
 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学１年生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

８００ｍ 3:13 大会記録
記録保持者 武末　勇真（第２回）

3 武末　勇真 ﾀｹｽｴ ﾕｳﾏ 0:03:131 サナ－ズ

13 瀬戸　智明 ｾﾄ ﾄﾓｱｷ 0:03:132 佐須奈小学校

16 北倉　琉星 ｷﾀｸﾗ ﾙｲ 0:03:163 仁田小学校

4 原　　正道 ﾊﾗ ｼﾄﾞｳ 0:03:274 サナ－ズ

9 林　　琉空 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｸ 0:03:285 比田勝小学校

12 須川　怜皇 ｽｶﾞﾜ ﾚｵ 0:03:286 佐須奈小学校

1 犬束　奏瑛 ｲﾇﾂﾞｶ ｶﾅﾃﾞ 0:03:317 サナ－ズ

6 山本　千晶 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 0:03:348 比田勝小学校

8 阿比留　陽矢 ｱﾋﾞﾙ ﾀｶﾔ 0:03:389 比田勝小学校

7 阿比留　陽斗 ｱﾋﾞﾙ ｱｷﾄ 0:03:4410 比田勝小学校

10 飯田　和馬 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 0:03:4811 佐須奈小学校

14 平井　泰翔 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾄ 0:03:5012 佐須奈小学校

15 山田　凱大 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 0:03:5413 佐須奈小学校

2 坂本　煌枝 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼ 0:03:5614 サナ－ズ

149 津留　　吏 ﾂﾄﾞﾒ ﾂｶｻ 0:04:0015 西小学校

18 小宮　琉斗 ｺﾐﾔ ﾘｭｳﾄ 0:04:0116 仁田小学校

11 小崎　遼祐 ｺｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 0:04:0517 佐須奈小学校

19 小宮　桜一郎 ｺﾐﾔ ｵｳｲﾁﾛｳ 0:04:0618 仁田小学校

17 糸瀬　稔 ｲﾄｾ ｼﾞﾝ 0:04:2919 仁田小学校
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学２年生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

８００ｍ 3:00 大会記録
記録保持者 津上　豊光（第２回）

22 津上　豊光 ﾂｶﾞﾐ ﾄﾖﾐﾂ 0:03:001 比田勝小学校

21 宮原　瑠希人 ﾐﾔﾊﾗ ﾙｷﾄ 0:03:062 サナ－ズ

24 比田勝　祐輝 ﾋﾀｶﾂ ﾕｳｷ 0:03:093 比田勝小学校

34 須川　　太遥 ｽｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 0:03:164 仁田小学校

28 永田　凌太朗 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 0:03:205 佐須奈小学校

23 原　　大地 ﾊﾗ ﾀｲﾁ 0:03:206 比田勝小学校

32 小宮　颯真 ｺﾐﾔ ｿｳﾏ 0:03:217 仁田小学校

31 阿比留　悠道 ｱﾋﾞﾙ ﾊﾙﾐﾁ 0:03:268 仁田小学校

25 石﨑　泰晴 ｲｼｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 0:03:269 佐須奈小学校

33 南　　宏大 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀﾞｲ 0:03:4010 仁田小学校

27 田崎　颯斗 ﾀｻｷ ﾊﾔﾄ 0:03:4411 佐須奈小学校

29 原田　紗希斗 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷﾄ 0:03:5612 佐須奈小学校

26 小宮　璃仁 ｺﾐﾔ ﾘﾋﾄ 0:04:1213 佐須奈小学校

30 山口　翔生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 0:04:2314 仁田小学校
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学３年生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

