
第69回都城市成人記念ロードレース大会

期日: 記録表 (男子・決勝)
競技会場:都城運動公園陸上競技場発着コース
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

1/19 小学1年男子800m 1 1 﨑田  開翔(1) 上小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 3:17.1
大会新 2 中武  義美(1) 上長飯小 3:35.7 3 藤本  壮雅(1) 高崎野球 3:50.1

1/19 小学2年男子800m 1 1 東郷  瑞來(2) 都城アスリート 3:06.6
大会新 2 武田  健芯(2) 都城アスリート 3:12.3 3 成田  心響(2) 高崎野球 3:14.7 4 船木  浩虎(2) 高崎野球 3:19.8

　 5 肱岡  瑛太(2) 都城アスリート 3:22.0 6 豊増    昂(2) 三股ジュニア 3:22.6 7 北村  隼人(2) 三股ジュニア 3:28.3 8 松永  夏輝(2) 三股ジュニア 3:28.7

　 9 千代反田蒼(2) 都城アスリート 3:40.1 10 川崎  逞叶(2) 三股ジュニア 3:46.6

1/19 小学3年男子2km 1 1 黒木  響斗(3) 三股ジュニア 7:25
大会新 2 清    虹陽(3) 新光陸上クラブ 8:00 3 福島  麻晃(3) 都城アスリート 8:03 4 松浦    蓮(3) 庄内小 8:11

　 5 外勢  竜徠(3) 高崎野球 8:39 6 伊地知伽月(3) 都城アスリート 8:50 7 永野  煌人(3) 新光陸上クラブ 8:50 8 田中  覚音(3) 庄内小 9:05

　 9 宮本  雅斗(3) 新光陸上クラブ 9:24 10 村田  皓祐(3) 都城アスリート 9:54 11 向原  一晴(3) 高崎小 9:59

1/19 小学4年男子2km 1 1 畠中  千颯(4) 三股ジュニア 7:47 2 﨑田  瑛翔(4) 上小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 7:48 3 米村  祐人(4) 三股ジュニア 7:49 4 中崎  滉友(4) 高崎野球 8:05

　 5 沼部  侑誠(4) 高崎野球 8:08 6 牧    昊輝(4) 上小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 8:20 7 赤木  仁晟(4) 都城アスリート 8:24 8 平野  汰一(4) 都城アスリート 8:38

　 9 海田  幸成(4) 都城アスリート 9:02 10 吉留  鳳将(4) 都城アスリート 9:03 11 吉川  音哉(4) 三股ジュニア 9:25 12 内村  悠聖(4) 高崎野球 9:33

　 13 髙野  陽路(4) 三股ジュニア 10:06 14 鶴田  徠虎(4) 高崎野球 10:49

1/19 小学5年男子2km 1 1 福島  悠仁(5) 都城アスリート 7:01 2 小玉  航大(5) 新光陸上クラブ 7:21 3 上久保  翼(5) 高崎野球 7:36 4 花岡利玖斗(5) 三股ジュニア 7:40

　 5 向原  琉晴(5) 高城ｽﾏｯｼｭ 7:46 6 清水  晃佑(5) 庄内小 7:48 7 清水  聡太(5) 庄内小 8:09 8 岩満  柊希(5) 都城アスリート 8:25

　 9 木下  碧人(5) 高崎野球 8:35 10 廣山  一翔(5) 高崎野球 8:48 11 米澤  公喜(5) 高崎野球 9:15 12 坂本  四季(5) WAVE宮崎 9:19

　 13 清水  篤基(5) 庄内小 9:44 14 内田  大雅(5) 都城アスリート 10:37

1/19 小学6年男子2km 1 1 福留    響(6) 都城アスリート 6:46 2 廣瀬    楓(6) 都城アスリート 6:47 3 濱田  洸太(6) 新光陸上クラブ 7:06 4 河野  太一(6) 都城アスリート 7:06

　 5 﨑田  来翔(6) 上小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 7:07 6 東    桜明(6) 三股ジュニア 7:09 7 池田勧士朗(6) 都城アスリート 7:16 8 清    彩陽(6) 新光陸上クラブ 7:20

