人中学校

0:41:12

德田 玲麻 吉松 涼真 前屋 歩澄 松澤 翔宇 山内 優太 濟藤 悠陽

4 103
伊集院中学校

0:41:04

末永 湧 冷水 悠真 園田 一貴 坂口 虎太郎 河野 響

上ノ原 健晴

3 105
加治木中学校 Ａ

0:41:01

中村 凌也 崎山 壮志 日高 翔尊 池田 諒 上野 勇太 浜田 浩太朗

2 101
帖佐中学校

0:39:01

久保 俊翔 小川 嗣友 大山 遥己 下口 陽雄 愛甲 大凱

ラップ

1 102
国分中学校

0:36:57

吉村 淑秀 大西 涼 一條 空音 黒木 大凱 鮫島 礼生 内村 光

6区（1.6km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット
順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.3km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km）

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

谷元 正春

久保 正紘

蔵満 大希 末永 直人 松元 弘 岩田 学 中木原 幸平

順位 No. チーム名 総合記録

1区（3.3km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km） 6区（1.6km）
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

米満 康浩

51 20
加治木走友会

1:04:27
吉崎 純義 竹中 良明 南 勝昭 桑幡 学 島村 健二

50 9
加治木温泉病院 Ｂ

0:57:44
福岡 直樹 伊東 祐樹 坂元 真一 新本 紀子 山下 正策

白尾 孝介

49 23
敬天会ランナーズ

0:56:55
元原 智之 中間 悠樹 衛守 優輝 池田 純奈 下村 将弘 木元 翔太

48 49
姶良市役所 第１位 農林水産部２

0:56:32
下楠薗 慧良 野元 政春 西園 晋也 有村 和行 山﨑 茂徳

中津 朋広

47 15
加治木ガス駅伝部

0:56:21
松田 信也 永尾 正人 東 義一 山口 壘 古園 浩司 山瀬 雄介

46 21
錦江小ＰＴＡ

0:55:12
三島 卓 山口 正弘 向島 和紀 山下 千夏 倉元 秀弥

宮原 拓也

45 36
南九オールスターズ

0:54:49

村上 裕樹 東 晃史郎 益﨑 岳士 米森 晴基 刀坂 誠志朗 大迫 秀信

44 22
あいらびゅーＦＭと陸上部

0:54:41
上栫 祐典 山崎 和志 池田 敬隆 平田 浩志郎 大田 恵

中原 哲也

43 54
姶良市役所　同きーず★２０１４

0:54:11
古木 直仁 白桃 百合菜 針原 知宏 萩原 万里子 長濵 奈央子 清田 美樹

42 30
加治木産業㈱ チームＳＥＩＫＩ

0:54:05
ドアン バン トウ 田井中 翔悟 桑波田 圭祐 柿木園 裕一 ブ クォック タン

工藤 洋平

41 11
重富小学校

0:53:57

鈴木 亨 田代 秀達 砂川 恵太 羽矢 幸生 福島 里美 吉留 卓朗

40 24
敬天会ファイターズ

0:53:50
浮田 りょう子 大瀬 優輝 牧内 優喜 出水 美里 迫村 和亮

荒島 弘和

39 25
加治木産業㈱ 鹿児島Ａチーム

0:53:38
片平 孝介 田畑 尚一郎 森山 純平 友井川 嘉樹 宮田 真吾 今西 徳文

38 5
柁城の猫

0:53:08

竹之内 康隆 辻 美咲 内田 悠貴 大重 友佳 宮元 秀樹

森 健二

37 18
竹中クラブ

0:53:04
山崎 勝吾 大園 健司 上野 真人 新村 淳一 森 康一 竹中 義人

36 26
加治木産業㈱ 総 務

0:53:00
有村 拓也 酒匂 司 石井 陽児 松田 直樹 岩元 晃志郎

吉嶺 梓

35 34
隼人温泉病院

0:52:24
飯野 聖矢 吉崎 大樹 東村 直輝 鳥丸 裕登 新納 大地 溝口 義將

34 4
柁城の虎

0:52:20

吉松 和宏 中江 綾花 中村 恵友 樺木野 慎一 中小路 明奈

久保田 望

33 6
宮田ヶ丘駅伝部

0:52:07
後藤 淳一 谷口 基志 中薗 敏浩 栗下 直樹 前野 晋太郎 久保 功介

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

32 32
加治木養護学校 Ｂ

0:51:13

久保田 隆弘 本村 光洋 橋口 尚宝 山之内 幹 米倉 秀紀

師玉 保之

31 48
