
駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

順位 No. 総合記録

0:07:37 (7) 0:11:31 (1) 0:15:16 (1) 0:18:38 (1) 0:22:12 (1) 0:25:55 (1) 0:29:33 (1)
7:37 (7) 3:54 (2) 3:45 (2) 3:22 (1) 3:34 (1) 3:43 (2) 3:38 (1)

0:07:29 (5) 0:12:04 (6) 0:15:39 (2) 0:20:42 (4) 0:24:46 (4) 0:28:34 (2) 0:32:42 (2)
7:29 (5) 4:35 (18) 3:35 (1) 5:03 (27) 4:04 (4) 3:48 (3) 4:08 (7)

0:07:42 (8) 0:11:59 (4) 0:15:57 (4) 0:20:17 (2) 0:24:37 (3) 0:28:47 (3) 0:33:04 (3)
7:42 (8) 4:17 (8) 3:58 (3) 4:20 (7) 4:20 (8) 4:10 (5) 4:17 (9)

0:07:15 (2) 0:11:36 (2) 0:15:55 (3) 0:20:18 (3) 0:24:25 (2) 0:29:12 (4) 0:33:09 (4)
7:15 (2) 4:21 (11) 4:19 (5) 4:23 (8) 4:07 (5) 4:47 (22) 3:57 (6)

0:08:32 (21) 0:13:00 (17) 0:17:38 (14) 0:21:56 (9) 0:25:52 (5) 0:30:50 (7) 0:34:40 (5)
8:32 (21) 4:28 (13) 4:38 (15) 4:18 (5) 3:56 (2) 4:58 (28) 3:50 (2)

0:08:10 (14) 0:12:20 (8) 0:17:10 (9) 0:22:37 (13) 0:27:08 (11) 0:31:27 (11) 0:35:23 (6)
8:10 (14) 4:10 (7) 4:50 (21) 5:27 (41) 4:31 (9) 4:19 (8) 3:56 (4)

0:08:14 (15) 0:12:56 (13) 0:17:25 (11) 0:21:49 (8) 0:26:09 (7) 0:30:35 (5) 0:35:38 (7)
8:14 (15) 4:42 (23) 4:29 (9) 4:24 (9) 4:20 (7) 4:26 (13) 5:03 (25)

0:08:32 (20) 0:13:00 (16) 0:17:29 (13) 0:21:38 (6) 0:25:55 (6) 0:30:49 (6) 0:35:41 (8)
8:32 (20) 4:28 (12) 4:29 (10) 4:09 (4) 4:17 (6) 4:54 (26) 4:52 (18)

0:08:20 (17) 0:12:56 (15) 0:17:42 (16) 0:22:17 (11) 0:27:19 (12) 0:32:10 (12) 0:36:05 (9)
8:20 (17) 4:36 (19) 4:46 (20) 4:35 (11) 5:02 (19) 4:51 (25) 3:55 (3)

0:07:36 (6) 0:11:45 (3) 0:16:39 (5) 0:21:25 (5) 0:26:26 (8) 0:30:55 (8) 0:36:17 (10)
7:36 (6) 4:09 (6) 4:54 (23) 4:46 (16) 5:01 (18) 4:29 (14) 5:22 (35)

0:07:44 (10) 0:12:02 (5) 0:18:14 (18) 0:23:04 (17) 0:27:07 (10) 0:31:18 (10) 0:36:27 (11)
7:44 (10) 4:18 (9) 6:12 (55) 4:50 (20) 4:03 (3) 4:11 (6) 5:09 (30)

0:08:29 (19) 0:13:07 (20) 0:17:19 (10) 0:21:46 (7) 0:26:50 (9) 0:31:11 (9) 0:36:45 (12)
8:29 (19) 4:38 (20) 4:12 (4) 4:27 (10) 5:04 (22) 4:21 (10) 5:34 (42)

0:08:33 (22) 0:13:06 (19) 0:17:38 (15) 0:22:54 (14) 0:28:10 (16) 0:32:55 (17) 0:37:23 (13)
8:33 (22) 4:33 (17) 4:32 (13) 5:16 (36) 5:16 (29) 4:45 (18) 4:28 (10)

0:08:59 (27) 0:13:39 (25) 0:18:44 (22) 0:22:16 (10) 0:27:43 (13) 0:32:50 (15) 0:37:31 (14)
8:59 (27) 4:40 (21) 5:05 (25) 3:32 (2) 5:27 (30) 5:07 (32) 4:41 (13)

6区 7区

1 4013 0:29:33
いぶすきスポーツクラブ

中野 翔麻 新原 彩 新原 大樹 中村 拓哉
チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

福迫 誠 吉留 奈菜 志水 佑守

2 4011
岩永赤出美ぃー

0:32:42
松田 拓也 鈴木 由美 三宅 孝毅

4 4017
S&TアスリートクラブA

0:33:09
久徳 直弘

屋田 愛 宇都 邦和 今村 佑美 東 功人

3 4060
西原JRC保護者A

0:33:04
石川 正俊 井上 莉子

下平 夏恵 山崎 隆 吉原 美代子 萩 春二 辻田 由美 脇園 誠

吉田 幸三 駒路 麻耶 清水 健児 西薗 奈緒子 髙木 浩之

6 4015
鹿児島大学陸上愛好会
GONA×2A 0:35:23

鮫島 明広

5 4035
TEAM  大脇

0:34:40
今満 樹利

東別府 希 檜山 健人 平原 優美 吉田 潤平 南谷 陽子 吉田 慎司

東 七海 香川 美月 米丸 啓 横山 優理 吉川 享佑横山 翼

8 4034
TEAM  松元

0:35:41
丸野 順輝

7 4014
鹿児島大学陸上愛好会
GONA×2E 0:35:38

坂本 太陽

大橋 孝太朗 久保田 楓 和田 拓朗 西 優斗 香川 七海 和田 志朗

原 研太 西村 富美佳 森下 悟至 田添 英理 福元 美穂山田 あかり

10 4029
明光ファミリー

0:36:17
山脇 秀和

9 4045
加治木高校B

0:36:05
藤田 悠

森園 彩加 山脇 さくら 米盛 琴華 藏元百恵 松田 美優 井上 伊織

濱田 向日葵 井上 純奈 土井 梨奈子 野村 歩未 溝川 大輝山口 優萌

12 4046
大口東

0:36:45
肱岡 敦

11 4019
国中陸部OB～甦れ青春～

0:36:27
倉山 侑也

林 あかり 矢嶋 秀明 諏訪 希玲々 石澤 優海 岩澤 愛海 岩澤 和徳

中薗 貴行 丸田 聖 宝楽 リサ 有留 小百合 川野 明由香若松 祐司

14 4056
南中Dream☽

0:37:31
川崎 夏稀

13 4057
南中Star☆

0:37:23
佐藤 恵斗

満田 華琳 下笠 啓介 仲 好実 大川 晴 中島 力 冨永 裕之助

堀 竜都 満田 麗 米村 茅紘 池田 亜加音 小嶋 理久川原 希来莉



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:07:29 (4) 0:12:37 (12) 0:17:28 (12) 0:22:36 (12) 0:28:05 (15) 0:32:52 (16) 0:37:33 (15)
7:29 (4) 5:08 (36) 4:51 (22) 5:08 (30) 5:29 (33) 4:47 (20) 4:41 (14)

0:08:25 (18) 0:13:50 (28) 0:18:22 (21) 0:23:12 (18) 0:28:17 (17) 0:32:35 (14) 0:37:37 (16)
8:25 (18) 5:25 (42) 4:32 (14) 4:50 (19) 5:05 (23) 4:18 (7) 5:02 (23)