１ｋｍ 3:46 大会記録
記録保持者 武末　健悟（第２回）

39 武末　健悟 ﾀｹｽｴ ｹﾝｺﾞ 0:03:461 比田勝小学校

46 田村　良太 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 0:03:482 佐須奈小学校

36 田中　梁凱 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｶﾞ 0:03:593 サナ－ズ

41 永留　康靖 ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ｺｳｾｲ 0:04:004 西小学校

40 米田　健心 ｺﾒﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 0:04:045 西小学校

35 新川　聖人 ｼﾝｶﾜ ｷﾖﾄ 0:04:106 サナ－ズ

37 宮原　　仁 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞﾝ 0:04:147 サナ－ズ

49 豊田　滉晟 ﾄﾖﾀ ｺｳｾｲ 0:04:188 仁田小学校

43 大石　泰世 ｵｵｲｼ ﾀｲｾｲ 0:04:189 佐須奈小学校

50 松村　直哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾔ 0:04:1910 仁田小学校

114 財部　佑斗 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾕｳﾄ 0:04:2411 仁田小学校

42 桑原　良輔 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 0:04:2912 西小学校

45 平山　雄大 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 0:04:3613 佐須奈小学校

54 春田　優心 ﾊﾙﾀ ﾕｳｼﾝ 0:04:5814 仁田小学校

44 山内　颯馬 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾏ 0:04:5915 佐須奈小学校

48 小宮　正暉 ｺﾐﾔ ｼｮｳｷ 0:05:3016 仁田小学校
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学４年生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

１ｋｍ 3:42 大会記録
記録保持者 糸瀬　琥太郎（第２回）

65 糸瀬　琥太郎 ｲﾄｾ ｺﾀﾛｳ 0:03:421 仁田小学校

61 瀬戸　邦明 ｾﾄ ｸﾆｱｷ 0:03:442 佐須奈小学校

56 原谷　大雅 ﾊﾗﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 0:03:493 西小学校

57 島居　優成 ｼﾏｲ ﾕｳｾｲ 0:03:534 西小学校

63 山本　貫太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 0:03:545 佐須奈小学校

55 國分　　倖 ｺｸﾌﾞ ｺｳ 0:03:566 西小学校

58 武本　侑大 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳﾄ 0:03:577 西小学校

60 春日亀　瑠 ｶｽｶﾞﾒ ﾙｲ 0:04:028 佐須奈小学校

64 吉村　玲輝 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲｷ 0:04:059 仁田小学校

62 原　　巧 ﾊﾗ ﾀｸﾐ 0:04:2810 佐須奈小学校

66 春田　快翔 ﾊﾙﾀ ｶｲﾄ 0:04:4511 仁田小学校

59 飯田　　隼 ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 0:04:5912 佐須奈小学校
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学５・６年生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

２ｋｍ 7:00 大会記録
記録保持者 網本　佳悟（第２回）

83 網本　佳悟 ｱﾐﾓﾄ ｹｲｺﾞ 0:07:001 東小学校６

84 長野　好誠 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｾｲ 0:07:292 東小学校６

110 糸瀬　上総 ｲﾄｾ ｶｽﾞｻ 0:07:363 仁田小学校６

77 馬込　誠喜 ﾏｺﾞﾒ ﾄﾓｷ 0:07:404 佐須奈小学校６

71 石丸　功典 ｲｼﾏﾙ ｺｳｽｹ 0:07:485 比田勝小学校５

89 北倉　青波 ｷﾀｸﾗ ｾﾅ 0:07:526 仁田小学校５

73 山田　青空 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 0:08:027 佐須奈小学校６

69 田中　魁人 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 0:08:078 サナ－ズ６

87 縫田　雄人 ﾇｲﾀ ﾕｳﾄ 0:08:149 仁田小学校５

67 髙石　悠太 ﾀｶｲｼ ﾕｳﾀ 0:08:1610 サナ－ズ５

74 原　　大介 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 0:08:2711 佐須奈小学校６

88 豊田　陸翔 ﾄﾖﾀ ﾘｸﾄ 0:08:3912 仁田小学校５

94 松村　　蓮 ﾏﾂﾑﾗ ﾚﾝ 0:08:3913 仁田小学校６

79 福島　大貴 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲｷ 0:09:3014 佐須奈小学校６