姶良市役所 優勝 農林水産部１

0:50:32

田口 貴啓 迫田 龍 田之上 陽祐 生井澤 由紀 平山 司 宮田 昭二

30 53
姶良市役所 補欠 若松 耕市

0:49:32

丸山 修 鹿籠六 卓 田中 宏学 小倉 和彦 留野 真一

52 29
加治木産業㈱ Ｊ＆Ｊ

1:06:30
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■小学生男子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:07:28 (3) 0:13:13 (2) 0:19:16 (1) 0:25:12 (1) 0:30:57 (1) 0:37:00 (1)

7:28 (3) 5:45 (2) 6:03 (1) 5:56 (3) 5:45 (2) 6:03 (2)

0:07:18 (1) 0:12:55 (1) 0:19:21 (2) 0:25:13 (2) 0:31:10 (2) 0:37:21 (2)

7:18 (1) 5:37 (1) 6:26 (2) 5:52 (2) 5:57 (3) 6:11 (4)

0:07:26 (2) 0:13:43 (3) 0:20:14 (3) 0:25:59 (3) 0:31:41 (3) 0:37:25 (3)

7:26 (2) 6:17 (7) 6:31 (3) 5:45 (1) 5:42 (1) 5:44 (1)

0:08:06 (9) 0:14:16 (8) 0:21:04 (5) 0:27:35 (4) 0:34:03 (4) 0:40:37 (4)

8:06 (9) 6:10 (4) 6:48 (4) 6:31 (4) 6:28 (5) 6:34 (9)

0:08:18 (10) 0:14:36 (9) 0:21:38 (8) 0:28:14 (6) 0:34:44 (5) 0:40:53 (5)

8:18 (10) 6:18 (8) 7:02 (6) 6:36 (6) 6:30 (6) 6:09 (3)

0:08:01 (8) 0:14:01 (4) 0:20:51 (4) 0:27:49 (5) 0:34:57 (6) 0:41:29 (6)

8:01 (8) 6:00 (3) 6:50 (5) 6:58 (10) 7:08 (16) 6:32 (8)

0:07:43 (5) 0:14:43 (10) 0:22:00 (10) 0:29:16 (11) 0:35:16 (8) 0:41:29 (7)

7:43 (5) 7:00 (21) 7:17 (8) 7:16 (18) 6:00 (4) 6:13 (5)

0:07:52 (6) 0:14:05 (6) 0:21:45 (9) 0:28:32 (7) 0:35:13 (7) 0:41:59 (8)

7:52 (6) 6:13 (6) 7:40 (18) 6:47 (7) 6:41 (9) 6:46 (12)

0:07:59 (7) 0:14:09 (7) 0:21:32 (7) 0:28:33 (8) 0:35:32 (9) 0:42:11 (9)

7:59 (7) 6:10 (4) 7:23 (11) 7:01 (12) 6:59 (12) 6:39 (10)

0:07:39 (4) 0:14:03 (5) 0:21:28 (6) 0:29:05 (9) 0:36:05 (10) 0:42:23 (10)

7:39 (4) 6:24 (10) 7:25 (12) 7:37 (23) 7:00 (13) 6:18 (6)

0:08:29 (12) 0:15:06 (12) 0:22:35 (13) 0:29:10 (10) 0:36:16 (12) 0:43:01 (11)

8:29 (12) 6:37 (12) 7:29 (14) 6:35 (5) 7:06 (15) 6:45 (11)

0:08:51 (21) 0:15:52 (24) 0:23:17 (17) 0:30:07 (15) 0:36:45 (13) 0:43:55 (12)

8:51 (21) 7:01 (22) 7:25 (12) 6:50 (8) 6:38 (8) 7:10 (20)

0:08:35 (14) 0:15:45 (21) 0:23:14 (16) 0:30:06 (14) 0:37:38 (17) 0:43:57 (13)

8:35 (14) 7:10 (25) 7:29 (14) 6:52 (9) 7:32 (23) 6:19 (7)

0:08:27 (11) 0:15:00 (11) 0:22:32 (12) 0:29:31 (12) 0:36:08 (11) 0:44:02 (14)