0:07:09 (1) 0:12:04 (7) 0:16:50 (6) 0:23:32 (21) 0:29:08 (21) 0:32:26 (13) 0:38:06 (17)
7:09 (1) 4:55 (30) 4:46 (19) 6:42 (59) 5:36 (35) 3:18 (1) 5:40 (44)

0:09:22 (31) 0:13:42 (26) 0:18:21 (20) 0:23:18 (20) 0:30:14 (28) 0:34:59 (26) 0:38:55 (18)
9:22 (31) 4:20 (10) 4:39 (16) 4:57 (25) 6:56 (56) 4:45 (17) 3:56 (5)

0:09:31 (33) 0:14:39 (36) 0:19:23 (30) 0:24:41 (29) 0:29:41 (24) 0:34:22 (22) 0:39:11 (19)
9:31 (33) 5:08 (37) 4:44 (18) 5:18 (37) 5:00 (17) 4:41 (16) 4:49 (16)

0:08:44 (23) 0:13:36 (23) 0:18:57 (26) 0:23:38 (23) 0:28:33 (19) 0:33:57 (19) 0:39:14 (20)
8:44 (23) 4:52 (27) 5:21 (29) 4:41 (14) 4:55 (14) 5:24 (36) 5:17 (33)

0:08:46 (24) 0:13:39 (24) 0:18:08 (17) 0:22:55 (16) 0:28:30 (18) 0:34:10 (20) 0:39:15 (21)
8:46 (24) 4:53 (29) 4:29 (8) 4:47 (17) 5:35 (34) 5:40 (43) 5:05 (26)

0:07:52 (12) 0:12:21 (9) 0:16:52 (7) 0:22:54 (15) 0:28:00 (14) 0:33:35 (18) 0:39:16 (22)
7:52 (12) 4:29 (15) 4:31 (11) 6:02 (52) 5:06 (24) 5:35 (42) 5:41 (45)

0:09:49 (44) 0:14:33 (35) 0:19:00 (28) 0:24:18 (26) 0:29:08 (22) 0:35:42 (29) 0:39:52 (23)
9:49 (44) 4:44 (25) 4:27 (7) 5:18 (38) 4:50 (12) 6:34 (57) 4:10 (8)

0:09:36 (39) 0:13:44 (27) 0:19:17 (29) 0:24:32 (27) 0:30:28 (31) 0:34:48 (24) 0:39:55 (24)
9:36 (39) 4:08 (4) 5:33 (33) 5:15 (35) 5:56 (45) 4:20 (9) 5:07 (28)

0:10:05 (46) 0:15:12 (42) 0:20:27 (37) 0:25:15 (34) 0:30:18 (29) 0:34:49 (25) 0:39:56 (25)
10:05 (46) 5:07 (35) 5:15 (27) 4:48 (18) 5:03 (21) 4:31 (15) 5:07 (27)

0:08:17 (16) 0:12:26 (10) 0:18:19 (19) 0:23:44 (24) 0:28:41 (20) 0:34:38 (23) 0:40:20 (26)
8:17 (16) 4:09 (5) 5:53 (44) 5:25 (40) 4:57 (15) 5:57 (47) 5:42 (46)

0:07:42 (9) 0:12:35 (11) 0:17:06 (8) 0:23:17 (19) 0:29:32 (23) 0:35:24 (28) 0:40:32 (27)
7:42 (9) 4:53 (28) 4:31 (12) 6:11 (53) 6:15 (52) 5:52 (45) 5:08 (29)

0:09:42 (41) 0:14:47 (37) 0:19:57 (36) 0:25:49 (39) 0:30:39 (33) 0:36:09 (32) 0:40:52 (28)
9:42 (41) 5:05 (34) 5:10 (26) 5:52 (48) 4:50 (13) 5:30 (39) 4:43 (15)

16 4061
西原JRC保護者B

0:37:37
毛下 裕貴

15 4016
鹿児島大学陸上愛好会
GONA×2D 0:37:33

山下 亨士

境 和代 毛下 秀樹 石川 希世美 郷原 博継 吉田 留美 古城 正喜

西村 渉 横山 祐美 木山 志栞 有田 百花 小林 優太阿比留 綾香

18 4041
きのこ(鶴田中保護者)

0:38:55
坂本 正義

17 4023
走ヶ丘D

0:38:06
原田 創

下大迫 正昭 山内 優 指宿 優七 大野 光則 指宿 奈美 永園 みゆき

岩田 大輝 米田 瑛久 佐藤 成美 時岡 玲子 松嵜 未侑上門 麻紀

20 4008
SUKIYAKIカルボンNight

0:39:14
津留 晃祐

19 4018
S&TアスリートクラブB

0:39:11
本村 鯉恵

丹野 美咲 市川 裕陽 太刀川 由真 山本 悠介 鳥越 千可 坂元 亮太

曽山 福太郎 松山 智奈美 大牟田 勝 鮫島 宗人 辻田 誠佐々木 一美

22 4021
走ヶ丘B

0:39:16
古賀 祐樹

21 4030
KKG28

0:39:15
濱田 恭平

内田 祐里 東 貞行 徳満 聖奈 留岡 史樹 松元 陸 塘 美佳子

古城 正臣 池之上 美希 二渡 ゆい 前田 かおり 森 晃平前村 彩香

24 4003
加治木養護学校A

0:39:55
伊地知 誠

23 4007
滅法DoDeCaぽん

0:39:52
松竹 祥吾

砂走 友隆 中島 彩 迫田 未来 大久保 裕子 山之内 幹 川田 耕太郎

栫 尚敬 江田 かれん 村谷 素直 藤本 佳奈枝 野口 佳祐大西 由衣

26 4025
走ヶ丘F

0:40:20
高田 雄太

25 4054
チーム上之段

0:39:56
中川原 聖也

中村 薫乃 田中 理沙 川原 裕史 押川 美鈴 田原 里奈 若杉 康平

深迫 千秋 木場 葵 山野 竜也 中川原 真衣 木場 克利中川原 唯衣

28 4006
トキマサ国

0:40:52
瀬戸口 洋平

27 4022
走ヶ丘C

0:40:32
中川 航

中川路 けい 時政 晃生 田口 万由子 嶋田 周平 かれんちゃん友人谷末 武人

松田 大樹 田代 侑馬 松下 ももこ 尾山 琴美 中薗 麻衣郡山 純奈



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:10:21 (50) 0:15:06 (38) 0:20:28 (38) 0:25:13 (33) 0:30:52 (36) 0:35:55 (30) 0:40:52 (29)
10:21 (50) 4:45 (26) 5:22 (30) 4:45 (15) 5:39 (38) 5:03 (30) 4:57 (20)

0:09:06 (28) 0:14:16 (33) 0:18:58 (27) 0:24:57 (32) 0:30:08 (25) 0:36:21 (35) 0:40:59 (30)
9:06 (28) 5:10 (38) 4:42 (17) 5:59 (51) 5:11 (26) 6:13 (54) 4:38 (11)

0:08:58 (26) 0:13:58 (30) 0:19:55 (35) 0:23:38 (22) 0:30:10 (26) 0:34:16 (21) 0:41:03 (31)
8:58 (26) 5:00 (31) 5:57 (51) 3:43 (3) 6:32 (55) 4:06 (4) 6:47 (56)

0:10:01 (45) 0:15:12 (41) 0:20:49 (41) 0:25:27 (37) 0:31:23 (38) 0:36:14 (34) 0:41:14 (32)
10:01 (45) 5:11 (39) 5:37 (35) 4:38 (13) 5:56 (44) 4:51 (24) 5:00 (22)

