
第3回 みまたん霧島パノラマまらそん

三股町立文化会館

レース別　成績一覧

2km ファミリー
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 子ども1 子ども2 所属

1 2576 8分05秒 黒木　寛 ｸﾛｷ ﾋﾛｼ 黒木　大惺 生目小学校
2 2589 8分52秒 山口　隆義 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 山口　大輝
3 2544 9分21秒 千代森　光一 ﾁﾖﾓﾘ ｺｳｲﾁ 千代森　悠希 心武会三股
4 2569 9分33秒 四月一日　明子 ﾜﾀﾇｷ ｱｷｺ 四月一日　大弥
5 2623 9分41秒 時任　英樹 ﾄｷﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 時任　一咲
6 2550 9分43秒 道嶋　寛 ﾐﾁｼﾏ ﾋﾛｼ 道嶋　岳斗 樺山スポーツ少年団
7 2564 9分50秒 中村　正樹 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 中村　優太
8 2606 10分04秒 黒木　剛文 ｸﾛｷ ﾀｹﾌﾐ 黒木　美紅
9 2555 10分05秒 久保田　美代子 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾖｺ 久保田　ひらり 三股中央剣道
10 2537 10分06秒 木下　勝広 ｷｼﾀ ｶﾂﾋﾛ 木下　琉惟
11 2519 10分11秒 木場　康彰 ｺﾊﾞ ﾔｽｱｷ 木場　涼太
12 2501 10分13秒 濱田　一馬 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 濱田　陽佳
13 2552 10分20秒 楠　淳 ｸｽﾉｷ ｼﾞｭﾝ 楠　湊斗 樺山スポーツ少年団
14 2570 10分30秒 上村　義治 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 上村　きら
15 2634 10分33秒 安藤　千恵子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｴｺ 安藤　天晴 安藤　一樹 三股ブルースカイ
16 2648 10分47秒 内田　春矩 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾉﾘ 内田　大翔 内田　愛梨 陸上自衛隊都城駐屯地  第３中隊
17 2613 10分53秒 松山　浩一郎 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 松山　陽璃 都城ハンドボールクラブ
18 2545 10分55秒 高山　太史郎 ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼﾛｳ 高山　花凛 三股ジュニア陸上
19 2515 11分08秒 今村　浩太郎 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 今村　梨々花
20 2523 11分09秒 川崎　一臣 ｶﾜｻｷ ｲｯｼﾝ 川崎　蒼士
21 2633 11分10秒 下石　賢史 ｼﾓｲｼ ｹﾝｼﾞ 下石　晴空 下石　柚寿 三股ジュニア陸上
22 2548 11分15秒 東　友和 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｶｽﾞ 東　絆花 三股ジュニア陸上
23 2554 11分28秒 久保田　勇人 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 久保田　唯菜 三股中央剣道
24 2611 11分31秒 曵原　大輔 ﾋｷﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 曵原　一帆
25 2624 11分33秒 田中　雄紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 田中　奏翔 都城病院
26 2580 11分35秒 長友　和幸 ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｽﾞﾕｷ 長友　優羽
27 2607 11分36秒 前田　健 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 前田　あかり
28 2553 11分42秒 緒方　芳仁 ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾄ 緒方　煌士郎 樺山スポーツ少年団
29 2575 11分45秒 福留　健一 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹﾝｲﾁ 福留　朱斗
30 2640 11分48秒 元日田　香織 ﾓﾄﾋﾀﾞ ｶｵﾘ 元日田　来偉 元日田　憂唯
31 2525 11分51秒 磯脇　邦生 ｲｿﾜｷ ｸﾆｵ 磯脇　百香
32 2527 11分52秒 日興川　菜穂子 ﾋﾖｶﾜ ﾅﾎｺ 弓削　春翔
33 2581 11分54秒 大村　渚 ｵｵﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 大村　歩花
34 2594 11分54秒 旭吉　雅秀 ﾋﾖｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 旭吉　香穂
35 2547 11分56秒 蒲生　英樹 ｶﾓｳ ﾋﾃﾞｷ 蒲生　有里彩 三股ジュニア陸上
36 2510 12分01秒 中原　義弘 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 中原　光
37 2531 12分01秒 植田　亜季 ｳｴﾀﾞ ｱｷ 植田　こころ
38 2577 12分10秒 齊藤　映里 ｻｲﾄｳ ｴﾘ 齊藤　勇斗
39 2574 12分13秒 佐藤　愛 ｻﾄｳ ｱｲ 佐藤　英飛