8:27 (11) 6:33 (11) 7:32 (16) 6:59 (11) 6:37 (7) 7:54 (25)

0:09:03 (25) 0:15:43 (20) 0:23:02 (15) 0:30:24 (17) 0:37:24 (16) 0:44:11 (15)

9:03 (25) 6:40 (13) 7:19 (9) 7:22 (19) 7:00 (13) 6:47 (13)

0:08:55 (23) 0:15:46 (23) 0:23:28 (20) 0:30:41 (18) 0:37:23 (15) 0:44:18 (16)

8:55 (23) 6:51 (16) 7:42 (19) 7:13 (16) 6:42 (10) 6:55 (15)

0:08:53 (22) 0:15:11 (13) 0:22:23 (11) 0:29:32 (13) 0:36:50 (14) 0:44:27 (17)

8:53 (22) 6:18 (8) 7:12 (7) 7:09 (14) 7:18 (19) 7:37 (23)

0:08:50 (20) 0:15:41 (18) 0:23:20 (18) 0:30:49 (19) 0:37:41 (19) 0:44:41 (18)

8:50 (20) 6:51 (16) 7:39 (17) 7:29 (22) 6:52 (11) 7:00 (18)

0:08:30 (13) 0:15:19 (14) 0:22:38 (14) 0:30:24 (16) 0:37:39 (18) 0:44:53 (19)

8:30 (13) 6:49 (15) 7:19 (9) 7:46 (24) 7:15 (18) 7:14 (22)

0:08:43 (18) 0:15:42 (19) 0:23:54 (24) 0:31:09 (23) 0:38:23 (20) 0:45:18 (20)

8:43 (18) 6:59 (20) 8:12 (25) 7:15 (17) 7:14 (17) 6:55 (15)

0:08:39 (16) 0:15:37 (16) 0:23:47 (23) 0:30:54 (21) 0:38:23 (21) 0:45:19 (21)

8:39 (16) 6:58 (19) 8:10 (24) 7:07 (13) 7:29 (20) 6:56 (17)

0:08:47 (19) 0:15:38 (17) 0:23:45 (22) 0:30:54 (22) 0:38:24 (22) 0:45:36 (22)

8:47 (19) 6:51 (16) 8:07 (21) 7:09 (14) 7:30 (21) 7:12 (21)

0:08:40 (17) 0:15:20 (15) 0:23:43 (21) 0:31:09 (24) 0:39:00 (23) 0:46:05 (23)

8:40 (17) 6:40 (13) 8:23 (26) 7:26 (21) 7:51 (25) 7:05 (19)

0:08:36 (15) 0:15:45 (22) 0:23:28 (19) 0:30:50 (20) 0:39:36 (24) 0:46:25 (24)

8:36 (15) 7:09 (23) 7:43 (20) 7:22 (19) 8:46 (27) 6:49 (14)

0:09:11 (26) 0:16:20 (25) 0:24:28 (25) 0:32:14 (25) 0:39:45 (25) 0:47:43 (25)

9:11 (26) 7:09 (23) 8:08 (22) 7:46 (24) 7:31 (22) 7:58 (26)

0:09:02 (24) 0:17:26 (26) 0:25:34 (26) 0:33:46 (26) 0:41:36 (26) 0:49:20 (26)

9:02 (24) 8:24 (28) 8:08 (22) 8:12 (26) 7:50 (24) 7:44 (24)

0:09:55 (27) 0:18:15 (28) 0:27:32 (28) 0:36:12 (28) 0:44:33 (28) 0:52:49 (27)

9:55 (27) 8:20 (27) 9:17 (28) 8:40 (28) 8:21 (26) 8:16 (27)

0:10:16 (28) 0:17:58 (27) 0:26:36 (27) 0:35:04 (27) 0:44:02 (27) 0:53:32 (28)

10:16 (28) 7:42 (26) 8:38 (27) 8:28 (27) 8:58 (28) 9:30 (28)