0:09:48 (43) 0:15:14 (43) 0:20:31 (39) 0:26:06 (41) 0:31:57 (41) 0:36:22 (36) 0:41:24 (33)
9:48 (43) 5:26 (43) 5:17 (28) 5:35 (44) 5:51 (40) 4:25 (12) 5:02 (24)

0:09:31 (34) 0:13:59 (31) 0:19:42 (34) 0:24:52 (31) 0:30:46 (35) 0:36:13 (33) 0:41:38 (34)
9:31 (34) 4:28 (14) 5:43 (40) 5:10 (31) 5:54 (43) 5:27 (37) 5:25 (37)

0:09:34 (37) 0:15:07 (39) 0:20:41 (40) 0:25:53 (40) 0:31:46 (40) 0:36:08 (31) 0:41:54 (35)
9:34 (37) 5:33 (44) 5:34 (34) 5:12 (34) 5:53 (41) 4:22 (11) 5:46 (47)

0:10:19 (49) 0:15:43 (46) 0:21:39 (46) 0:27:08 (48) 0:32:06 (42) 0:37:12 (40) 0:42:08 (36)
10:19 (49) 5:24 (40) 5:56 (49) 5:29 (43) 4:58 (16) 5:06 (31) 4:56 (19)

0:08:03 (13) 0:14:13 (32) 0:21:22 (45) 0:26:16 (43) 0:31:00 (37) 0:37:37 (43) 0:42:17 (37)
8:03 (13) 6:10 (57) 7:09 (60) 4:54 (23) 4:44 (11) 6:37 (59) 4:40 (12)

0:09:11 (29) 0:13:53 (29) 0:19:33 (33) 0:24:09 (25) 0:30:14 (27) 0:36:53 (39) 0:42:22 (38)
9:11 (29) 4:42 (24) 5:40 (38) 4:36 (12) 6:05 (49) 6:39 (60) 5:29 (40)

0:08:57 (25) 0:12:56 (14) 0:18:56 (24) 0:25:16 (35) 0:30:19 (30) 0:35:05 (27) 0:42:33 (39)
8:57 (25) 3:59 (3) 6:00 (53) 6:20 (56) 5:03 (20) 4:46 (19) 7:28 (60)

0:07:50 (11) 0:13:33 (22) 0:19:29 (31) 0:24:35 (28) 0:30:38 (32) 0:36:42 (37) 0:42:50 (40)
7:50 (11) 5:43 (46) 5:56 (50) 5:06 (29) 6:03 (47) 6:04 (50) 6:08 (52)

0:12:04 (61) 0:17:05 (59) 0:22:03 (52) 0:28:52 (56) 0:33:33 (49) 0:38:20 (46) 0:43:10 (41)
12:04 (61) 5:01 (32) 4:58 (24) 6:49 (60) 4:41 (10) 4:47 (21) 4:50 (17)

0:07:28 (3) 0:13:25 (21) 0:18:55 (23) 0:24:52 (30) 0:30:46 (34) 0:36:42 (38) 0:43:15 (42)
7:28 (3) 5:57 (53) 5:30 (31) 5:57 (50) 5:54 (42) 5:56 (46) 6:33 (55)

30 4052
エルグテクノA

0:40:59
橋口 駿介

29 4050
エルグテクノC

0:40:52
瀬戸山 京美

井口 裕理菜 福原 智志 西 香名子 妹尾 祥史 小園 麻里子 真辺 英孝

西 博幸 久保 なつみ 坂口 法洋 西水流 由貴 越智 洋末吉 幸子

32 4002
徳留ファミリーとゆかいな仲
間達 0:41:14

徳留 広崇

31 4027
走ヶ丘H

0:41:03
福井 千誉

徳留 彩 赤塚 義隆 丸野 愛実 渡口 晃成 畑中 翔也 立石 綾

伊藤 貴祥 鶴田 絢子 石丸 夏姫 増田 光希 桑山 仁志宇都 寛高

34 4020
走ヶ丘A

0:41:38
石坂 真梨子

33 4051
エルグテクノB

0:41:24
南 健二

森 拓馬 椎屋 直人 野田 ありさ 勝久 美菜子 原 悠平 大島 舞子

竹中 良明 肥後 加奈 池田 大 作田 妙子 北園 勇雄迫 恵理子

36 4004
TNP陸上部

0:42:08
二宮 宏二

35 4010
ラブオール

0:41:54
阿萬 光哉

二宮 由香 宮川 尚之 小水流 寛子 岩間 竜一 岩切 恵美 岩切 博宣

山元 裕也 有村 麻美 内園 千晴 集 美咲 村山 篤志福迫 大輔

38 4037
きたあああず

0:42:22
中村 裕樹

37 4043
ウォークキャンプ駅伝部OB
オールスターズ 0:42:17

島名 祐一郎

角田 真一郎 佐藤 明 池林 理恵 児玉 絵梨 小田原 恵利子 本車田 峻

岩城 佳幸 上坊 志穂 吉崎 乾 戸高 愛美 松尾 将平重久 恵

40 4063
イニシャルD

0:42:50
段 勇樹

39 4028
走ヶ丘Ⅰ

0:42:33
浦田 佳織

段 ひかる 段 太陽 林 眞悠花 林 彩花 林 美希 段 幸作

川畑 深怜 平井 有紀 川岡 勇太 吉田 奈都美 森 謙斗大田 篤

42 4055
イニシャルO

0:43:15
肥後 龍平

41 4049
九州タブチ組立Gチーム

0:43:10
中村 浩

森 夢恋 森 和幸 森 天蘭 大迫 直人 大迫 香織 大迫 光栄

今朝戸 祐樹 福留 有貴 大久保 哲也 外種子田 玲那 川畑 皓司東 琴乃



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:09:33 (36) 0:15:25 (44) 0:21:05 (42) 0:26:16 (42) 0:32:20 (44) 0:37:48 (44) 0:43:24 (43)
9:33 (36) 5:52 (52) 5:40 (37) 5:11 (32) 6:04 (48) 5:28 (38) 5:36 (43)

0:11:17 (58) 0:15:49 (47) 0:21:47 (47) 0:27:07 (47) 0:32:19 (43) 0:37:35 (42) 0:43:51 (44)
11:17 (58) 4:32 (16) 5:58 (52) 5:20 (39) 5:12 (27) 5:16 (34) 6:16 (53)

0:10:37 (53) 0:16:02 (50) 0:21:51 (49) 0:27:31 (50) 0:33:09 (46) 0:38:42 (49) 0:43:53 (45)
10:37 (53) 5:25 (41) 5:49 (43) 5:40 (45) 5:38 (36) 5:33 (41) 5:11 (31)

0:09:17 (30) 0:13:03 (18) 0:18:56 (25) 0:25:22 (36) 0:31:32 (39) 0:38:12 (45) 0:44:12 (46)
9:17 (30) 3:46 (1) 5:53 (46) 6:26 (57) 6:10 (50) 6:40 (61) 6:00 (48)

0:10:13 (47) 0:16:16 (52) 0:22:11 (53) 0:27:06 (46) 0:32:20 (45) 0:37:14 (41) 0:44:42 (47)
10:13 (47) 6:03 (56) 5:55 (48) 4:55 (24) 5:14 (28) 4:54 (27) 7:28 (61)

0:09:36 (40) 0:14:17 (34) 0:21:11 (43) 0:26:23 (44) 0:33:42 (51) 0:38:42 (47) 0:44:59 (48)
9:36 (40) 4:41 (22) 6:54 (59) 5:12 (33) 7:19 (58) 5:00 (29) 6:17 (54)

0:10:56 (56) 0:16:54 (56) 0:23:39 (59) 0:29:07 (58) 0:34:14 (55) 0:39:36 (50) 0:45:05 (49)
10:56 (56) 5:58 (54) 6:45 (58) 5:28 (42) 5:07 (25) 5:22 (35) 5:29 (41)

