
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2020年10月24日 記録表 (男子・決勝)
競技会場:生目の杜運動公園周回ｺｰｽ
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

10/24
男子

3km
1 1 森本    輝(2) 宮崎 10'14" 2 松下  幸聖(1) 日章学園 10'29" 3 草留  鉄平(3) 生目 10'34" 4 長谷  仁登(1) 宮崎西 10'46"

5 野澤  柊翔(3) 宮崎 10'55" 6 川越  結琥(3) 田野 11'02" 7 信夫    翼(2) 赤江東 11'03" 8 中邨  総汰(3) 清武 11'07"

9 中崎  一翔(3) 田野 11'08" 10 岡田  晃尚(3) 宮西附属 11'10" 11 八田    格(1) 宮崎東 11'16" 12 竹之下  凌(3) 宮西附属 11'17"

13 藤中  将翔(1) 宮崎西 11'25" 14 岩切  優弥(3) 宮崎 11'28" 15 古川壮一郎(2) 加納 11'30" 16 松浦  綺音(1) 住吉 11'34"

17 原  光未来(3) 宮崎東 11'41" 18 土橋  遼平(3) 宮崎東 11'42" 19 黒木  晴跳(3) 赤江東 11'49" 20 日髙  陽太(3) 広瀬 11'50"

21 中山  瑠碧(2) 佐土原 11'51" 22 田尻  和樹(2) 大淀 11'53" 23 倉    貫介(1) 檍 11'56" 24 髙橋    礼(1) 綾 11'59"

25 西窪  剛琉(3) 高岡 12'01" 26 眞鍋  大輝(1) 赤江 12'02" 27 鈴木  風駕(2) 宮西附属 12'03" 28 梛木一千斗(3) 広瀬 12'06"

29 草竹  凉聖(3) 檍 12'11" 30 川崎  稜太(2) 大宮 12'11" 31 緒方  航弥(3) 大塚 12'15" 32 松浦  瑞祈(1) 綾 12'18"

33 黒岩  頼人(2) 宮崎北 12'20" 34 有川  真人(1) 赤江東 12'21" 35 藤本健士朗(1) 住吉 12'22" 36 那須  秋夫(1) 高岡 12'25"

37 阪本  清悟(3) 檍 12'27" 38 中間  由裕(1) 久峰 12'29" 39 湯浅  功輝(3) 大塚 12'31" 40 田村  英大(3) 大塚 12'31"

41 松尾  泰好(1) 清武 12'33" 42 新田  凌河(2) 宮崎北 12'35" 43 安藤  大翼(3) 佐土原 12'37" 44 小畑  来樹(2) 高岡 12'38"

45 関口  旬一(1) 本郷 12'39" 46 内村    翔(2) 綾 12'40" 47 木場  瑛仁(1) 赤江 12'49" 48 齋藤  大悟(2) 広瀬 12'49"

49 福家  蛍雪(1) 宮大附属 12'51" 50 黒木  翔太(3) 清武 13'07" 51 吉田    渉(3) 生目南 13'12" 52 高野  隼哉(1) 生目南 13'19"

53 後藤  佑輔(1) 宮大附属 13'48" 54 友納  慶尚(1) 宮大附属 14'16" 55 山下  将実(2) 本郷 14'17"
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ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
期日: 2020年10月24日 記録表 (女子・決勝)
競技会場:生目の杜運動公園周回ｺｰｽ
月日 種目 組 風 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録 位 氏名 所属 記録

10/24
女子

2km
1 1 矢野  百笑(1) 赤江東 7'33" 2 横山    楓(2) 日章学園 7'38" 3 柳澤  李空(3) 日章学園 7'55" 4 丸谷  結音(2) 住吉 8'02"

5 清水李々那(2) 綾 8'08" 6 永吉  優心(1) 住吉 8'09" 7 根之木結子(1) 宮崎西 8'10" 8 齊藤    葵(2) 宮大附属 8'11"

9 林    優衣(1) 赤江 8'17" 10 藤原  杜葉(1) 大淀 8'21" 11 重山由理菜(3) 宮崎東 8'23" 12 黒木  結衣(2) 生目 8'24"

13 日髙  未夢(3) 宮崎東 8'32" 14 玉城  彩音(1) 宮崎東 8'34" 15 永井  理子(3) 宮西附属 8'37" 16 梶山  一花(2) 綾 8'38"

17 片岡  琴里(3) 宮西附属 8'39" 18 串間さくら(2) 赤江 8'42" 19 溝口  玲奈(2) 宮西附属 8'44" 20 野中  綾乃(2) 檍 8'44"

21 髙妻  心春(1) 宮崎北 8'45" 22 押川  栞奈(2) 宮崎北 8'48" 23 三輪  真咲(2) 檍 8'49" 24 中武  愛佳(2) 生目台 8'50"

25 西田  らん(1) 佐土原 8'55" 26 林  瑠李汐(2) 宮崎 8'55" 27 金丸  愛凛(2) 檍 8'58" 28 黒木さくら(3) 生目 8'59"

29 福山心優華(1) 宮崎北 9'01" 30 中井  美陽(3) 田野 9'04" 31 森    雪乃(1) 高岡 9'06" 32 日髙なつめ(3) 広瀬 9'09"

33 須﨑日向歩(2) 大塚 9'09" 34 根井  脩華(1) 佐土原 9'13" 35 石村日那乃(1) 大塚 9'15" 36 中武  愛夏(1) 宮崎西 9'23"

37 宮脇  睦華(1) 高岡 9'24" 38 栗野  紗衣(3) 田野 9'26" 39 東郷  紗季(2) 田野 9'32" 40 伊牟田心葉(2) 生目台 9'33"

41 井戸川愛奈(1) 高岡 9'33" 42 森山  祐愛(1) 宮崎西 9'47" 43 園田  彩乃(3) 宮崎 9'51" 44 太田  美優(2) 檍 10'02"

45 渡邊穂乃花(3) 生目南 10'13" 46 郡司  莉央(2) 生目南 10'16"
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