　 9 東郷  紫苑(6) 都城アスリート 7:37 10 藤森    駿(6) 都城アスリート 7:39 11 武田  来斗(6) 高城ｽﾏｯｼｭ 7:44 12 新増  純太(6) 上小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 8:25

　 13 村田  燿涼(6) 都城アスリート 8:31

1/19 中学1年男子5km 1 1 小中野  翔(1) 祝吉中 17:27 2 神之門太志(1) 三股中 18:02 3 川嶋  愁哉(1) 紙屋中 18:29 4 栓山  李虎(1) 紙屋中 18:46

　 5 持永  頼蔵(1) 三股中 18:47 6 莫根    善(1) 三股中 18:49 7 西  真渚人(1) 祝吉中 19:01 8 宮﨑  柊太(1) 妻ヶ丘中 19:07

　 9 外山  一朔(1) 三股中 19:10 10 山口  知也(1) 紙屋中 19:18 11 栫    空広(1) 妻ヶ丘中 19:21 12 髙野  友佑(1) 三股中 19:26

　 13 阪元  誠唯(1) 新光陸上クラブ 19:28 14 早田  駿希(1) 三股中 20:00 15 吉川  飛向(1) 三股中 20:10 16 岩﨑銀次郎(1) 五十市中 20:34

　 17 金丸  博弥(1) 中郷中 20:47 18 鶴田  翔希(1) 祝吉中 20:56 19 高瀬  冬馬(1) 庄内中 21:48 20 中村  惺哉(1) 庄内中 21:49

　 21 若松  大洋(1) 五十市中 21:55 22 立本  誠吾(1) 新光陸上クラブ 22:00 23 畠中    優(1) 三股中 22:03 24 土屋  冴人(1) 妻ヶ丘中 22:06

　 25 堀    陸斗(1) 五十市中 22:11 26 有川  煌埼(1) 五十市中 22:12 27 大迫  常利(1) 中郷中 22:19 28 山口  憂真(1) 祝吉中 22:25

　 29 兒玉    樹(1) 祝吉中 23:07 30 上村凜太郎(1) 妻ヶ丘中 23:18 31 堀    颯人(1) 五十市中 23:22 32 新森  大空(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 23:31

　 33 東    陽斗(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 23:31 34 西尾  隆志(1) 祝吉中 23:49 35 能美  太一(1) 庄内中 24:04 36 中村凌太郎(1) 中郷中 25:34

　 37 廣底  英治(1) 中郷中 26:29
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1/19 中学2年男子5km 1 1 山際晃太朗(2) 祝吉中 16:21 2 榎木凜太朗(2) 宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 16:23 3 徳留  慶太(2) 三股中 17:05 4 池畑  悠翔(2) 妻ヶ丘中 17:19

　 5 出水  颯真(2) 妻ヶ丘中 17:24 6 小玉健志郎(2) 新光陸上クラブ 17:38 7 榎田  理玖(2) 妻ヶ丘中 17:38 8 清    真優(2) 新光陸上クラブ 17:44

　 9 山之内遼介(2) 三股中 17:50 10 福留  広大(2) 三股中 18:06 11 益田幸太郎(2) 五十市中 18:27 12 佐澤  叶琉(2) 三股中 18:41

　 13 桑田健太郎(2) 祝吉中 18:52 14 中原  愛斗(2) 三股中 19:29 15 中村  琉聖(2) 祝吉中 20:03 16 酒井  瑞月(2) 妻ヶ丘中 20:07

　 17 岩井  杏介(2) 都城・西中 20:21 18 片岡  大暉(2) 妻ヶ丘中 20:33 19 田原  裕也(2) 祝吉中 21:23 20 有木  駿人(2) 紙屋中 21:30

　 21 種子田峻聖(2) 五十市中 22:09 22 久留  脩真(2) 妻ヶ丘中 22:22 23 渡邉   ?偉(2) 五十市中 22:56 24 上井  琉樹(2) 都城・西中 23:30

　 25 髙岡  翔太(2) 祝吉中 24:08 26 馬場    俊(2) 祝吉中 24:10 27 迫間  海吏(2) 祝吉中 24:12

1/19 中学3年男子5km 1 1 杉元  健斗(3) 紙屋中 16:30 2 和田  麻里(3) 都城・西中 16:38 3 城    陽太(3) 祝吉中 16:54 4 吉川  賢心(3) 三股中 17:01