0:09:25 (32) 0:15:10 (40) 0:19:31 (32) 0:25:42 (38) 0:34:13 (54) 0:39:45 (51) 0:45:09 (50)
9:25 (32) 5:45 (47) 4:21 (6) 6:11 (54) 8:31 (60) 5:32 (40) 5:24 (36)

0:09:47 (42) 0:15:33 (45) 0:21:20 (44) 0:27:35 (51) 0:33:13 (47) 0:39:45 (52) 0:45:11 (51)
9:47 (42) 5:46 (48) 5:47 (41) 6:15 (55) 5:38 (37) 6:32 (56) 5:26 (38)

0:09:32 (35) 0:16:01 (49) 0:21:54 (50) 0:27:46 (53) 0:33:26 (48) 0:38:42 (48) 0:45:35 (52)
9:32 (35) 6:29 (60) 5:53 (45) 5:52 (49) 5:40 (39) 5:16 (33) 6:53 (57)

0:10:36 (52) 0:16:38 (55) 0:22:16 (54) 0:29:35 (60) 0:35:54 (59) 0:40:44 (56) 0:46:00 (53)
10:36 (52) 6:02 (55) 5:38 (36) 7:19 (61) 6:19 (53) 4:50 (23) 5:16 (32)

0:10:29 (51) 0:16:58 (57) 0:22:29 (55) 0:28:19 (54) 0:34:41 (56) 0:41:04 (57) 0:46:02 (54)
10:29 (51) 6:29 (59) 5:31 (32) 5:50 (47) 6:22 (54) 6:23 (55) 4:58 (21)

0:09:36 (38) 0:16:01 (48) 0:21:56 (51) 0:27:38 (52) 0:33:39 (50) 0:40:14 (55) 0:46:17 (55)
9:36 (38) 6:25 (58) 5:55 (47) 5:42 (46) 6:01 (46) 6:35 (58) 6:03 (50)

0:10:16 (48) 0:17:03 (58) 0:24:54 (61) 0:29:45 (61) 0:35:14 (57) 0:41:25 (58) 0:46:52 (56)
10:16 (48) 6:47 (61) 7:51 (61) 4:51 (21) 5:29 (32) 6:11 (52) 5:27 (39)

44 4024
走ヶ丘E

0:43:51
松尾 菜津美

43 4044
ルタンはうす

0:43:24
伊賀上 洋輔

小原 満里 市田 泰海 福永 みなみ 伊比 隆輔 東 隆大 小川 樹里

小川 愛加 前田 芳峻 永山 真理子 宮川 尚之 米丸 美里松元 一生

46 4033
桜走

0:44:12
武 勇樹

45 4062
Western

0:43:53
遠矢 謙二

岩下 好承 大堀 百合子 満尾 加奈子 濱本 聡 亀居 久美子 亀居 修一

鴨川 輝幸 長谷川 千夏 岩水 博幸 小野 蘭奈 川畑 弘大田中 里佳

48 4001
スマイリーマモあい

0:44:59
京田 圭一郎

47 4026
走ヶ丘G

0:44:42
向井 鴻士郎

上野 憲一郎 山中 麻美 瀬戸口 裕志 前田 美紀 要 充洋 高橋 弥生

浅尾 璃沙 長野 大悟 西 晴香 西山 司 原口 朋子園田 理子

50 4047
THEドラッグ・インフォメーショ
ン 0:45:09

土井 斉

49 4053
国分小ランニング部

0:45:05
大吉 洋子

川名 真理子 大口 晃生 久保田 あずみ 豊岡 宏之 内村 由希 薫陸 早一

牧 大樹 新田 友美 泉 宗弘 平山 晃 川添 真樹野見山 明子

52 4032
シャトル国分 チームB

0:45:35
平田 巧磨

51 4059
まいぶんランナーズA

0:45:11
吉元 輝幸

中澤 良太 境田 剛人 境田 綾 上田 慶 深澤 佳音 中澤 明美

西野 元勝 眞邉 彩 光永 誠 海老 春樹沙 武安 雅之関 明恵

54 4048
国分SSS育成会

0:46:02
岩元 力也

53 4009
そうしんマラソン同好会Ｂ
チーム 0:46:00

横山 卓朗

甲斐 章子 津曲 昭人 加瀬 香織 市来 満 紺屋 ミチル 菊川 渉

井手 佑太 木之下 さやか 濵田 晃一 松薗 英子 前田 将人久留須 麗奈

56 4012
正ちゃん走ろう会

0:46:52
木之下 正一

55 4031
シャトル国分 チームA

0:46:17
岸良 臣郎

木之下 昌子 水越 太郎 水越 花子 木之下 一平 木之下 友里 木之下 音子

渡辺 嘉輝 赤澤 正治 寺才元 桃香 小山 智香 中澤 希望安藤 佑香



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:11:06 (57) 0:16:07 (51) 0:21:49 (48) 0:26:41 (45) 0:33:54 (52) 0:40:01 (54) 0:47:07 (57)
11:06 (57) 5:01 (33) 5:42 (39) 4:52 (22) 7:13 (57) 6:07 (51) 7:06 (58)

0:11:56 (59) 0:17:44 (60) 0:23:32 (58) 0:28:38 (55) 0:34:07 (53) 0:39:51 (53) 0:47:14 (58)
11:56 (59) 5:48 (50) 5:48 (42) 5:06 (28) 5:29 (31) 5:44 (44) 7:23 (59)

0:10:41 (54) 0:16:29 (53) 0:22:56 (56) 0:29:34 (59) 0:35:48 (58) 0:42:00 (59) 0:47:18 (59)
10:41 (54) 5:48 (51) 6:27 (56) 6:38 (58) 6:14 (51) 6:12 (53) 5:18 (34)

0:10:56 (55) 0:16:31 (54) 0:23:04 (57) 0:27:24 (49) 0:36:13 (60) 0:42:11 (60) 0:48:14 (60)
10:56 (55) 5:35 (45) 6:33 (57) 4:20 (6) 8:49 (61) 5:58 (48) 6:03 (51)

0:12:00 (60) 0:17:47 (61) 0:23:57 (60) 0:28:56 (57) 0:36:29 (61) 0:42:32 (61) 0:48:34 (61)
12:00 (60) 5:47 (49) 6:10 (54) 4:59 (26) 7:33 (59) 6:03 (49) 6:02 (49)

58 4058
まいぶんランナーズB

0:47:14
勝田 裕介

57 4038
舞鶴ニュータイプハイ

0:47:07
有里 未来

切通 雅子 湯場﨑 辰巳 深川 祐子 藤島 伸一郎 新屋敷 久美子 稲垣 友裕

大牟田 美夏 宮原 楓 宮原 博 宮原 和代 脇元 陽子萩原 樹里

60 4040
国分中陸上部父母会

0:48:14
松田 祐二

59 4039
上野原縄文の森

0:47:18
山中 広行

山田 幸弘 宗岡 寿賀乃 浜田 修 山田  順子 畠中 みどり 宗岡 克英

原口 耕一郎 徳田 優紀 西郷 知里 永登 美加 竹迫 宏晃花薗 友美

川床 智文 平野 貴志 荒木 一枝 上野 都 濵田 賢
61 4042

ヒラノ隊長
0:48:34

東 研太郎 山口 留美子



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般女子

順位 No. 総合記録

0:08:35 (1) 0:13:05 (1) 0:17:53 (1) 0:22:45 (1) 0:27:36 (1) 0:31:54 (1) 0:36:56 (1)
8:35 (1) 4:30 (2) 4:48 (1) 4:52 (2) 4:51 (1) 4:18 (2) 5:02 (2)