野本 彩

28 228
栗野陸上スポーツ少年団 男子

0:53:32

肥後 栞太 宮田 絆吏 西 寿真 野本 舞 西 春乃

眞﨑 雄大

27 224
加治木ホワイトヒーローズ Ｃ

0:52:49

眞﨑 康大 福岡 優輝 吉田 尚矢 亀澤 維心 宮路 勇聖 長ヶ原 心

26 223
加治木ホワイトヒーローズ Ｂ

0:49:20

増田 有紀 小長野 颯太 竹中 悠馬 野村 直紀 西 大志

上之園 楓子

25 202
加治木剣道スポーツ少年団

0:47:43

新中 瑞希 若山 花 櫨山 翔子 茂利 悠佑 藤本 真央 加藤 璃桜

24 213
姶良水泳スポーツ少年団 Ａ

0:46:25

西園 遼空 乾 聡真 取附 修生 岩﨑 結菜 福永 帆乃佳

山ノ内 佳希

23 203
柁城バレー 男子

0:46:05

上村 歩睦 長友 達哉 今村 瑛人 日高 陸 弓指 弘桂 大久保 颯人

22 206
喜入陸上　無限Ｃ

0:45:36

川原 樺月 古海 連 坂田 旺太郎 安達 陸斗 安達 悠真

八幡 敦也

21 211
あいら陸上 Ｂ

0:45:19

安田 琉冴 重留 寛大 本村 隆太 福山 晴己 淋 豪志 東 由逞

20 220
清水陸上 男子Ｂ

0:45:18

髙城 太希 髙城 宏眞 徳田 琉生 肥後 知希 上原 克仁

増田 大佑

19 214
ながはるバレーボール部

0:44:53

船津 睦輝 橋 龍斗 田中 琉晟 田口 紗希 北郷 ゆら 中村 雄誠

18 226
帖佐野球スポーツ少年団 Ｂ

0:44:41

上和田 洸之介 竹下 颯音 吉山 直樹 山住 瑠希 瀬尾 翔斗

尾﨑 咲哉

17 221
祁答院ランナーズＪr

0:44:27

松山 隼人 宮野 千春 市来 雄貴 濱屋敷 麻妃 今村 莉菜 門崎 桃花

16 217
通山陸上 Ａ

0:44:18

新越 裕基 宮原 優心 山下 拓馬 鉾立 隆翔 野口 凱輝

松元 亮太郎

15 205
喜入陸上　無限Ｂ

0:44:11

諸留 太一 別府 新介 石口 怜央 樋高 圭吾 浜﨑 風花 諸留 克弥

14 216
春山陸上 男子Ｂ

0:44:02

德元 颯人 志賀 大地 紀野 拳伸 小浦 泰我 堀之内 光照

増田 伶恩

13 222
加治木ホワイトヒーローズ Ａ

0:43:57

吉田 和樹 岡元 暉志 竹中 蒼馬 脇元 大輝 德田 陽 齋藤 凌

12 218
柁城サッカー

0:43:55

斉藤 由多 小倉 叶夢 水本 創介 上野 華奈 大園 悠樹

山下 煌生

11 208
蒲生スピードランナーズ Ｂ

0:43:01

松林 穂乃歌 瀬戸口 夏凜 前山 佳菜 内村 響介 小笹 夢來 立元 洸太

10 227
隼人ジュニア陸上

0:42:23

日野 拓夢 瀬戸口 聖弥 岩下 健 有元 嵐潤琉 西田 勇介

内村 瑛晟

9 210
あいら陸上 Ａ

0:42:11

松下 俊海 山口 公平 平松 希叶 松原 諒平 阿多 海周 水溜 星友

8 225
帖佐野球スポーツ少年団 Ａ

0:41:59

加茂 遼馬 和田 夏葵 國藤 亜樹 鎌田 臣 小山田 莉玖

堤 光琉

7 209
加治木・柁城ミニバスケット 男子

0:41:29

春田 京太郎 小永吉 隆河 染川 海斗 内村 圭吾 森 吏仙 鳥丸 慶伍

6 219
清水陸上 男子Ａ

0:41:29

東 賢杜 福﨑 朋実 岩切 健之介 兒嶋 倫太郎 定岡 敬二

前田 駿斗

5 204
喜入陸上　無限Ａ

0:40:53

上篭 優斗 今釜 海玖 浜崎 雄太 満園 悠真 石口 乃愛 堀 修也

4 215
春山陸上 男子Ａ

0:40:37

前田 涼磨 紀野 勇翔 永井 大晟 中城 大志 二俣 琉唯

中馬 巧翔

3 229
きもつきスポーツクラブ Ｂ

0:37:25

板山 幸汰 中窪 日向 米永 宝世 福岡 俊祐 萩崎 駿矢 板山 侑汰

2 207
蒲生スピードランナーズ Ａ

0:37:21

牧尾 優志 原田 真生 甲斐 空 上 環 前山 弘樹

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

1 201
国分ジュニア陸上 Ａ

0:37:00

辻田 鉄人 竪山 翔太 坂元 龍晟 廣原 悠慎 弓指 浩史郎 馬場園 昂史

順位 No. チーム名 総合記録