　 5 竹下  光栄(3) 三股中 17:04 6 藤澤  拓己(3) 吾田中 17:07 7 藤本  駿介(3) 蘇陽中 17:20 8 桒畑  大地(3) 三股中 17:27

　 9 松﨑    想(3) 三股中 18:19 10 永野  龍弥(3) 新光陸上クラブ 26:33

1/19 29歳以下男子5km 1 1 水田  大翔(2) 都城工業高 15:20 2 川越  隆暉 都城自衛隊 15:25 3 廣田倖汰郎(4) 都城高専 16:24 4 松田  佳樹(2) 都城高専 16:30

　 5 末永  保貴 都城自衛隊 16:31 6 佐藤  公稀(3) 都城工業高 16:32 7 山元  敦司(1) 都城高専 16:34 8 小田原雄大(3) 都城工業高 16:48

　 9 木原  弘貴(1) 都城泉ヶ丘高 16:53 10 蛯原  海飛(3) 都城高専 16:55 11 戸高  照瑛(3) 都城工業高 16:56 12 八重尾  鴻(1) 都城泉ヶ丘高 16:58

　 13 永岡  大季(1) 都城工業高 17:04 14 山﨑  萌人(3) 都城工業高 17:10 15 冨田  竜平(1) 都城工業高 17:19 16 栫    香静(2) 都城泉ヶ丘高 17:19

　 17 徳丸虎之助(1) 都城工業高 17:19 18 浜田    稜(3) 都城工業高 17:23 19 長倉  大祐(2) 都城泉ヶ丘高 17:24 20 津曲  克樹(4) 都城高専 17:50

　 21 庄屋  晴翔(1) 都城高専 18:06 22 平野  裕樹(3) 都城工業高 18:08 23 森山  大輝(2) 都城高専 18:09 24 大野  希空(1) 都城西高 18:32

　 25 高田  悠馬(2) 宮崎学園高 18:45 26 杉木  奏人(2) 都城泉ヶ丘高 18:53 27 桑畑  和樹(1) 都城西高 18:58 28 二見  拓希(3) 都城工業高 19:14

　 29 瀬戸山琉星(2) 宮崎学園高 19:52 30 深川  大輔(2) 都城泉ヶ丘高 20:02 31 平原  悠成(1) 宮崎学園高 20:20 32 山口  弘晃 都城市役所 21:22

1/19 30歳代男子5km 1 1 溝下    翔 都城自衛隊 16:33 2 脇田    進 都城自衛隊 16:34 3 永田  晃作(39) 都城市社協RC 28:30

1/19 40歳代男子5km 1 1 藤本  和秀 GGRC熊本 16:12 2 大久保  誠 都城市役所 16:37 3 蒲生  英樹 BNS ATHLETES 17:22 4 米田    透(48) 三股中 17:23

　 5 古園  直也 都城自衛隊 17:47 6 栫      静 一期一会AC 19:56 7 田村真一郎(45) 都城市社協RC 30:30

1/19 60歳以上男子5km 1 1 吉峰  拓一 宮崎学園高教 18:52 2 綿屋  道男 都城市 21:32 3 上久保正巳 大井手走ろう会 22:49
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1/19 小学1年女子800m 1 1 伊知地希華(1) 新光陸上クラブ 3:48.2 2 長崎    倖(1) 都城・東小 3:48.6 3 西牟田千聖(1) WAVE宮崎 3:49.0 4 千代反田結菜(1 都城・東小 4:26.1

　 5 山下  美心(1) 新光陸上クラブ 6:24.1

1/19 小学3年女子2km 1 1 平川みはる(3) やっさ昴ｽﾎﾟｰﾂ 8:10 2 玉田  千尋(3) 新光陸上クラブ 8:45 3 東    絆花(3) 三股ジュニア 8:59 4 伊知地麗海(3) 新光陸上クラブ 9:01

　 5 石谷  真凛(3) 都城アスリート 9:04 6 内田  栞南(3) 都城アスリート 9:58 7 落合  桃佳(3) 都城アスリート 10:05 8 中村  咲蘭(3) 都城アスリート 10:14