0:09:34 (2) 0:14:04 (2) 0:20:09 (2) 0:25:00 (2) 0:30:35 (2) 0:34:37 (2) 0:39:30 (2)
9:34 (2) 4:30 (1) 6:05 (2) 4:51 (1) 5:35 (2) 4:02 (1) 4:53 (1)

0:10:09 (3) 0:16:19 (3) 0:23:31 (3) 0:30:14 (3) 0:36:57 (3) 0:42:48 (3) 0:48:59 (3)
10:09 (3) 6:10 (3) 7:12 (3) 6:43 (3) 6:43 (3) 5:51 (3) 6:11 (3)

6区 7区

1 5002 0:36:56
神村学園駅伝部もじょかOG
たち(女子)

満園 奈津美 東 璃依 中島 美希 加治佐 麻美
チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

馬見塚 悠 平野 優 岩元 千明

2 5003
伊佐女子明るい

0:39:30
清水 麗奈 三浦 二千夏 松井 瑠里 満田 華琳 横山 ひろり 本村 晴奈 坂口 一美

3 5001
西田橋 花りん

0:48:59
今村 真弓 今村 友香 無量井 真理 畑山 由美 西村 尚子 上村 みちよ 平野 りん子



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

順位 No. 総合記録

0:07:03 (1) 0:10:21 (1) 0:14:09 (1) 0:17:57 (1) 0:21:30 (1) 0:25:08 (1) 0:28:51 (1)
7:03 (1) 3:18 (1) 3:48 (2) 3:48 (10) 3:33 (1) 3:38 (5) 3:43 (1)

0:07:28 (7) 0:10:51 (3) 0:14:33 (2) 0:18:09 (3) 0:21:49 (2) 0:25:13 (2) 0:29:04 (2)
7:28 (7) 3:23 (3) 3:42 (1) 3:36 (5) 3:40 (2) 3:24 (1) 3:51 (2)

0:07:04 (2) 0:10:35 (2) 0:14:35 (3) 0:17:58 (2) 0:21:58 (3) 0:25:22 (3) 0:29:20 (3)
7:04 (2) 3:31 (4) 4:00 (4) 3:23 (2) 4:00 (4) 3:24 (2) 3:58 (5)

0:07:49 (13) 0:11:27 (8) 0:15:25 (5) 0:18:57 (5) 0:23:01 (5) 0:26:29 (4) 0:30:30 (4)
7:49 (13) 3:38 (10) 3:58 (3) 3:32 (3) 4:04 (5) 3:28 (3) 4:01 (6)

0:07:56 (17) 0:11:14 (5) 0:15:15 (4) 0:18:56 (4) 0:22:52 (4) 0:27:02 (5) 0:31:13 (5)
7:56 (17) 3:18 (2) 4:01 (5) 3:41 (9) 3:56 (3) 4:10 (18) 4:11 (8)

0:07:17 (6) 0:10:52 (4) 0:15:41 (6) 0:19:21 (6) 0:24:04 (7) 0:27:44 (7) 0:31:42 (6)
7:17 (6) 3:35 (6) 4:49 (27) 3:40 (8) 4:43 (19) 3:40 (6) 3:58 (4)

0:07:56 (16) 0:11:29 (9) 0:15:45 (7) 0:19:22 (7) 0:23:30 (6) 0:27:11 (6) 0:31:50 (7)
7:56 (16) 3:33 (5) 4:16 (8) 3:37 (6) 4:08 (7) 3:41 (7) 4:39 (19)

0:08:15 (23) 0:11:54 (15) 0:16:19 (10) 0:19:59 (10) 0:24:09 (9) 0:27:46 (8) 0:31:54 (8)
8:15 (23) 3:39 (11) 4:25 (12) 3:40 (7) 4:10 (8) 3:37 (4) 4:08 (7)

0:08:02 (19) 0:11:38 (11) 0:15:52 (8) 0:19:45 (9) 0:24:08 (8) 0:28:01 (9) 0:32:18 (9)
8:02 (19) 3:36 (8) 4:14 (7) 3:53 (15) 4:23 (13) 3:53 (11) 4:17 (9)

0:08:20 (24) 0:12:01 (17) 0:16:22 (12) 0:20:12 (11) 0:24:24 (11) 0:28:14 (10) 0:32:57 (10)
8:20 (24) 3:41 (12) 4:21 (9) 3:50 (11) 4:12 (9) 3:50 (9) 4:43 (23)

0:07:08 (4) 0:11:49 (13) 0:16:22 (11) 0:19:37 (8) 0:24:17 (10) 0:28:19 (11) 0:33:24 (11)
7:08 (4) 4:41 (49) 4:33 (17) 3:15 (1) 4:40 (17) 4:02 (14) 5:05 (37)

0:09:08 (41) 0:12:50 (27) 0:17:16 (22) 0:21:07 (17) 0:25:14 (12) 0:29:05 (12) 0:33:39 (12)
9:08 (41) 3:42 (13) 4:26 (13) 3:51 (13) 4:07 (6) 3:51 (10) 4:34 (17)

0:08:54 (38) 0:12:31 (21) 0:16:53 (16) 0:20:43 (13) 0:25:28 (13) 0:29:57 (14) 0:34:27 (13)
8:54 (38) 3:37 (9) 4:22 (10) 3:50 (12) 4:45 (22) 4:29 (38) 4:30 (15)

0:08:37 (31) 0:12:27 (20) 0:16:55 (17) 0:20:56 (15) 0:25:31 (14) 0:29:44 (13) 0:34:52 (14)
8:37 (31) 3:50 (16) 4:28 (14) 4:01 (19) 4:35 (15) 4:13 (24) 5:08 (45)

6区 7区

1 6002 0:28:51
HK2ランナーズ

吉留 悠介 赤塚 圭 東杢比野 晃平 満留 亮
チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

山崎 翔平 下堂 竜聖 澤村 直樹

2 6018
青戸中陸上部OB

0:29:04
雪丸 雄大 雪丸 恭平 東 拓郎

4 6021
加治木高校A

0:30:30
蔵満 周平

田原 一樹 雪丸 祐希 川畑 成人 藏元 勇人

3 6050
霧島市消防局A

0:29:20
坂元 和也 竪山 満

黒木 星 岩元 一世 留置 康樹 外山 雄一郎 岡元 侑馬 濱崎 舜

斉藤 浩一 蔵園 秀作 満山 忍 福永 誠 坂元 浩

6 6060
加治木高校陸上部OB会

0:31:42
Daniel Phillips

5 6065
宮崎大学Ａ

0:31:13
谷口 善康

郡山 健 上園 豪 上脇 康寛 瀬井 康大 中馬 俊 濵崎 泰博

竹崎 遣人 清永 拓彌 小金丸 和暉 山崎 太一 上北 有人大土手 滉

8 6007
隼人錦江スポーツクラブ

0:31:54
柿本 龍斗

7 6066
宮崎大学B

0:31:50
土屋 佑太

石ヶ﨑 駿 小倉 大地 海老原 駿介 川原 嵩麻 山本 恭輔 二木 俊輔

土屋 研太 松本 知真 三浦 広大 酒井 浩介 堤 貴紀長渡 淳

10 6049
霧島市消防局B

0:32:57
平嶺 美浩

9 6064
鹿児島大学陸上愛好会
GONA×2C 0:32:18

水流 凜太郎

大古殿 和麿 川添 謙一 船間 一郎 田爪 俊一 北原 二郎 冨永 三郎

浅野 貴行 甲山 航平 室屋 健一郎 村田 清吾 岩永 響希脇 純平

12 6022
モグラーズA

0:33:39
京保 良紘

11 6055
日本特殊陶業株式会社A

0:33:24
増穂 淳

中村 侑也 岩川 貴志 間手野 秀将 片平 大介 西園 裕仁 青井 俊輔

黒木 秋信 坂元 さおり 長尾 真 小川 隆志 漆畑 雅史市来 照夫

14 6013
サザンクロス

0:34:52
牧口 克美

13 6026
薩摩川内市社会福祉協議会
駅伝部 0:34:27

西山 貴浩

細谷 雅比古 大山 一男 山口 利則 中園 庄二 野口 郁治 塩川 一幸

片平 真作 土元 祐一郎 井手口 茂 本白水 崇 濵田 直樹山内 一宏



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:07:42 (9) 0:11:30 (10) 0:17:04 (18) 0:21:56 (22) 0:26:19 (20) 0:30:29 (18) 0:34:52 (15)
7:42 (9) 3:48 (15) 5:34 (61) 4:52 (47) 4:23 (12) 4:10 (17) 4:23 (11)

