
１４）２ｋｍ小学４年生～６年生　男子
順位 氏名 住所 所属 タイム 順位 氏名 住所 所属 タイム

1 川畑　徹平 玖珠町 玖珠ジュニア陸上  0:06:52 12 中　裕大 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:16
2 三俣　友作 福岡県 うきは市陸上  0:06:57 13 南　柊 佐賀県 曲川小学校  0:08:19
3 梶原　和樹 玖珠町 森中央小学校  0:07:17 14 江藤　誉将 日田市 中津江小学校  0:08:50
4 竹本　達朗 中津市 中津楽走倶楽部  0:07:43 15 塩田　純平 福岡県 チーム１９５０Ｍ  0:08:55
5 猿渡　翔 福岡県  0:07:56 16 川津　龍平 日田市 咸宜小学校  0:09:05
6 宮本　泰志 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:01 17 工藤　大河 杵築市 杵築小学校  0:09:16
7 甲斐　裕晟 玖珠町 森中央小学校  0:08:02 18 穴井　将貴 日田市  0:09:28
8 江藤　奨真 日田市 中津江小学校  0:08:05 19 永井　凌太 福岡県 北勢門小学校  0:10:33
9 甲斐　裕乃 玖珠町 森中央小学校  0:08:06 20 永井　健司 福岡県 北勢門小学校  0:11:35
10 大村　友希 福岡県 ＫＵＲＡＴＥＧ３  0:08:14 21 加來　陸斗 福岡県 添田小学校  0:12:31
11 矢野　大輔 玖珠町 森中央小学校  0:08:15

２９）２ｋｍ小学４年生～６年生　女子
順位 氏名 住所 所属 タイム 順位 氏名 住所 所属 タイム

1 鶴田　彩希 長崎県 旭が丘小学校  0:06:56 11 宮本　陽生 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:37
2 井上　寛菜 日田市 日隈小学校  0:07:41 12 力徳　亜美 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:47
3 江田　ゆら 日田市 日田ジュニア  0:07:59 13 石﨑　桐子 福岡県 芦屋ＪＣ  0:08:50
4 尾川　栞菜 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:01 14 鏡　衣美菜 福岡県 大善寺小  0:08:51
5 神崎　信穂 佐伯市 渡町台小学校  0:08:06 15 矢野　真有 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:59
6 長尾　栞 日田市 日田ジュニア陸上  0:08:07 16 磯部　優子 福岡県 大原小学校  0:10:02
7 須賀　万由子 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:12 17 高森　茉侑 大分市 賀来小中学校  0:11:01
8 川畑　春奈 玖珠町 玖珠ジュニア陸上  0:08:12 18 稲田　彩佳 佐賀県 麓小学校  0:11:10
9 繁永　梨子 中津市 中津楽走倶楽部  0:08:14 19 加來　愛良 福岡県 添田小学校  0:11:28
10 高崎　真帆 山口県 川中西小  0:08:29 20 清川　美水 大分市 津留小学校  0:11:59

３０）２ｋｍ中学生　女子
順位 氏名 住所 所属 タイム 順位 氏名 住所 所属 タイム

1 井上　佳恵 福岡県 東峰中学校  0:06:38 14 西村　日南子 日田市 東部中学校陸上部  0:08:34
2 高倉　侑芽 福岡県 浮羽中学校  0:06:55 15 秋山　有紀 日田市 東部中学校  0:08:43
3 大村　奈実希 福岡県 鞍手北中学校  0:07:02 16 長谷部　葵 日田市 東部中学校  0:08:45
4 江口　有瑳 福岡県 幸袋中学校  0:07:14 17 森本　優理 福岡県 黒崎中  0:08:48
5 原田　真由子 日田市 東部中学校陸上部  0:07:27 18 宇野　茅里 日田市 東部中学校陸上部  0:08:52
6 尾川　絵梨奈 中津市 中津楽走倶楽部  0:07:27 19 綾部　梨南 日田市 東部中学校陸上部  0:08:59
7 林　瑞穂 日田市 東部中学校陸上部  0:07:28 20 髙嶋　優良 日田市 東部中学校陸上部  0:08:59
8 緒方　麻友 日田市 東部中学校陸上部  0:07:29 21 長嶋　汐里 日田市 三隈中学校  0:09:46
9 大村　夏希 福岡県 鞍手北中学校  0:07:40 22 小埜　京香 日田市 三隈中学校  0:09:46
10 丸山　千沙都 福岡県 穂波ＪｒＡＣ  0:08:05 23 倉持　優里菜 日田市 東部中学校陸上部  0:10:11
11 鏡　青里菜 福岡県 筑邦西中  0:08:08 24 佐藤　沙羅 日田市 三隈中学校  0:10:35
12 大秋　沙綾 福岡県 中津楽走倶楽部  0:08:11 25 澁谷　夢叶 日田市 三隈中学校  0:10:35
13 今津　那月 日田市 東部中学校陸上部  0:08:34