76 春日亀　章太 ｶｽｶﾞﾒ ｼｮｳﾀ 0:09:3715 佐須奈小学校６

70 阿比留　陽太 ｱﾋﾞﾙ ﾋﾅﾀ 0:09:4516 比田勝小学校５

113 春田　健翔 ﾊﾙﾀ ｹﾝﾄ 0:09:5617 仁田小学校５

91 阿比留　蓮聖 ｱﾋﾞﾙ ﾚﾝｾｲ 0:10:0318 仁田小学校５

116 春田　康成 ﾊﾙﾀ ｺｳｾｲ 0:10:0619 仁田小学校５

90 山口　隆輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 0:10:1620 仁田小学校５

80 山内　優暉 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 0:10:5621 佐須奈小学校５

75 安心院　大樹 ｱｼﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 0:13:1822 佐須奈小学校６

85 糸瀬　瑛喜一 ｲﾄｾ ｴｲｷﾁ 0:13:2823 仁田小学校５

81 馬込　大喜 ﾏｺﾞﾒ ﾀﾞｲｷ 0:17:5724 佐須奈小学校５

82 住屋　海斗 ｽﾐﾔ ｶｲﾄ 0:21:2625 佐須奈小学校５
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

中学生男子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

３ｋｍ 10:46 大会記録
記録保持者 宮原　怜雅（第２回）

104 宮原　怜雅 ﾐﾔﾊﾗ ﾚｲｶﾞ 0:10:461 佐須奈中学校

101 佐護　直喜 ｻｺﾞ ﾅｵｷ 0:10:492 佐須奈中学校

98 岡﨑　有祐 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳ 0:11:083 佐須奈中学校

103 原田　健太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 0:11:134 佐須奈中学校

102 花村　海翔 ﾊﾅﾑﾗ ｶｲﾄ 0:12:185 佐須奈中学校

100 片手　亮真 ｶﾀﾃ ﾘｮｳﾏ 0:12:316 佐須奈中学校

97 福島　大和 ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 0:17:087 佐須奈中学校
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 第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