0:08:00 (18) 0:12:10 (19) 0:16:46 (15) 0:20:21 (12) 0:25:52 (15) 0:30:20 (16) 0:34:59 (16)
8:00 (18) 4:10 (27) 4:36 (18) 3:35 (4) 5:31 (50) 4:28 (37) 4:39 (21)

0:07:51 (14) 0:11:48 (12) 0:17:29 (24) 0:21:23 (19) 0:26:12 (19) 0:30:23 (17) 0:35:02 (17)
7:51 (14) 3:57 (19) 5:41 (63) 3:54 (17) 4:49 (25) 4:11 (19) 4:39 (20)

0:07:53 (15) 0:12:32 (23) 0:17:15 (21) 0:22:24 (28) 0:26:46 (23) 0:30:44 (19) 0:35:06 (18)
7:53 (15) 4:39 (47) 4:43 (22) 5:09 (56) 4:22 (11) 3:58 (12) 4:22 (10)

0:07:06 (3) 0:11:53 (14) 0:16:41 (14) 0:21:29 (21) 0:26:05 (17) 0:31:31 (27) 0:35:25 (19)
7:06 (3) 4:47 (52) 4:48 (26) 4:48 (44) 4:36 (16) 5:26 (64) 3:54 (3)

0:08:36 (28) 0:13:10 (37) 0:17:50 (28) 0:21:57 (23) 0:26:41 (22) 0:30:52 (21) 0:35:31 (20)
8:36 (28) 4:34 (44) 4:40 (19) 4:07 (23) 4:44 (21) 4:11 (20) 4:39 (18)

0:08:37 (30) 0:13:05 (33) 0:18:05 (33) 0:22:11 (26) 0:26:54 (24) 0:31:09 (23) 0:35:34 (21)
8:37 (30) 4:28 (41) 5:00 (35) 4:06 (21) 4:43 (20) 4:15 (25) 4:25 (12)

0:09:27 (49) 0:13:24 (39) 0:18:10 (36) 0:22:17 (27) 0:27:06 (27) 0:31:22 (25) 0:35:54 (22)
9:27 (49) 3:57 (18) 4:46 (23) 4:07 (22) 4:49 (26) 4:16 (27) 4:32 (16)

0:08:15 (22) 0:12:33 (24) 0:17:33 (26) 0:22:08 (25) 0:26:37 (21) 0:30:49 (20) 0:35:57 (23)
8:15 (22) 4:18 (33) 5:00 (34) 4:35 (33) 4:29 (14) 4:12 (22) 5:08 (43)

0:08:49 (36) 0:12:50 (26) 0:17:04 (19) 0:20:57 (16) 0:25:59 (16) 0:30:17 (15) 0:35:58 (24)
8:49 (36) 4:01 (23) 4:14 (6) 3:53 (14) 5:02 (34) 4:18 (30) 5:41 (57)

0:08:48 (35) 0:13:08 (34) 0:17:31 (25) 0:21:25 (20) 0:26:11 (18) 0:31:04 (22) 0:36:09 (25)
8:48 (35) 4:20 (34) 4:23 (11) 3:54 (18) 4:46 (24) 4:53 (47) 5:05 (38)

0:07:42 (10) 0:11:18 (7) 0:16:17 (9) 0:20:47 (14) 0:26:54 (25) 0:31:11 (24) 0:36:19 (26)
7:42 (10) 3:36 (7) 4:59 (32) 4:30 (31) 6:07 (65) 4:17 (28) 5:08 (44)

0:07:15 (5) 0:11:14 (6) 0:16:34 (13) 0:21:22 (18) 0:27:21 (28) 0:31:25 (26) 0:36:30 (27)
7:15 (5) 3:59 (22) 5:20 (50) 4:48 (43) 5:59 (64) 4:04 (15) 5:05 (39)

0:09:09 (42) 0:13:08 (35) 0:18:11 (37) 0:22:33 (30) 0:27:33 (30) 0:31:34 (28) 0:36:46 (28)
9:09 (42) 3:59 (21) 5:03 (36) 4:22 (25) 5:00 (31) 4:01 (13) 5:12 (48)

16 6014
にゅうろん

0:34:59
歌野 裕介

15 6033
カメさんクラブ

0:34:52
山元 創太

本田 孝広 柳田 晃平 那住 善治郎 笠毛 静也 村田 克久 池田 祐也

下城 正剛 二渡 涼勢 内薗 博之 房前 翔大 二渡 直規南 拓真

18 6063
鹿児島大学陸上愛好会
GONA×2B 0:35:06

松野 光太郎

17 6010
鹿児島市役所RC

0:35:02
前田 正一

安永 はるか 高橋 勇人 小平 万瑠美 森岩 寛稀 吉田 圭佑 廣谷 航成

野田 直人 碩 伸介 山下 雅人 前村 和幸 酒匂 重春中川路 正人

20 6009
加治木養護学校B

0:35:31
坂元 暢泰

19 6071
あおいとり

0:35:25
小松 福幸

川崎 貴久 栗山 祐平 松尾 康平 川野 諒 森川 雄介 御鍵 宗充

安木 大志郎 梛木 雄大 柳田 樹龍 川野 成昭 柳田 武美川崎 裕樹

22 6024
モグラーズB

0:35:54
寺尾 賢人

21 6005
チームマリン

0:35:34
井料 正貴

相牟田 崇 濵園 皓太 川野 敏也 榮 一歩 泊 真一郎 冨山 信行

牛込 敏幸 蒲地 慶貴 上西園 知也 吉行 勝哉 佐多 悦成山元 伸一郎

24 6067
サザンオールスターS´

0:35:58
中間 公平

23 6032
九州タブチ縄文チーム

0:35:57
高山 孝一

大迫 勇樹 木藤 義和 新澤 栄作 厚ケ瀬 宗 小屋敷 洋平 上大田 孝成

日高 大樹 小石 高嗣 久木田 諒太 西園 裕輔 井久保 洋幸仮屋 祐作

26 6035
九電Q

0:36:19
吉田 継弥

25 6027
結いロード こじま

0:36:09
笹原 和隆

橋本 勇亮 渡辺 裕太 城野 智彗 馬場 翔平 上畠 哲志 赤﨑 友哉

赤﨑 一輝 梶原 三希郎 森永 靖志 丸山 栄二 一ノ宮 一浩上室 健

28 6068
三徳lover's

0:36:46
吉岡 一樹

27 6001
チーム有馬

0:36:30
有馬 啓司

伴 和磨 矢作 進 上村 雄介 杉野 裕次郎 原 仁彦 竹下 徹

須田 崇仁 松尾 光治良 新徳 祐樹 竹之下 豊 加治木 愁小野池 嘉人



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:09:36 (54) 0:13:34 (41) 0:18:56 (45) 0:22:50 (35) 0:27:58 (36) 0:32:03 (31) 0:36:55 (29)
9:36 (54) 3:58 (20) 5:22 (53) 3:54 (16) 5:08 (40) 4:05 (16) 4:52 (29)