　 9 久保田優衣(3) 都城アスリート 10:20

1/19 小学4年女子2km 1 1 山本  椎菜(4) 江平小 7:51 2 重吉  璃音(4) 高城ｽﾏｯｼｭ 8:01 3 溝辺  璃々(4) 都城アスリート 8:07 4 榎木  陽菜(4) 宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 8:26

　 5 井上  璃愛(4) 三股ジュニア 8:34 6 長峯よつ葉(4) 都城・東小 8:52 7 眞方花凛奈(4) 高崎野球 9:18 8 北村  聖衣(4) 三股ジュニア 9:37

　 9 船木  優帆(4) 高崎野球 9:49 10 中村  鈴琉(4) 都城アスリート 10:12

1/19 小学5年女子2km 1 1 清    海羽(5) 新光陸上クラブ 7:35 2 久保田笑莉(5) 都城アスリート 8:02 3 大山愛星琉(5) 都城アスリート 8:04 4 小河  夕莉(5) 都城アスリート 8:04

　 5 井阪菜々子(5) 都城アスリート 8:33 6 長倉  夏美(5) 都城アスリート 8:43 7 高野佑良々(5) 都城アスリート 9:03 8 相星  心夢(5) 都城アスリート 9:04

1/19 小学6年女子2km 1 1 清    心咲(6) 新光陸上クラブ 7:11 2 木下  茉白(6) WAVE宮崎 7:22 3 徳井  夏美(6) 新光陸上クラブ 7:27 4 外野    凛(6) 三股ジュニア 7:56

　 5 河合  穂音(6) 都城アスリート 8:11 6 森    心那(6) 新光陸上クラブ 8:13 7 小河  由奈(6) 都城アスリート 8:18 8 黒木  巴愛(6) 三股ジュニア 8:21

　 9 千代反田悠佳(6都城アスリート 8:35 10 和田  光莉(6) 都城アスリート 9:00 11 福留  音々(6) 都城アスリート 9:08 12 上村  春乃(6) 三股ジュニア 9:22

　 13 溝添  來海(6) 三股ジュニア 9:26 14 堀之内詩乃(6) 都城アスリート 9:29

1/19 中学1年女子3km 1 1 大﨑  麻央(1) 三股中 11:00 2 藤田  麻生(1) 紙屋中 11:24 3 有木  玲奈(1) 紙屋中 11:36 4 甲斐  桃香(1) 宮崎日大中 11:46

　 5 西添  あみ(1) 都城・西中 12:08 6 井手平七海(1) 妻ヶ丘中 12:24 7 岩崎  美桜(1) 都城・西中 12:33 8 松田しほり(1) 新光陸上クラブ 12:37

　 9 久保田瀬菜(1) 五十市中 12:38 10 丸山  美海(1) 祝吉中 12:47 11 坂元  珠那(1) 祝吉中 12:55 12 東口  穂花(1) 中郷中 13:05

　 13 甲斐  暖那(1) 姫城中 13:08 14 津曲  由奈(1) 中郷中 13:11 15 岩松  朱凜(1) 中郷中 13:11 16 中山  里心(1) 妻ヶ丘中 13:14

　 17 永田  ゆい(1) 紙屋中 13:15 18 河越    咲(1) 五十市中 13:16 19 泊    彩奈(1) 妻ヶ丘中 13:21 20 新山  恵未(1) 中郷中 13:41

　 21 宮里  莉菜(1) 妻ヶ丘中 13:44 22 中丸  叶美(1) 五十市中 13:46 23 野﨑帆乃花(1) 五十市中 13:52 24 嶋田  秋華(1) 中郷中 13:52

　 25 金城優心音(1) 祝吉中 13:57 26 森木  優羽(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 14:06 27 鶴田琉々花(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 14:07 28 吉國    綾(1) 祝吉中 14:11

　 29 猿澤  彩音(1) 庄内中 14:11 30 野間  美佑(1) 庄内中 14:13 31 宮原  優美(1) 五十市中 14:15 32 德永  遥菜(1) 祝吉中 14:16