幼児（年長・年中）の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

６００ｍ 2:39 大会記録
記録保持者 瀬戸　智明（第１回）

144 小鉢　歩夢 ｺﾊﾞﾁ ｱﾕﾑ 0:02:431

119 小宮　涼太 ｺﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 0:02:512

111 出口　愛梨 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｱｲﾘ 0:02:543

145 永留　　大 ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ﾀﾞｲ 0:02:584

140 宮原　淳希人 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭｷﾄ 0:03:005

135 山本　瑞己 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 0:03:036

117 鮫島　友晴 ｻﾒｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 0:03:057

122 丸島　瑠姫 ﾏﾙｼﾏ ﾙｷ 0:03:058

138 財前　英司 ｻﾞｲｾﾞﾝ ｴｲｼﾞ 0:03:079

125 内山　こゆき ｳﾁﾔﾏ ｺﾕｷ 0:03:1010

146 長野　蓮志 ﾅｶﾞﾉ ﾚﾝｼﾞ 0:03:1311

141 大田　智輝 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 0:03:1312

132 安藤　智世 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｾ 0:03:1913

130 小宮　望夢 ｺﾐﾔ ﾐﾕ 0:03:2014

136 阿比留　哲也 ｱﾋﾞﾙ ﾃﾂﾔ 0:03:2315

126 須川　みお ｽｶﾞﾜ ﾐｵ 0:03:2416

137 池田　愛唯 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 0:03:2717

124 須川　愛々 ｽｶﾞﾜ ﾈﾈ 0:03:3018

133 財部　塔也 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾄｳﾔ 0:03:3219

127 瀧本　凰介 ﾀｷﾓﾄ ｵｳｽｹ 0:03:3320

139 石﨑　文佳 ｲｼｻﾞｷ ﾌﾐｶ 0:03:3821

134 柴田　航輝 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 0:03:3822

121 原　　正虎 ﾊﾗ ﾏｻﾄﾗ 0:03:4523

120 島本　朋祈 ｼﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ 0:03:5024

112 山田　乃々佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ 0:03:5025

131 西野　大志 ﾆｼﾉ ﾀｲｼ 0:03:5226

147 小宮　　真 ｺﾐﾔ ﾏｺﾄ 0:03:5927

128 田崎　優依 ﾀｻｷ ﾕｲ 0:04:0028

142 村瀬　美結 ﾑﾗｾ ﾐﾕ 0:04:1129

143 村瀬　晃大 ﾑﾗｾ ｺｳﾀ 0:04:1330

148 小宮　明幸 ｺﾐﾔ ｱｷﾕｷ 0:04:2231
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学１年生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

８００ｍ 3:18 大会記録
記録保持者 津上　紗慧（第１回）

7 山本　果朋 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 0:03:211 佐須奈小学校

2 桑原　可奈子 ｸﾜﾊﾗ ｶﾅｺ 0:03:262 西小学校

6 住屋　ひかり ｽﾐﾔ ﾋｶﾘ 0:03:383 佐須奈小学校

11 武末　美桜 ﾀｹｽｴ ﾐｵ 0:03:414 仁田小学校

12 橘　　咲花 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 0:03:455 仁田小学校

10 小宮　鈴梨 ｺﾐﾔ ﾚｲﾘ 0:03:466 仁田小学校

5 柴田　紗愛 ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 0:03:497 佐須奈小学校

3 阿比留　千桜 ｱﾋﾞﾙ ﾁｵ 0:03:528 佐須奈小学校

8 石山　華詩 ｲｼﾔﾏ ｶﾉﾝ 0:03:559 佐須奈小学校

14 阿比留　叶寧 ｱﾋﾞﾙ ｶﾉﾈ 0:04:0210 仁田小学校

13 下田　穂花 ｼﾓﾀﾞ ﾎﾉｶ 0:04:1411 仁田小学校

4 糸瀬　恵 ｲﾄｾ ﾒｸﾞﾐ 0:05:5412 佐須奈小学校
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学２年生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

８００ｍ 3:06 大会記録
記録保持者 津上　紗慧（第２回）

19 津上　紗慧 ﾂｶﾞﾐ ｻｴ 0:03:061 比田勝小学校

16 髙石　依蓮 ﾀｶｲｼ ｴﾚﾝ 0:03:102 サナ－ズ

17 宮原　盛后 ﾐﾔﾊﾗ ﾓﾘｺ 0:03:103 比田勝小学校

28 糸瀬　萌衣 ｲﾄｾ ﾒｲ 0:03:144 仁田小学校

25 原田　愛菜 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾅ 0:03:225 佐須奈小学校

27 須川　ひまり ｽｶﾞﾜ ﾋﾏﾘ 0:03:286 仁田小学校

15 池田　美裕 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕ 0:03:367 サナ－ズ

20 石丸　史佳 ｲｼﾏﾙ ﾌﾐｶ 0:03:478 比田勝小学校

22 内山　杏美 ｳﾁﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 0:03:489 佐須奈小学校

24 津田　凜 ﾂﾀﾞ ﾘﾝ 0:03:5210 佐須奈小学校

26 丸島　沙羅 ﾏﾙｼﾏ ｻﾗ 0:03:5711 仁田小学校

23 島本　日葵 ｼﾏﾓﾄ ﾋﾏﾘ 0:04:0612 佐須奈小学校

18 立花　美乃 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾉ 0:04:0713 比田勝小学校

29 春田　寿佳 ﾊﾙﾀ ｺﾄｶ 0:04:0814 仁田小学校
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学３年生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

