
大会 第１回 第２回 第３回 第４回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回
  区間 H22.11.21 H23.11.20 H24.11.18 H25.11.17 H26.11.16 H27.11.15 H28.11.20 H29.11.19 H30.11.18 R1.11.17 R2.11.15 R3.11.21

森　静哉 坂元　一仁 櫨木　雄太 坂倉　恭平 郷原　大晴 毛下　大暉 中原　敬輝 黒木　仁人 須山　向陽 川畑　天馬 板山　幸汰 新留　郁也
08分44秒 08分13秒 08分02秒 08分32秒 08分44秒 08分37秒 08分31秒 08分36秒 08分21秒 09分01秒 08分42秒 08分56秒

百引・平南 野里 寿北 西原台 西原 田崎 田崎 鹿屋 田崎 西原台 西原 笠野原

津留　萌音 郷原　咲帆 松永　珠緒 神園　桃花 原田　まりん 福元　千衣吏 田川　瑞葉 前橋　美憂 前橋　美憂 黒木　心空 前田　りん　 末弘　美風
04分18秒 04分27秒 04分36秒 04分50秒 04分29秒 04分40秒 04分51秒 04分46秒 04分47秒 04分51秒 04分46秒 04分53秒

寿北 西原台 鹿屋 西原台 田崎 田崎 西原 田崎 田崎 西原台 西原 鹿屋

新村　定靖 蛭川　優輝 蛭川　優輝 郷原　昂也 毛下　大暉 須山　向陽 板山　幸汰 板山　幸汰 松下　海斗 鳥越　凛斗 川元　奏和 平野　海翔
04分07秒 04分17秒 04分10秒 04分34秒 04分11秒 04分29秒 04分34秒 04分15秒 04分32秒 04分34秒 04分30秒 04分41秒

寿北 鹿屋 鹿屋 西原 田崎 田崎 西原 西原 大姶良 西原台 西原台 寿北

中間　莉子 荻田　眞希 井上　莉子 原田　まつり 原田　まつり 原田　まりん 吉德　彩花 福岡　加菜 中畑　唯佳 中畑　唯佳 黒木　鈴菜 下伊倉　彩花

04分02秒 04分21秒 04分21秒 04分27秒 04分28秒 04分15秒 04分27秒 04分46秒 04分42秒 04分38秒 04分32秒 04分35秒

百引・平南 西原台 西原台 田崎 田崎 田崎 田崎 笠野原 西原 西原 寿北 鹿屋

遠矢　隼平 井上　竜 郷原　大晴 鳥越　吾蓮 新有留　涼太 佐々木　快 久保田　祐生 井上　幸希 倉岡　眞遼 秋元　寛太 東泊　徹太 新地　晃季
04分02秒 04分25秒 04分14秒 04分27秒 04分21秒 04分35秒 04分42秒 04分33秒 04分46秒 04分41秒 04分17秒 04分43秒

寿北 西原台 西原 西原台 串良 西原台 西原台 西原台 下名・鶴峰 田崎 寿北 野里

松永　珠緒 前田　友理華吉留　ひなた 奥村　芽空 井上　ひらり 樋口　星來 出口　音彩 中畑　唯佳 藤﨑　理央 瀬戸口　凜 黒木　心空 山下　瑠亜
04分35秒 05分04秒 04分54秒 04分58秒 04分59秒 04分56秒 04分53秒 04分56秒 04分59秒 04分52秒 04分47秒 04分54秒

鹿屋 寿北 吾平 西原台 西原台 西原台 西原台 西原 田崎 西俣 西原台 鹿屋

永田　州哉 逢見　龍之助 福島　碧海　 中島　璃久 濵砂　海凪 下薗　滉太 神園　大和 板山　侑汰 末森　昊太郎 吉原　穂高 米永　侑悟 妹尾　颯大
０3分58秒 ０4分23秒 ０4分18秒 ０4分34秒 04分32秒 04分35秒 04分36秒 04分33秒 04分40秒 04分39秒 04分40秒 04分50秒

寿北 西原台 寿 西原台 吾平 吾平 西原台 西原 笠野原 西原台 鹿屋 花岡

荻田　眞希 新有留　茜 草野　莉子 石作　美夢 境　すずり 福崎　天唯 東　桃香 福満　玲奈 瀬戸口　凜 前田　りん 山下　瑠亜 西尾　絆那
04分20秒 04分40秒 05分00秒 04分59秒 04分48秒 05分00秒 05分09秒 05分02秒 04分55秒 04分48秒 04分59秒 05分06秒

西原台 串良 西原台 西原 西原台 西原台 野里 下名・鶴峰 西俣 西原 鹿屋 鹿屋

三島　連 山根　梨代 内村　舞織 曽田　陽菜子 有衛　未希 川﨑　萠子 岩崎　ななみ 鶴田　真唯 鶴田　真唯 黒木　新菜・須山　夏菜 吉原　朗子 清水　桃華
03分47秒 04分16秒 04分11秒 04分32秒 04分35秒 04分37秒 04分47秒 04分39秒 04分46秒 04分56秒 04分48秒 04分45秒

百引・平南 西原 田崎 寿北 吾平 寿北 田崎 輝北 輝北 寿北・田崎 西原 西原

藤田　晃大 平山　賢一 土屋　祐太 平山　賢一 福島　碧海 上木　太晟 今井　太陽 須山　向陽 東牧野　文太 東牧野　文太 内村　謙心 箕輪　天晴
06分05秒 06分08秒 06分06秒 06分10秒 06分00秒 06分01秒 05分47秒 06分01秒 05分56秒 05分48秒 06分02秒 06分28秒

寿北 西原台 西原台 西原台 寿 寿北 寿 田崎 花岡 花岡 田崎 寿北

翁長　安輝賢 原園　拓磨 津崎　格良 上木　太晟 加治木　滉太 吉田　幸三 吉田　隆之介 中原　敬輝 西郷　冬希 駒路　ひかる 藤﨑　理央 河野　有佑
05分50秒 06分22秒 06分02秒 06分16秒 06分05秒 06分13秒 06分10秒 05分52秒 07分02秒 06分55秒 06分59秒 07分05秒

大姶良 野里 祓川 寿北 花岡 西原台 西原台 田崎 田崎 野里 田崎 野里

大倉　弘豊 福島　誠宜　 福島　誠宜　 上木　進伍 郷原　一眞 加覧　昌也 毛下　大暉 東牧野　文太 高橋　昴仁 村川　比呂 村川　比呂 村川　比呂
05分05秒 05分54秒 05分57秒 05分58秒 06分00秒 05分52秒 06分06秒 06分05秒 06分07秒 06分15秒 06分16秒 06分17秒

寿北 西原 西原 寿北 西原 西俣 田崎 花岡 西原台 寿北 寿北 寿北

有里　咲紀 前之原　瑠衣　 倉岡　奈々 西郷　優花 山本　舞香 原田　まつり 原田　まりん 小代﨑　陽向子 川畑　天馬 田中　大貴 板山　侑汰 神園　航希
06分37秒 06分30秒 06分08秒 06分40秒 06分46秒 06分25秒 06分16秒 06分34秒 06分12秒 06分13秒 06分14秒 06分31秒

百引・平南 西原台 吾平 田崎 笠野原 田崎 田崎 田崎 西原台 吾平 西原 西原台

※第１回大会：旧（２、３、６、７、８、10、12、13）区は1.1㎞

※第９回大会～　11区中学生女子、13区男子フリー　に変更
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