　 33 平岡  舞桜(1) 祝吉中 14:25 34 木下澄々那(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 14:28 35 江藤  夢蘭(1) 妻ヶ丘中 14:28 36 中條    花(1) 五十市中 14:33

　 37 木脇  優那(1) 五十市中 14:35 38 福元  心結(1) 庄内中 14:36 39 坂本  ゆら(1) 中郷中 14:36 40 大久保穂花(1) 三股中 14:45

　 41 河野百合子(1) 五十市中 14:46 42 福滿  奈々(1) 庄内中 15:09 43 川畑  夏波(1) 中郷中 15:10 44 筒口  はな(1) 祝吉中 15:24

　 45 松迫  紅羽(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 15:45 46 林    苗智(1) 高城ｽﾏｯｼｭ 16:17 47 安藤  眞優(1) 庄内中 16:41

1/19 中学2年女子3km 1 1 水町  心春(2) 三股中 10:25 2 木原  蒼生(2) 三股中 10:31 3 園田さくら(2) 紙屋中 11:07 4 城村  瑞穂(2) 都城・西中 11:14

　 5 萩原  亜胡(2) 妻ヶ丘中 11:25 6 園田  紫音(2) 妻ヶ丘中 11:27 7 坂元  美咲(2) 都城・西中 11:54 8 江口  結萌(2) 三股中 12:05

　 9 中村  幸美(2) 妻ヶ丘中 12:15 10 松山  楓恋(2) 祝吉中 12:15 11 吉田知紗子(2) 妻ヶ丘中 12:28 12 山元  結捺(2) 祝吉中 12:36
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　 13 山元  優心(2) 祝吉中 12:40 14 重吉  祐楽(2) 高城ｽﾏｯｼｭ 12:51 15 坂田  結心(2) 宮崎学園中 12:58 16 桑原  里奈(2) 中郷中 12:59

　 17 鶴久愛奈花(2) 妻ヶ丘中 13:03 18 西  嬉亜良(2) 中郷中 13:06 19 海老原  雅(2) 五十市中 13:19 20 内村  綾音(2) 祝吉中 13:20

　 21 天神うらら(2) 祝吉中 13:20 22 日永田杏莉(2) 中郷中 13:26 23 古賀  千晴(2) 五十市中 13:34 24 芦谷結理愛(2) 五十市中 13:37

　 25 大園みさき(2) 中郷中 13:40 26 西畑  陽理(2) 高城ｽﾏｯｼｭ 13:50 27 本部  涼渚(2) 庄内中 13:58 28 弓削  諒花(2) 高城ｽﾏｯｼｭ 14:26

　 29 園田帆乃香(2) 中郷中 17:14

1/19 中学3年女子3km 1 1 榎木  颯月(3) 宮崎ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 10:24 2 永田ひなの(3) 紙屋中 11:31 3 吉田  菜々(3) 宮崎学園中 12:07

1/19 29歳以下女子3km 1 1 内枦保  舞 都城自衛隊 11:05 2 髙田  莉菜(1) 都城西高 11:26 3 三城  花音(1) 都城泉ヶ丘高 11:42 4 山口  舞花(2) 宮崎学園高 11:47

　 5 出水  愛奈(2) 都城西高 12:13 6 長峯  彩葉(1) 都城泉ヶ丘高 12:14 7 小川  磨美(1) 宮崎学園高 12:27 8 池田  蘭夜(1) 尚志館高 14:00

1/19 30歳以上女子3km 1 1 甲斐  美喜 都城市 12:34 2 中本麻里子(37) 宮崎ﾏｽﾀｰｽﾞ 13:18

1/19 小学2年女子800m 1 1 徳井  美咲(2) 新光陸上クラブ 3:14.1
大会新 2 廣瀬    椛(2) 都城アスリート 3:23.1 3 上玉利寧音(2) 都城アスリート 3:26.1 4 池田  彩芭(2) 末吉小 3:33.4

　 5 井上  萌愛(2) 三股ジュニア 3:33.9 6 中村    雫(2) 三股ジュニア 3:40.2 7 廣山  和愛(2) 高崎野球 3:46.0 8 白石  寧々(2) 都城アスリート 3:46.4

　 9 岩松智恵美(2) 都城アスリート 3:53.0
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