0:07:49 (12) 0:11:57 (16) 0:17:14 (20) 0:22:07 (24) 0:27:23 (29) 0:31:48 (29) 0:37:00 (30)
7:49 (12) 4:08 (25) 5:17 (46) 4:53 (48) 5:16 (42) 4:25 (36) 5:12 (49)

0:09:55 (59) 0:13:46 (47) 0:19:02 (47) 0:23:07 (40) 0:27:49 (33) 0:32:08 (32) 0:37:13 (31)
9:55 (59) 3:51 (17) 5:16 (45) 4:05 (20) 4:42 (18) 4:19 (31) 5:05 (36)

0:07:42 (11) 0:12:32 (22) 0:17:18 (23) 0:22:51 (37) 0:27:58 (37) 0:32:41 (35) 0:37:30 (32)
7:42 (11) 4:50 (57) 4:46 (24) 5:33 (63) 5:07 (38) 4:43 (46) 4:49 (27)

0:09:17 (44) 0:13:40 (45) 0:18:10 (35) 0:22:50 (36) 0:27:44 (32) 0:32:47 (36) 0:37:54 (33)
9:17 (44) 4:23 (38) 4:30 (15) 4:40 (38) 4:54 (27) 5:03 (54) 5:07 (42)

0:09:31 (53) 0:13:33 (40) 0:18:56 (46) 0:23:21 (42) 0:28:22 (39) 0:32:55 (37) 0:37:59 (34)
9:31 (53) 4:02 (24) 5:23 (55) 4:25 (27) 5:01 (33) 4:33 (40) 5:04 (35)

0:09:39 (56) 0:14:00 (51) 0:19:05 (49) 0:23:49 (46) 0:28:56 (42) 0:33:20 (40) 0:38:04 (35)
9:39 (56) 4:21 (37) 5:05 (38) 4:44 (40) 5:07 (37) 4:24 (35) 4:44 (26)

0:08:36 (29) 0:13:08 (36) 0:18:02 (31) 0:22:29 (29) 0:27:56 (35) 0:33:04 (38) 0:38:05 (36)
8:36 (29) 4:32 (43) 4:54 (28) 4:27 (29) 5:27 (48) 5:08 (56) 5:01 (33)

0:08:40 (32) 0:12:57 (30) 0:18:07 (34) 0:22:42 (33) 0:27:04 (26) 0:31:58 (30) 0:38:09 (37)
8:40 (32) 4:17 (31) 5:10 (42) 4:35 (34) 4:22 (10) 4:54 (48) 6:11 (63)

0:08:40 (33) 0:13:34 (43) 0:18:29 (41) 0:23:10 (41) 0:29:06 (44) 0:33:19 (39) 0:38:12 (38)
8:40 (33) 4:54 (60) 4:55 (29) 4:41 (39) 5:56 (62) 4:13 (23) 4:53 (31)

0:10:03 (61) 0:14:24 (55) 0:18:55 (44) 0:23:45 (44) 0:29:18 (47) 0:33:41 (41) 0:38:25 (39)
10:03 (61) 4:21 (36) 4:31 (16) 4:50 (45) 5:33 (52) 4:23 (34) 4:44 (24)

0:08:45 (34) 0:12:55 (28) 0:18:04 (32) 0:22:51 (38) 0:27:50 (34) 0:32:27 (33) 0:38:38 (40)
8:45 (34) 4:10 (28) 5:09 (40) 4:47 (42) 4:59 (29) 4:37 (42) 6:11 (64)

0:08:26 (27) 0:13:15 (38) 0:19:05 (48) 0:23:34 (43) 0:28:29 (40) 0:33:52 (42) 0:39:00 (41)
8:26 (27) 4:49 (56) 5:50 (66) 4:29 (30) 4:55 (28) 5:23 (63) 5:08 (46)

0:08:58 (40) 0:14:29 (57) 0:19:25 (53) 0:23:48 (45) 0:29:09 (46) 0:34:21 (48) 0:39:03 (42)
8:58 (40) 5:31 (65) 4:56 (31) 4:23 (26) 5:21 (45) 5:12 (59) 4:42 (22)

30 6048
FAST-S

0:37:00
齋藤 謙一

29 6061
FC Kingdum

0:36:55
新地 こうすけ

河野 真吾 本野 英明 阿部 英孝 平田 誠 山中 一剛 田中 秀樹

南 隼人 籠 俊也 山口 太知 甲斐 としひろ 小倉 大樹越ヶ谷 尚也

32 6030
国分ジュニア陸上おやじの会

0:37:30
大嵩 司

31 6023
モグラーズC

0:37:13
永山 周

瀬戸口 祐次 山口 太也 増崎 隆幸 加藤 貴史 吉屋 敬太郎 金丸 友和

沖田 晃司 入口 福矢 小城 直樹 奥崎 真 有馬 誠新井 健吾

34 6069
北薩建設部チーム9

0:37:59
北 学人

33 6047
FAST-E

0:37:54
榮留 大史

森島 貴之 町田 祐一郎 真辺 武志 松下 正和 竹山 浩平 吉留 嗣弘

二木 貴史 岩男 昭人 持田 利彦 佐々木 有司 野崎 寿之小林 宏之

36 6053
日本ガスA

0:38:05
春田 武志

35 6044
JPサッカー部

0:38:04
稲葉 響

永吉 達 上村 拓也 古川 直樹 吉満 匡弘 大淵 賢士 末吉 周一

山本 達郎 坂口 恭兵 鎌木 誠 渕上 和也 倉本 晃孝緒方 隼斗

38 6019
大井病院・TEAM男気

0:38:12
富永 克弘

37 6057
チーム福利

0:38:09
命苫 拓弥

南 由紀子 鮫島 徳幸 木下 明 南 勝昭 川野 聖也 田中 靖知

橋野 洋樹 小島 裕爾 熊ヶ迫 敦士 籠 徳雄 隆 広行源 拓也

40 6056
日本特殊陶業株式会社B

0:38:38
木上 幸星

39 6034
温泉愛好チーム

0:38:25
徳峰 進一

横山 浩 新田 徹郎 山内 靖 有川 光国 小川 隆志 木ノ下 克弘

二村 真平 室屋 浩二 高吉 智志 岩井田 利也 桑水 浩一郎鈴木 正司

42 6072
JAC 走らん会

0:39:03
久木元 福一

41 6046
やまいもの会C

0:39:00
福永 宅朗

楠田 千佳 川口 洋平 谷川 和夫 浦山 雅弘 後迫 大助 増田 卓也

山下 直樹 船水 将久 池田 英一郎 石田 宏之 弓指 幸浩松園 賢一



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:08:21 (25) 0:12:39 (25) 0:18:02 (30) 0:22:40 (32) 0:28:51 (41) 0:34:21 (47) 0:39:13 (43)
8:21 (25) 4:18 (32) 5:23 (54) 4:38 (36) 6:11 (67) 5:30 (65) 4:52 (30)

0:09:12 (43) 0:12:56 (29) 0:17:51 (29) 0:22:46 (34) 0:28:18 (38) 0:32:38 (34) 0:39:14 (44)
9:12 (43) 3:44 (14) 4:55 (30) 4:55 (50) 5:32 (51) 4:20 (33) 6:36 (68)

0:09:29 (51) 0:14:09 (54) 0:19:29 (54) 0:24:36 (55) 0:29:44 (49) 0:34:22 (49) 0:39:28 (45)
9:29 (51) 4:40 (48) 5:20 (51) 5:07 (55) 5:08 (39) 4:38 (43) 5:06 (40)