1区（2.1km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km） 6区（1.6km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ
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■小学生女子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:08:06 (1) 0:14:16 (1) 0:21:05 (1) 0:27:33 (1) 0:34:13 (1) 0:40:29 (1)

8:06 (1) 6:10 (1) 6:49 (1) 6:28 (1) 6:40 (3) 6:16 (1)

0:08:25 (3) 0:14:47 (3) 0:21:51 (2) 0:28:47 (2) 0:34:51 (2) 0:41:29 (2)

8:25 (3) 6:22 (2) 7:04 (2) 6:56 (3) 6:04 (1) 6:38 (2)

0:08:13 (2) 0:14:46 (2) 0:21:53 (3) 0:28:57 (3) 0:35:15 (3) 0:42:10 (3)

8:13 (2) 6:33 (3) 7:07 (3) 7:04 (4) 6:18 (2) 6:55 (4)

0:08:38 (4) 0:15:19 (4) 0:22:38 (4) 0:29:20 (4) 0:36:41 (4) 0:43:37 (4)

8:38 (4) 6:41 (5) 7:19 (5) 6:42 (2) 7:21 (7) 6:56 (5)

0:08:45 (5) 0:15:47 (5) 0:23:10 (5) 0:30:24 (5) 0:37:42 (5) 0:44:29 (5)

8:45 (5) 7:02 (8) 7:23 (6) 7:14 (6) 7:18 (6) 6:47 (3)

0:09:02 (7) 0:15:51 (7) 0:23:41 (7) 0:31:29 (7) 0:38:53 (6) 0:46:20 (6)

9:02 (7) 6:49 (7) 7:50 (8) 7:48 (10) 7:24 (8) 7:27 (7)

0:09:00 (6) 0:15:47 (6) 0:23:35 (6) 0:31:06 (6) 0:39:03 (7) 0:46:32 (7)

9:00 (6) 6:47 (6) 7:48 (7) 7:31 (7) 7:57 (12) 7:29 (8)

0:10:25 (14) 0:17:43 (13) 0:25:40 (10) 0:32:45 (10) 0:39:44 (9) 0:46:53 (8)

10:25 (14) 7:18 (9) 7:57 (9) 7:05 (5) 6:59 (5) 7:09 (6)

0:09:13 (8) 0:15:53 (8) 0:23:59 (9) 0:31:45 (8) 0:39:18 (8) 0:46:57 (9)

9:13 (8) 6:40 (4) 8:06 (10) 7:46 (9) 7:33 (9) 7:39 (12)

0:09:18 (9) 0:16:45 (9) 0:23:56 (8) 0:32:08 (9) 0:40:32 (10) 0:48:09 (10)

9:18 (9) 7:27 (11) 7:11 (4) 8:12 (12) 8:24 (15) 7:37 (11)

0:09:36 (11) 0:17:01 (11) 0:25:53 (11) 0:34:20 (13) 0:41:10 (11) 0:49:02 (11)

9:36 (11) 7:25 (10) 8:52 (14) 8:27 (14) 6:50 (4) 7:52 (13)

0:09:41 (12) 0:17:13 (12) 0:26:13 (13) 0:33:49 (12) 0:41:22 (12) 0:49:43 (12)

9:41 (12) 7:32 (13) 9:00 (16) 7:36 (8) 7:33 (9) 8:21 (15)

0:09:27 (10) 0:16:55 (10) 0:25:54 (12) 0:33:46 (11) 0:42:53 (13) 0:50:26 (13)

9:27 (10) 7:28 (12) 8:59 (15) 7:52 (11) 9:07 (16) 7:33 (10)

0:09:53 (13) 0:17:44 (14) 0:26:35 (14) 0:34:51 (14) 0:42:59 (14) 0:50:30 (14)