40 2629 12分14秒 今村　裕孝 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 今村　柚斗 今村　彩夏
41 2615 12分15秒 永山　弓子 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾐｺ 永山　いしん
42 2585 12分18秒 福島　新太朗 ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 福島　然生
43 2649 12分20秒 渡邊　紀美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ 渡邉　良笙基
44 2518 12分23秒 松永　誠 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 松永　爽煌
45 2572 12分25秒 道添　美穂 ﾐﾁｿﾞｴ ﾐﾎ 道添　陽菜乃
46 2516 12分25秒 池田　知朋美 ｲｹﾀﾞ ﾁﾎﾐ 池田　彩芭
47 2603 12分31秒 蔵満　和宏 ｸﾗﾐﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 蔵満　千裕
48 2541 12分32秒 小牧　利英 ｺﾏｷ ﾄｼﾋﾃﾞ 小牧　彩乃
49 2509 12分33秒 中原　和実 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 中原　そら
50 2592 12分34秒 福永　健司 ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 福永　光希
51 2646 12分34秒 南　雄二 ﾐﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 南　颯太 南　ほのか
52 2573 12分36秒 久木野　明人 ｸｷﾉ ｱｷﾄ 久木野　明人 くっきーず
53 2567 12分42秒 大坪　克也 ｵｵﾂﾎﾞ ｶﾂﾔ 大坪　花実
54 2618 12分49秒 西村　史織 ﾆｼﾑﾗ ｼｵﾘ 西村　美心 住吉幼稚園
55 2534 12分54秒 中西　慎也 ﾅｶﾆｼ ｼﾝﾔ 中西　稟央
56 2526 12分57秒 奈良﨑　博子 ﾅﾗｻﾞｷ ﾋﾛｺ 奈良﨑　颯
57 2632 12分59秒 上野　和幸 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾕｷ 上野　司馬 上野　颯仁
58 2539 12分59秒 小谷　泰勇 ｵﾀﾆ ﾔｽｵ 濱山　凉羽
59 2602 13分02秒 中村　利哉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 中村　颯
60 2596 13分03秒 中村　裕子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 中村　奏太
61 2635 13分05秒 外原　幸二 ﾎｶﾊﾗ ｺｳｼﾞ 外原　悠生 外原　幸生 三股西ファイターズ
62 2614 13分06秒 後藤　並子 ｺﾞﾄｳ ﾅﾐｺ 後藤　大芽 都城ハンドボールクラブ
63 2599 13分08秒 山口　真理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 山口　蒼司 都城ハンドボールクラブ
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64 2505 13分14秒 児玉　良平 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 児玉　ゆず
65 2549 13分15秒 上水　幸恵 ｶﾐﾐｽﾞ ｻﾁｴ 上水　大誠 三股ブルースカイ
66 2528 13分16秒 野中　佳代 ﾉﾅｶ ｶﾖ 野中　瑠七
67 2644 13分22秒 川北　浄子 ｶﾜｷﾀ ｾｲｺ 川北　陽也 川北　航大 千代田幼稚園
68 2586 13分23秒 日髙　順之 ﾋﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ 日髙　羽奏
69 2522 13分23秒 平部　千早子 ﾋﾗﾍﾞ ﾁｻｺ 平部　太陽
70 2532 13分23秒 植田　美紀 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 植田　ひかり
71 2593 13分29秒 杉田　佐知子 ｽｷﾞﾀ ｻﾁｺ 杉田　愛紗 都城ハンドボールクラブ
72 2520 13分35秒 上井　弘樹 ｳﾜｲ ﾋﾛｷ 上井　琉樹
73 2521 13分36秒 上井　めぐみ ｳﾜｲ ﾒｸﾞﾐ 上井　悠雅
74 2533 13分36秒 中西　望 ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾐ 中西　琉稟
75 2529 13分36秒 二見　愛子 ﾌﾀﾐ ｱｲｺ 池田　真友那
76 2530 13分37秒 堤　翔平 ﾂﾂﾐ ｼｮｳﾍｲ 堤　穂華
77 2638 13分38秒 工藤　丈明 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｱｷ 工藤　暖也 工藤　優嘉
78 2639 13分39秒 莫根　優子 ｱｸﾞﾈ ﾕｳｺ 莫根　星空 莫根　桜空 第一幼稚園
79 2637 13分47秒 三宅　利治 ﾐﾔｹ ﾄｼﾊﾙ 三宅　健真 三宅　樹莉
80 2506 13分47秒 山野　涼子 ﾔﾏﾉ ﾘｮｳｺ 山野　澪央 宮崎銀行
81 2587 13分48秒 児玉　智恵 ｺﾀﾞﾏ ﾁｴ 児玉　結麻
82 2517 13分55秒 中神　啓子 ﾅｶｶﾞﾐ ｹｲｺ 横谷　楓
83 2627 13分56秒 竹之下　ノリ子 ﾀｹﾉｼﾀ ﾉﾘｺ 竹之下　陸 竹之下　勝晴
84 2598 13分58秒 和田　みゆき ﾜﾀﾞ ﾐﾕｷ 和田　静空
85 2610 14分17秒 増田　祐介 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 増田　蒼
