
平成29年4月16日（日）

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

氏　名 新江　飛雄我 尾崎　仁哉 牧草　太幹 杉尾　英則 別當　優央 大原　拓也

(所　属) (筑紫野南中学校) (春日野中学校) (大利中学校) (幸袋中学校) (春日野中学校陸上部) (学業院中学校)

記　録 10分05秒 10分10秒 10分12秒 10分23秒 10分34秒 10分49秒

氏　名 大坪　沙代 西村　真里奈 木原　未夢 三宅　莉央 松尾　結月 田中　菜月

(所　属) (夜須中学校) (平野中学校) (平野中学校) (大利中学校) (大利中学校) (平野中学校)

記　録 10分18秒 11分23秒 11分23秒 11分31秒 12分07秒 12分18秒

氏　名 中村　泰二 金森　匡昭 江頭　幸輝 野尻　浩太郎 海津　康平 草薙　信大

(所　属) (舞鶴ＲＣ) (かけっこくらぶ) (武蔵台高校) (春日・大野城・那珂川消防署) (筑紫野市) (福岡市)

記　録 16分24秒 16分29秒 16分52秒 16分53秒 16分55秒 16分58秒

氏　名 小田　育美 中山　めぐみ 尾崎　元子 大坪　泰代 山田　麻衣子 村田　翔子

(所　属) (下関市) (大野城市) (春日市) (まどかＲＣ) (西鉄バス二日市) (大野城市)

記　録 18分15秒 20分34秒 20分42秒 21分19秒 22分42秒 23分20秒

氏　名 木下　和人 江口　尚志 小野　智之 植木　真 後藤　良太 葦田　広生

(所　属) (まどかＲＣ) (福岡市) (まどかＲＣ) (まどかＲＣ) (博多陸友会) (筑前町)

記　録 33分28秒 33分33秒 33分56秒 34分07秒 34分35秒 34分59秒

氏　名 植木　千預枝 松田　悦子 車　好枝 安東　直子 宮川　裕子 安達　裕子

(所　属) (まどかＲＣ) (みらいクリニック) (大野城市) (宇美町) (福岡市) (春日市)

記　録 38分09秒 44分01秒 44分40秒 45分43秒 46分58秒 48分55秒

氏　名 諸藤　友里 田辺　紗良 井元　琴那 篠森　すみれ 吉村　仁琴 白山　理里加

(所　属) (大野東ミニバスケットボールクラブ) (大野南小学校) (大野南小学校) (Ｏ．Ｄサンダース) (大野城南バドミントン) (那珂川Ｊｒランナーズ)

記　録 6分39秒 6分42秒 6分43秒 6分44秒 6分45秒 6分56秒

氏　名 太田　拓輝 塚本　翔 前田　元二 大倉　一斗 稲垣　安慈 月俣　斗偉

(所　属) (大野南小学校) (牛頸ジュニアソフト) (釜蓋ジュニアソフト) (大利キッズハンドボールクラブ) (大野城南サッカー) (月の浦小学校)

記　録 6分05秒 6分10秒 6分15秒 6分15秒 6分24秒 6分24秒

氏　名 蒲濱　伶 浦島　みつき 志波　優輝 杉山　碧 上田　紗陽花 原田　真穂

(所　属) (大野北ウインズ) (大野城市) (大野ファイブアローズ) (大野ファイブアローズ) (大利ミニバスケットボールクラブ) (大野南小学校)

記　録 6分17秒 6分19秒 6分25秒 6分27秒 6分30秒 6分47秒

氏　名 内村　栞大朗 杉山　翔真 杉山　友真 井上　椋裕 西村　航 岡本　優生

(所　属) (大野南小学校) (大野小学校) (大野小学校) (月の浦小学校) (釜蓋ジュニアソフト) (大野北フェニックス)

記　録 ◎ 5分31秒 5分37秒 5分42秒 5分45秒 5分48秒 5分50秒

氏　名 白山　雅加里 永里　恋 江頭　和海 古賀　優美子 秋山　慶奈 松本　妃夏

(所　属) (那珂川Ｊｒランナーズ) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (大野北ウインズ) (牛頸ジュニアソフト) (月の浦小学校)

記　録 5分41秒 5分46秒 5分50秒 5分57秒 5分57秒 5分58秒

氏　名 上村　洋司郎 川上　陽大 川本　爽太 安東　大晟 藤﨑　日向 山下　瑛樹

(所　属) (大野小学校) (大野南小学校) (釜蓋ジュニアソフト) (大野ジュニアソフト) (大野ジュニアソフト) (大利小学校)

記　録 ◎ 5分19秒 5分34秒 5分37秒 5分40秒 5分41秒 5分42秒

氏　名 松本　あぐり 宮原　由奈 眞崎　風凛 大倉　ゆら 古賀　美衣菜 小浦　愛乃

(所　属) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (大野北ウインズ) (大野ファイブアローズ) (大利キッズハンドボールクラブ) (大野ファイブアローズ) (南ヶ丘ジュニアソフトボールクラブ)

記　録 5分37秒 5分46秒 5分49秒 5分49秒 5分49秒 5分55秒

氏　名 髙橋　翔大 糸山　渉吾 高口　陽季 碇　光琉 井﨑　隼人 今畑　峻

(所　属) (大利小学校) (大野南小学校) (大利ミニバスケットボールクラブ) (釜蓋ジュニアソフト) (大野ヤングライオンズ) (釜蓋ジュニアソフト)

記　録 ◎ 5分09秒 5分17秒 5分22秒 5分28秒 5分31秒 5分33秒

◎大会新記録、●大会タイ記録
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