9:53 (13) 7:51 (15) 8:51 (13) 8:16 (13) 8:08 (13) 7:31 (9)

0:10:49 (16) 0:18:31 (15) 0:26:50 (15) 0:35:24 (15) 0:43:05 (15) 0:51:10 (15)

10:49 (16) 7:42 (14) 8:19 (11) 8:34 (15) 7:41 (11) 8:05 (14)

0:10:35 (15) 0:19:22 (16) 0:28:12 (16) 0:38:04 (16) 0:46:21 (16) 0:55:05 (16)

10:35 (15) 8:47 (16) 8:50 (12) 9:52 (16) 8:17 (14) 8:44 (16)

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

順位 No. チーム名 総合記録

1区（2.1km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km） 6区（1.6km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ

1 307
春山陸上 女子Ａ

0:40:29

神田 美咲 野元 菜 平野 愛莉 前之園 心彩 志賀 ひびき 平野 悠莉

2 312
国分ジュニア陸上 Ｂ

0:41:29

吉村 唯花 細川 友愛 井上 ハルカ 四位 栞奈 竹村 紗希 酒匂 葵唯

3 316
きもつきスポーツクラブ Ａ

0:42:10

大山 俊平 萩崎 翼 村川 心萌 神田 麗愛 重 陽花里 西村 侑紗

4 313
隼人ジュニア陸上

0:43:37

福永 麻央 藤崎 心青 中川 杏夏 福島 千乃 池山 京吾 岩下 涼音

5 310
清水陸上 女子

0:44:29

古川 千暖 濵田 莉沙 西山 莉央 東 萌加 尾曲 清子 栫 祐希乃

6 314
栗野陸上スポーツ少年団 女子Ａ

0:46:20

内村 鈴梛 坂口 美優 今和泉 未来 上野 愛李沙 坂口 優凜 竹野 いさな

7 303
あいら陸上

0:46:32

日置 千智 野村 凛乃 大浦地 結衣 臼井 七星 四元 亜希 橋口 綺空

8 302
加治木・柁城ミニバスケット 女子

0:46:53

川添 鈴萌 前杉 和乃子 松田 寧音 吉村 美空 小島 七真 池田 璃子

9 308
春山陸上 女子Ｂ

0:46:57

西川 雛羽 佐多 茉奈美 新川 絢香 重田 海羽 上原 咲音 福永 愛呼

10 309
通山陸上 Ｂ

0:48:09

平間 愛乃 有田 光兎 岩田 宗一朗 德田 綾佑 南 華奈 南 優希

11 315
栗野陸上スポーツ少年団 女子Ｂ

0:49:02

肥後 果凛 神田 愛果 松山 花栄 脇 七美 岩下 心 脇田 紗彩

12 304
加治木ジュニア

0:49:43

河内 麗咲 久保 夏海 山下 真白 佐藤 結香 鬼塚 美優里 長野 愛香

13 306
姶良水泳スポーツ少年団 Ｂ

0:50:26

取附 亜実 松久保 光志 西園 蒼生 橋口 愛彩 金﨑 優瞳 吉松 佳南

14 305
加治木バレーボールスポーツ少年団

0:50:30

坂元 夢佳 後藤 結希乃 山下 凛華 與那嶺 璃音 末永 萌郁 鎌田 理乃愛

15 311
清水陸上 混成

0:51:10

米園 桜希 髙城 友妥 末吉 りりあ 山道 琴美 小薗 勇輝 宮川 夏乙

16 301
柁城バレー 女子

0:55:05

横山 玲來 有島 優羽 松崎 心花 上村 綾心 濵田 奏瑠 長丸 陽菜
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■中学生女子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:07:42 (1) 0:13:51 (1) 0:20:16 (1) 0:26:33 (1) 0:32:40 (1) 0:38:36 (1)

7:42 (1) 6:09 (2) 6:25 (1) 6:17 (2) 6:07 (1) 5:56 (1)

0:08:10 (3) 0:13:53 (2) 0:20:25 (2) 0:26:37 (2) 0:33:01 (2) 0:39:44 (2)

8:10 (3) 5:43 (1) 6:32 (2) 6:12 (1) 6:24 (3) 6:43 (3)

0:07:47 (2) 0:14:06 (3) 0:20:55 (3) 0:27:48 (3) 0:34:03 (3) 0:40:32 (3)