86 2579 14分18秒 荻窪　奈津紀 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 荻窪　桜誠 三松小
87 2535 14分21秒 窪田　唯 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 窪田　恵唯
88 2601 14分24秒 財部　正恵 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾏｻｴ 蔵満　千乃
89 2524 14分25秒 川崎　沙織 ｶﾜｻｷ ｻｵﾘ 川崎　雫
90 2647 14分53秒 椎葉　富由子 ｼｲﾊﾞ ﾌﾕｺ 椎葉　花怜 椎葉　圭伸 都城ハンドボールクラブ
91 2628 14分57秒 内村　昭史 ｳﾁﾑﾗ ﾃﾙﾌﾐ 内村　知広 内村　美月
92 2582 15分07秒 鮫島　真実 ｻﾒｼﾏ ﾏﾐ 鮫島　彩良
93 2563 15分10秒 前田　達也 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 前田　沙彩 アイコーポ
94 2558 15分13秒 小山　彰平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 小山　晴大
95 2588 15分17秒 中西　清文 ﾅｶﾆｼ ｷﾖﾌﾐ 中西　桃子
96 2513 15分23秒 森口　伸宏 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 森口　蒼冴 都城税務署
97 2508 15分33秒 黒木　恵 ｸﾛｷ ﾒｸﾞﾐ 黒木　佑凌
98 2560 15分37秒 白谷　美紀 ｼﾗﾀﾆ ﾐｷ 白谷　伊織
99 2631 15分42秒 中村　崇志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 中村　魁仁 中村　享子
100 2568 16分14秒 黒木　大輔 ｸﾛｷ ﾀﾞｲｽｹ 黒木　花帆
101 2605 16分14秒 外山　隆之 ﾄﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 外山　三珠 チーム１２３
102 2617 16分15秒 中武　裕美子 ﾅｶﾀｹ ﾕﾐｺ 中武　真弥香 都城ハンドボールクラブ
103 2608 16分15秒 甲斐　里子 ｶｲ ｻﾄｺ 甲斐　絢乃 都城ハンドボールクラブ
104 2642 16分15秒 福田　圭子 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺ 福田　拓光 福田　光希 都城ハンドボールクラブ
105 2591 16分16秒 原口　誠道 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 原口　拳知 都城ハンドボールクラブ
106 2566 16分23秒 丸崎　奈美 ﾏﾙｻｷ ﾅﾐ 丸崎　花絵
107 2643 16分30秒 吉留　優子 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺ 吉留　広陽 吉留　大陽 都城ハンドボールクラブ
108 2597 16分31秒 待木　美咲 ﾏﾁｷ ﾐｻｷ 待木　遼斗 都城ハンドボールクラブ
109 2622 16分35秒 田中　愛子 ﾀﾅｶ ｱｲｺ 田中　玖斗 リハケアステーション都城
110 2600 16分38秒 高橋　恵利子 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ 高橋　孝太朗 都城ハンドボールクラブ
111 2538 17分05秒 中島　鈴子 ﾅｶｼﾏ ｽｽﾞｺ 松尾　龍穹
112 2604 17分12秒 新増　和則 ｼﾝﾏｽ ｶｽﾞﾉﾘ 津江　天真 チームちどり
113 2595 17分14秒 田島　利裕 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 田島　色葉
114 2616 17分18秒 上村　聖子 ｶﾝﾑﾗ ｾｲｺ 上村　愛佳
115 2641 17分22秒 入佐　良江 ｲﾘｻ ﾖｼｴ 入佐　俊 入佐　蓮
116 2626 17分27秒 笠野　裕也 ｶｻﾉ ﾕｳﾔ 笠野　陽咲 笠野　涼子
117 2630 17分43秒 山領　愛 ﾔﾏﾘｮｳ ｱｲ 山領　紗好 山領　聖渚
118 2507 18分02秒 黒木　大佑 ｸﾛｷ ﾀﾞｲｽｹ 黒木　優
119 2619 18分07秒 本間　好美 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾐ 本間　充貴
120 2514 18分11秒 福田　貴之 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ 福田　羽花
121 2583 18分25秒 石﨑　由香里 ｲｼｻﾞｷ ﾕｶﾘ 石﨑　紫乃
122 2502 18分28秒 新原　ひとみ ﾆｲﾊﾗ ﾋﾄﾐ 新原　しょうのすけ
123 2561 19分35秒 川越　亜弥 ｶﾜｺﾞｴ ｱﾔ 川越　大地 チーム小太郎
124 2540 20分17秒 古田　博子 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｺ 古田　元
125 2559 20分26秒 小山　えりか ｺﾔﾏ ｴﾘｶ 小山　はな
126 2584 20分36秒 橋口　絵里沙 ﾊｼｸﾞﾁ ｴﾘｻ 橋口　成龍
127 2625 20分46秒 津田　厚 ﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 津田　久美 津田　希穏
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128 2557 21分40秒 稲尾　直美 ｲﾅｵ ﾅｵﾐ 稲尾　有紗
129 2571 24分30秒 萩平　誠子 ﾊｷﾞﾋﾗ ｾｲｺ 萩平　慧大 タンポポ保育園
130 2621 25分29秒 千代森　直幸 ﾁﾖﾓﾘ ﾅｵﾕｷ 千代森　幸貴