１ｋｍ 3:52 大会記録
記録保持者 大浦　芽良（第２回）

30 大浦　芽良 ｵｵｳﾗ ﾒｲ 0:03:521 比田勝小学校

34 糸瀬　つぐみ ｲﾄｾ ﾂｸﾞﾐ 0:04:022 仁田小学校

35 斉藤　天美 ｻｲﾄｳ ｱﾏﾐ 0:04:043 仁田小学校

33 須川　　心 ｽｶﾞﾜ ｺｺﾛ 0:04:124 仁田小学校

31 白浜　なほ ｼﾗﾊﾏ ﾅﾎ 0:04:155 比田勝小学校

36 小宮　羽菜 ｺﾐﾔ ﾊﾅ 0:04:196 仁田小学校

32 糸瀬　陽菜 ｲﾄｾ ﾋﾅ 0:04:207 佐須奈小学校

39 春田　琴羽 ﾊﾙﾀ ｺﾄﾈ 0:04:348 仁田小学校

37 宮本　真綾 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｱﾔ 0:05:129 仁田小学校
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学４年生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

１ｋｍ 3:53 大会記録
記録保持者 林　凜和（第１回）

40 武末　舞亜 ﾀｹｽｴ ﾏｲｱ 0:03:571 サナ－ズ

45 東川　実桜 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾐｵ 0:04:092 佐須奈小学校

42 阿比留　爽寧 ｱﾋﾞﾙ ｻﾜﾈ 0:04:103 佐須奈小学校

41 阿比留　陽南 ｱﾋﾞﾙ ﾊﾙﾅ 0:04:194 比田勝小学校

47 高原　真那 ﾀｶﾊﾗ ﾏﾅ 0:04:215 仁田小学校

48 大石　沙和 ｵｵｲｼ ｻﾜ 0:04:336 仁田小学校

43 安藤　真帆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ 0:04:457 佐須奈小学校

44 小宮　遥奈 ｺﾐﾔ ﾊﾙﾅ 0:04:558 佐須奈小学校

46 福島　美佳 ﾌｸｼﾏ ﾐｶ 0:05:009 佐須奈小学校
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

小学５・６年生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

１．５ｋｍ 5:34 大会記録
記録保持者 佐名　来瞳（第２回）

51 佐名　来瞳 ｻﾅ ｸﾙﾐ 0:05:341 サナ－ズ５

76 大石　真滉 ｵｵｲｼ ﾏﾋﾛ 0:05:422 仁田小学校６

62 阿比留　心海 ｱﾋﾞﾙ ﾐﾅﾐ 0:05:443 佐須奈小学校６

59 阿比留　香菜子 ｱﾋﾞﾙ ｶﾅｺ 0:05:474 西小学校６

79 須川　友貴奈 ｽｶﾞﾜ ﾕｷﾅ 0:05:485 仁田小学校６

53 宮原　風鈴 ﾐﾔﾊﾗ ｽｽﾞ 0:05:506 サナ－ズ５

81 阿比留　環 ｱﾋﾞﾙ ﾀﾏｷ 0:05:547 豊玉小学校５

56 林　　凜和 ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 0:05:598 比田勝小学校５

69 小島　あかり ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 0:06:009 東小学校６

50 犬束　音遥 ｲﾇﾂﾞｶ ﾉﾉ 0:06:0410 サナ－ズ５

80 古賀　優南 ｺｶﾞ ﾕﾅ 0:06:0811 仁田小学校６

78 高原　聖那 ﾀｶﾊﾗ ｾｲﾅ 0:06:1012 仁田小学校６

71 山田　咲良 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾗ 0:06:1513 仁田小学校５