7:47 (2) 6:19 (3) 6:49 (3) 6:53 (3) 6:15 (2) 6:29 (2)

0:09:09 (5) 0:15:58 (5) 0:23:35 (4) 0:30:28 (4) 0:37:22 (4) 0:44:20 (4)

9:09 (5) 6:49 (5) 7:37 (4) 6:53 (3) 6:54 (4) 6:58 (4)

0:08:40 (4) 0:15:13 (4) 0:23:51 (5) 0:31:04 (5) 0:38:03 (5) 0:45:55 (5)

8:40 (4) 6:33 (4) 8:38 (5) 7:13 (5) 6:59 (5) 7:52 (5)

■一般女子

通過 通過 通過 通過 通過 通過

順位 順位 順位 順位 順位 順位

0:07:32 (1) 0:13:51 (1) 0:20:38 (1) 0:27:44 (1) 0:34:12 (1) 0:40:27 (1)

7:32 (1) 6:19 (1) 6:47 (1) 7:06 (1) 6:28 (1) 6:15 (1)

0:08:19 (2) 0:15:12 (2) 0:23:01 (2) 0:30:56 (2) 0:38:10 (2) 0:44:54 (2)

8:19 (2) 6:53 (2) 7:49 (3) 7:55 (3) 7:14 (3) 6:44 (3)

0:08:48 (3) 0:16:18 (3) 0:24:03 (3) 0:31:37 (3) 0:38:47 (3) 0:45:19 (3)

8:48 (3) 7:30 (3) 7:45 (2) 7:34 (2) 7:10 (2) 6:32 (2)

0:11:00 (4) 0:18:35 (4) 0:27:42 (4) 0:37:26 (4) 0:44:46 (4) 0:52:33 (4)

11:00 (4) 7:35 (4) 9:07 (4) 9:44 (5) 7:20 (4) 7:47 (4)

0:11:23 (5) 0:21:35 (5) 0:31:21 (5) 0:40:43 (5) 0:50:04 (5) 0:58:50 (5)

11:23 (5) 10:12 (5) 9:46 (5) 9:22 (4) 9:21 (5) 8:46 (5)

新屋 郁代

5 505
加治木産業㈱ 鹿児島Ｂチーム

0:58:50

BUI HUYNH NHU VO THI MY LE DUONG THI MY LIEN TRAN THI THANH THANH CHAU LUAN YEN NHI LE THI HUYNH TRANG

4 503
さつまねぇちゃんず

0:52:33

川原 亜紀保 木村 真貴子 石原 由紀子 菊池 敦子 山中 成子

新甫 さなえ

3 501
蒲生高校

0:45:19

中城 彩夏 田ノ上 純玲 今吉 七海 上野 瑞季 上水流 花香 福元 さくら

2 504
薩摩おごじょ

0:44:54

橋口 さおり 前野 有美 江田 加奈子 髙橋 さつき 立石 綾

1 502
鹿児島大学

0:40:27

西 佳苗 福井 美愉 宮田 奈々 宮﨑 陽菜乃 滝川 愛月 城戸 未宇

6区（1.6km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット
順位 No. チーム名 総合記録

1区（2.1km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km）

スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット スプリット

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

瀬戸口 凜

5 405
帖佐中学校 Ｂ

0:45:55

近藤 亜美 愛甲 遥菜 村田 和夏 山本 果帆 黒木 絵怜奈 山下 和栞

4 401
国分中学校

0:44:20

金丸 藍香 久米村 歩香 木村 望和 黒川 万英 鶴丸 茉凜

ラップ

嶋児 音羽

3 402
伊集院中学校

0:40:32

本多 里奈 二石 紗弥 中尾 玲深 六反田 雪乃 松浪 彩実 香月 花

2 404
帖佐中学校 Ａ

0:39:44

高江 友姫 野村 希咲 東 和来 脇野 心華 小城 悠歌

ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ ラップ

1 403
隼人中学校

0:38:36

四元 美結 西郷 優花 平田 真都 丹羽 葵 山下 凜夏 濱添 広来

順位 No. チーム名 総合記録

1区（2.1km） 2区（1.6km） 3区（1.8km） 4区（1.6km） 5区（1.6km） 6区（1.6km）

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名


