
平成31年4月14日（日）

１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

氏　名 岡村　颯太 松本　諒 髙橋　翔大 佐伯　司 糸山　渉吾 髙倉　千智

(所　属) (佐賀市立城東中学校) (佐賀市立城東中学校) (大野中学校) (八女市立西中学校) (平野中学校) (春日野中学校)

記　録 9分45秒 10分04秒 10分19秒 10分21秒 10分31秒 10分36秒

氏　名 川西　みち 中村　優花 江田　日和 松本　妃夏 松尾　結月 平田　あゆ美

(所　属) (永犬丸中学校) (春日南中学校) (那珂川ジュニアランナーズ) (平野中学校) (大利中学校ハンドボール部) (御陵中学校)

記　録 10分46秒 11分39秒 11分52秒 12分17秒 12分28秒 12分47秒

氏　名 樺島　裕貴 中村　泰二 神澤　奉暁 草薙　信大 興膳　巧 石蔵　裕晃

(所　属) (福岡第一ＡＣ) (舞鶴ＲＣ) (福岡市) (福岡市) (大野城市) (大野城市)

記　録 16分21秒 16分28秒 17分16秒 17分16秒 17分41秒 18分11秒

氏　名 小田　育美 毛屋　涼奈 池辺　菜美 松尾　真実 吉尾　七海 井元　優希

(所　属) (下関市) (北九州市立高校) (那珂川市) (福岡市) (大野城市) (大野城市)

記　録 17分51秒 18分50秒 21分09秒 21分27秒 21分50秒 22分01秒

氏　名 日巻　仁孝 江口　尚志 葦田　広生 山田　真 後藤　良太 塚元　雄大

(所　属) (てっちゃんズ) (福岡市) (筑前町) (鳥栖陸上教室) (ゆとりＲＣ) (那珂川市)

記　録 33分04秒 33分18秒 33分25秒 34分29秒 34分35秒 34分41秒

氏　名 北村　文恵 酒見　範子 田中　典子 車　好枝 島田　千秋 平野　智子

(所　属) (ミリカＡＣ) (神埼市) (ミリカＡＣ) (大野城市) (福岡市) (佐賀市)

記　録 39分57秒 40分16秒 43分28秒 43分34秒 43分39秒 44分32秒

氏　名 大庭　由芽 原田　彩夏 木谷　奏心 川附　実莉 吉良　千裕 宮原　明花

(所　属) (山田ジュニアファイターズ) (大野南小学校) (大利小学校) (大野北ウインズミニバスケットクラブ) (大野南小学校) (大野北小学校)

記　録 6分58秒 7分02秒 7分05秒 7分18秒 7分19秒 7分19秒

氏　名 井手　優仁 武田　碧斗 武田　琉生 中村　有杜 大賀　心都 藤本　勇翔

(所　属) (大野小学校) (空手道スポーツ少年団伸誠会) (Ｏ.Ｄサンダース) (大野北フェニックス) (大野ヤングライオンズ) (釜蓋ジュニアソフト)

記　録 5分58秒 6分19秒 6分32秒 6分34秒 6分37秒 6分39秒

氏　名 西村　光 今村　心咲 石田　結菜 安永　さら 平山　心晴 良永　凪彩

(所　属) (釜蓋ジュニアソフト) (大城小学校) (大野南小学校) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (大野北ウインズミニバスケットボールクラブ) (山田ジュニアファイターズ)

記　録 6分08秒 6分08秒 6分18秒 6分25秒 6分27秒 6分27秒

氏　名 三宅　悠太 中島　寛太 石川　颯大 吉田　圭志 村中　一平 伊藤　昂輝

(所　属) (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) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (王城塾大野北空手道クラブ) (大野南小学校) (大野ファイブアローズ)

記　録 5分47秒 5分58秒 6分00秒 6分03秒 6分05秒 6分08秒

氏　名 下別府　舞桜 田辺　紗良 井元　琴那 井手　日和 角谷　亜妃 三好　由侑

(所　属) (平野小学校) (大野南小学校) (大野南小学校) (大野北ウインズミニバスケットクラブ) (大野北ウインズミニバスケットクラブ) (大野南ミニバスケットボールクラブ)

記　録 5分57秒 6分00秒 6分00秒 6分13秒 6分18秒 6分19秒

氏　名 前田　元二 山内　陽登 神宮　槍真 本田　成央真 田中　友真 松藤　恭空

(所　属) (釜蓋ジュニアソフト) (大野ファイブアローズ) (大野小学校) (大野南ミニバスケットボールクラブ) (大野ジュニアソフト) (利翔ジュニア)

記　録 5分47秒 5分47秒 5分50秒 5分52秒 5分58秒 5分59秒

氏　名 浦濱　伶 伊藤　舞 浦島　みつき 杉山　碧 大山　颯栞 岡本　侑季奈

(所　属) (大野北ウインズミニバスケットクラブ) (平野小学校) (なのジュニア) (大野ファイブアローズ) (大野北ウインズミニバスケットクラブ) (大野南ミニバスケットボールクラブ)

記　録 5分41秒 5分42秒 5分48秒 5分48秒 5分52秒 6分01秒

氏　名 内村　栞大朗 小浦　祐功 岡本　優生 西村　航 飛永　寛太 藤本　寛翔

(所　属) (大野南小学校) (南ケ丘ジュニアソフトボールクラブ) (大野北フェニックス) (釜蓋ジュニアソフト) (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11秒 5分25秒 5分31秒 5分35秒 5分36秒 5分39秒

◎大会新記録、●大会タイ記録
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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
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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


