
平成30年4月15日（日）

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

氏　名 尾崎　仁哉 岡村　颯太 別當　優央 髙橋　翔大 渡邉　蒼生 古川　竜也

(所　属) (春日野中学校) (佐賀市立城東中学校) (春日野中学校) (大野中学校) (大利中学校男子ハンドボール部) (平野中学校)

記　録 10分00秒 10分08秒 10分20秒 10分31秒 10分40秒 10分40秒

氏　名 西村　真里奈 樋口　叶羽 中村　優花 行武　伶菜 田中　菜月 三谷　菓湖

(所　属) (平野中学校) (佐賀市立城東中学校) (春日南中学校) (ＹＳ) (平野中学校) (平野中学校)

記　録 11分02秒 11分31秒 11分45秒 11分55秒 11分58秒 11分58秒

氏　名 小野　兼嗣 江口　尚志 竹上　朋希 金森　匡昭 中村　泰二 石蔵　裕晃

(所　属) (福岡市) (福岡市) (大野城市) (そだねー) (舞鶴ＲＣ) (大野城市)

記　録 16分11秒 16分12秒 16分20秒 16分25秒 16分30秒 17分17秒

氏　名 小田　育美 福島　貴子 中山　めぐみ 大坪　泰代 屋成　洋子 野上　満美

(所　属) (下関市) (まどかＲＣ) (大野城市) (まどかＲＣ) (泯江苑ＲＣ) (大野城市)

記　録 18分01秒 19分56秒 22分06秒 22分12秒 24分51秒 25分58秒

氏　名 葦田　広生 寺下　悠也 後藤　良太 西尾　慎也 塚元　雄大 麻生　英一

(所　属) (朝倉郡) (（株）筑邦銀行) (博多陸友会) (福岡県庁) (筑紫郡) (ハンモックＡＣ)

記　録 33分40秒 33分45秒 34分45秒 34分48秒 35分10秒 35分22秒

氏　名 北村　文恵 藤井　志歩子 田中　典子 古藤　東望子 麻生　愛 白川　弘子

(所　属) (ミリカＡＣ) (小郡市) (ミリカＡＣ) (糟屋郡) (（株）　フクト) (ファースト・ドリーム)

記　録 40分11秒 42分43秒 43分09秒 43分21秒 44分09秒 44分55秒

氏　名 石田　結菜 横山　優那 西村　光 今村　心咲 平山　心晴 園田　真子

(所　属) (大野南小学校) (下大利小学校) (釜蓋ジュニアソフト) (大城小学校) (王城塾大野北空手道クラブ) (Ｏ.Ｄサンダース)

記　録 6分40秒 6分41秒 6分51秒 6分53秒 7分10秒 7分15秒

氏　名 三宅　悠太 原口　悠真 吉田　圭志 村中　一平 松本　悠斗 伊藤　昂輝

(所　属) (大利ミニバスケットボールクラブ) (乙金メッツ) (王城塾大野北空手道クラブ) (大野南小学校) (平野リトルジャガーズ) (大野ファイブアローズ)

記　録 6分15秒 6分30秒 6分32秒 6分33秒 6分34秒 6分34秒

氏　名 井元　琴那 吉村　仁琴 角谷　亜妃 田辺　紗良 永田　桃果 白山　理里加

(所　属) (大野南小学校) (大野城南バドミントン) (大野北ウインズ) (大野南小学校) (大野南小学校) (大利小学校（那珂川Ｊｒランナーズ）)

記　録 6分28秒 6分33秒 6分34秒 6分37秒 6分46秒 6分50秒

氏　名 稲垣　安慈 太田　拓輝 大倉　一斗 堀口　友真 溝田　友聖 前田　元二

(所　属) (大野城南サッカー) (大野南小学校) (大利キッズハンドボールクラブ) (大野ジュニアソフト) (大利ミニバスケットボールクラブ) (釜蓋ジュニアソフト)

記　録 5分43秒 5分43秒 5分54秒 5分55秒 5分57秒 5分59秒

氏　名 浦島　みつき 前田　祐里 大山　颯栞 上田　紗陽花 浦濵　伶 原田　真穂

(所　属) (なのジュニア) (王城塾大野北空手道クラブ) (大野北ウインズ) (大利小学校（那珂川Ｊｒランナーズ）) (大野北ウインズ) (大野南小学校)

記　録 5分57秒 6分08秒 6分10秒 6分11秒 6分22秒 6分28秒

氏　名 内村　栞大朗 杉山　翔真 西村　航 杉山　友真 岡本　優生 金澤　志樹

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

記　録 5分22秒 5分28秒 5分37秒 5分37秒 5分42秒 5分46秒

氏　名 白山　雅加里 松本　妃夏 江頭　和海 三宅　菜央 永里　恋 古賀　優美子

(所　属) (大利小学校（那珂川Ｊｒランナーズ）) (月の浦小学校（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) (大利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)

記　録 5分38秒 5分40秒 5分42秒 5分45秒 5分47秒 5分47秒

氏　名 安東　大晟 川本　爽太 樋渡　力紀 藤﨑　日向 宇都宮　司 川上　陽大

(所　属) (大野ジュニアソフト) (釜蓋ジュニアソフト) (南ケ丘ジュニアソフトボールクラブ) (大野ジュニアソフト) (牛頸ジュニアソフト) (大野城南バドミントン)

記　録 5分26秒 5分31秒 5分32秒 5分37秒 5分41秒 5分41秒

◎大会新記録、●大会タイ記録

9

10

11

部　　　　門

1

2

3

4

5
高校・一般

男子の部１０ｋｍ

高校・一般

女子の部１０ｋｍ
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小学６年生

女子の部１.５ｋｍ

小学６年生

男子の部１.５ｋｍ
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小学３年生

女子の部１.５ｋｍ

小学３年生

男子の部１.５ｋｍ

小学４年生

女子の部１.５ｋｍ

小学４年生

男子の部１.５ｋｍ

小学５年生

女子の部１.５ｋｍ

小学５年生

男子の部１.５ｋｍ
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中学生

男子の部３ｋｍ

中学生

女子の部３ｋｍ

高校・一般

男子の部５ｋｍ

高校・一般

女子の部５ｋｍ