58 大浦　紗良 ｵｵｳﾗ ｻﾗ 0:06:2314 比田勝小学校６

52 新川　紗雪 ｼﾝｶﾜ ｻﾕｷ 0:06:2715 サナ－ズ５

65 阿部　ことの ｱﾍﾞ ｺﾄﾉ 0:06:2816 佐須奈小学校５

61 日髙　藍梨 ﾋﾀﾞｶ ｱｲﾘ 0:06:3017 西小学校６

70 長野　颯恋 ﾅｶﾞﾉ ﾘｺ 0:06:3318 東小学校５

49 阿比留　結 ｱﾋﾞﾙ ﾕｲ 0:06:3719 サナ－ズ５

55 今村　愛梨 ｲﾏﾑﾗ ｱｲﾘ 0:06:4020 比田勝小学校５

77 糸瀬　華花 ｲﾄｾ ﾊﾅｶ 0:06:4221 仁田小学校６

57 宮原　梨衣 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｴ 0:06:4322 比田勝小学校５

67 佐護　優奈 ｻｺﾞ ﾕｳﾅ 0:06:4323 佐須奈小学校５

66 小宮　心織 ｺﾐﾔ ﾐｵﾘ 0:06:4724 佐須奈小学校５

64 長崎　菜々子 ﾅｶﾞｻｷ ﾅﾅｺ 0:06:5225 佐須奈小学校５

63 大石　一葉 ｵｵｲｼ ﾋﾄﾊ 0:06:5326 佐須奈小学校６

74 須川　　葵 ｽｶﾞﾜ ｱｵｲ 0:06:5427 仁田小学校５

68 原田　花音 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 0:07:0728 佐須奈小学校５

72 松村　侑香 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｶ 0:08:4029 仁田小学校５

75 下田　詩桜 ｼﾓﾀﾞ ｼｵﾝ 0:09:2230 仁田小学校５

73 三槻　結愛 ﾐﾂｷ ﾕｳｱ 0:09:2831 仁田小学校５
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第２回 上県町ロードレース大会 集計結果

中学生女子の部
ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏名 タイム順位 所　属

３ｋｍ 11:41 大会記録
記録保持者 小宮　萌々香（第２回）

100 小宮　萌々香 ｺﾐﾔ ﾓﾓｶ 0:11:411 仁田中学校

96 阿比留　実咲 ｱﾋﾞﾙ ﾐｻｷ 0:12:072 西部中学校

95 武本　倖奈 ﾀｹﾓﾄ ﾕｷﾅ 0:12:203 西部中学校

103 糸瀬　千愛 ｲﾄｾ ﾁﾅﾘ 0:12:344 仁田中学校

104 川本　紗月 ｶﾜﾓﾄ ｻﾂｷ 0:12:405 仁田中学校

85 瀧本　保紀 ﾀｷﾓﾄ ﾎﾉﾘ 0:12:516 佐須奈中学校

91 田村　　葵 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 0:13:067 佐須奈中学校

94 中原　綾華 ﾅｶﾊﾗ ｱﾔｶ 0:13:128 西部中学校

86 東川　莉於 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾘｵ 0:13:169 佐須奈中学校

105 斉藤　百花 ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 0:13:3110 仁田中学校

83 春日亀　佑衣 ｶｽｶﾞﾒ ﾕｲ 0:13:4311 佐須奈中学校

99 國分　未佑 ｺｸﾌﾞ ﾐｳ 0:14:0112 西部中学校

87 平山　紗帆 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾎ 0:14:0313 佐須奈中学校

84 白石　夏奈 ｼﾗｲｼ ｶﾅ 0:14:2814 佐須奈中学校

89 浦　瑠美 ｳﾗ ﾙﾐ 0:14:3715 佐須奈中学校

88 阿比留　小雛 ｱﾋﾞﾙ ｺﾋﾅ 0:14:5916 佐須奈中学校

106 豊田　綾愛里 ﾄﾖﾀ ｱｴﾘ 0:15:3617 仁田中学校

102 南　麻優 ﾐﾅﾐ ﾏﾋﾛ 0:15:5918 仁田中学校

101 濱田　　萌 ﾊﾏﾀﾞ ﾓｴ 0:17:1119 仁田中学校
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