0:10:21 (64) 0:14:35 (58) 0:19:18 (51) 0:23:58 (48) 0:29:21 (48) 0:34:24 (50) 0:39:31 (46)
10:21 (64) 4:14 (30) 4:43 (21) 4:40 (37) 5:23 (46) 5:03 (53) 5:07 (41)

0:07:30 (8) 0:12:09 (18) 0:17:40 (27) 0:22:37 (31) 0:27:40 (31) 0:33:52 (43) 0:39:31 (47)
7:30 (8) 4:39 (46) 5:31 (60) 4:57 (52) 5:03 (36) 6:12 (69) 5:39 (56)

0:08:09 (20) 0:12:58 (31) 0:18:24 (39) 0:24:26 (54) 0:29:57 (52) 0:34:35 (52) 0:39:32 (48)
8:09 (20) 4:49 (55) 5:26 (58) 6:02 (68) 5:31 (49) 4:38 (44) 4:57 (32)

0:09:29 (50) 0:14:39 (59) 0:20:13 (59) 0:25:04 (58) 0:30:05 (54) 0:34:25 (51) 0:39:51 (49)
9:29 (50) 5:10 (62) 5:34 (62) 4:51 (46) 5:01 (32) 4:20 (32) 5:26 (52)

0:09:18 (46) 0:13:39 (44) 0:18:20 (38) 0:23:04 (39) 0:29:02 (43) 0:34:13 (45) 0:39:56 (50)
9:18 (46) 4:21 (35) 4:41 (20) 4:44 (41) 5:58 (63) 5:11 (58) 5:43 (58)

0:09:49 (57) 0:15:06 (63) 0:20:24 (61) 0:24:50 (56) 0:30:27 (57) 0:35:36 (56) 0:40:20 (51)
9:49 (57) 5:17 (63) 5:18 (47) 4:26 (28) 5:37 (55) 5:09 (57) 4:44 (25)

0:09:25 (48) 0:13:34 (42) 0:19:30 (55) 0:24:50 (57) 0:30:09 (55) 0:35:07 (53) 0:40:38 (52)
9:25 (48) 4:09 (26) 5:56 (67) 5:20 (60) 5:19 (44) 4:58 (51) 5:31 (54)

0:10:22 (65) 0:14:50 (61) 0:20:32 (63) 0:25:28 (59) 0:31:03 (58) 0:35:35 (55) 0:40:43 (53)
10:22 (65) 4:28 (40) 5:42 (64) 4:56 (51) 5:35 (54) 4:32 (39) 5:08 (47)

0:09:18 (45) 0:13:56 (50) 0:20:18 (60) 0:26:32 (63) 0:32:06 (64) 0:36:22 (60) 0:40:48 (54)
9:18 (45) 4:38 (45) 6:22 (68) 6:14 (69) 5:34 (53) 4:16 (26) 4:26 (13)

0:08:53 (37) 0:13:47 (48) 0:19:08 (50) 0:24:09 (53) 0:29:56 (51) 0:34:14 (46) 0:41:03 (55)
8:53 (37) 4:54 (61) 5:21 (52) 5:01 (53) 5:47 (59) 4:18 (29) 6:49 (69)

0:10:24 (66) 0:15:12 (65) 0:21:44 (65) 0:27:18 (66) 0:32:03 (63) 0:35:52 (57) 0:41:25 (56)
10:24 (66) 4:48 (53) 6:32 (69) 5:34 (64) 4:45 (23) 3:49 (8) 5:33 (55)

44 6004
チームオーシャン

0:39:14
山口 大輝

43 6040
やまいもの会チームD

0:39:13
宮園 昌生

黒木 英明 川原 正吾 小濵 磨 横山 大介 宮原 晃 北薗 哲也

牧野田 貴 西 康弘 佐保田 毅 飯干 利架 北園 勇雄松下 主

46 6003
そうしんマラソン同好会Ａチー
ム 0:39:31

有村 剛

45 6031
九州タブチ機械Gチーム

0:39:28
竹内 亮太

渡口 慎也 濵島 旬似 上山 洋孝 松木田 和貴 内野 昌三 堂山 武久

池田 光太郎 五十嵐 功将 古謝 渉 宝蔵 智志 折田 和也立和田 祐斗

48 6006
須下倶楽部A

0:39:32
熊ヶ迫 敦士

47 6045
やまいもの会M

0:39:31
小倉 千春

前田 樹也 本田 聡 松下 たいき 橋本 勝人 橋村 英治 須下 広光

原田 昭夫 内村 正文 東 森也 平田 隆 中 智英榮倉 隆幸

50 6028
Roｃk Rivers

0:39:56
柏原 祥太郎

49 6054
九電Ｇ

0:39:51
荒田 智

永吉 信也 森永 琢治 大丸 元照 川畑 辰徳 中豊留 貴道 深見 幸博

満永 俊寛 梅原 隆二 小向得 和幸 水澤 義秀 川上 英明木元 修一

52 6029
旧あいら駅伝部

0:40:38
奥野 亮介

51 6039
kihara  Farmers

0:40:20
窪田 和希

樋口 雅彦 枦木 琢磨 福山 祐二 田中 靖広 森 浩一郎 森 和之

宮田 晃輔 山口 宝 窪田 みなみ 税所 悠理 淵脇 晴大池田 昌正

54 6051
みぞべ走ろう会

0:40:48
村田 克久

53 6042
(株)平島南②

0:40:43
花山 明人

竹内 初夫 重森 順一 今吉 睦美 海江田 弘 重信 賢助 戸田 創

津崎 諒 濱田 亮平 福島 大輔 亀澤 竜助 上水流 翼山之内 竜丈

56 6059
チームME

0:41:25
上久保 優太

55 6017
公益社団法人 霧島青年会議
所 0:41:03

迫田 博文

来住 秀幸 外勢 悠貴 岩永 大輔 藤山 拓郎 花原 忍 元野 翔梧

福田 英人 川原 正照 東井上 陽平 重野 隆太 坂口 崇介井上 正樹



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:12:11 (70) 0:16:38 (67) 0:21:58 (66) 0:27:00 (65) 0:32:26 (65) 0:36:37 (61) 0:41:29 (57)
12:11 (70) 4:27 (39) 5:20 (48) 5:02 (54) 5:26 (47) 4:11 (21) 4:52 (28)

0:08:57 (39) 0:13:43 (46) 0:18:42 (43) 0:24:01 (50) 0:30:12 (56) 0:35:28 (54) 0:41:30 (58)
8:57 (39) 4:46 (50) 4:59 (33) 5:19 (59) 6:11 (68) 5:16 (60) 6:02 (61)

0:09:30 (52) 0:14:01 (52) 0:19:21 (52) 0:23:57 (47) 0:29:09 (45) 0:34:05 (44) 0:41:33 (59)
9:30 (52) 4:31 (42) 5:20 (49) 4:36 (35) 5:12 (41) 4:56 (50) 7:28 (70)

0:08:13 (21) 0:13:05 (32) 0:18:29 (40) 0:24:03 (51) 0:29:59 (53) 0:36:42 (62) 0:41:59 (60)
8:13 (21) 4:52 (59) 5:24 (56) 5:34 (65) 5:56 (61) 6:43 (70) 5:17 (51)

0:09:38 (55) 0:14:27 (56) 0:19:52 (57) 0:24:05 (52) 0:31:05 (59) 0:37:04 (65) 0:42:07 (61)
9:38 (55) 4:49 (54) 5:25 (57) 4:13 (24) 7:00 (70) 5:59 (67) 5:03 (34)

0:10:02 (60) 0:14:48 (60) 0:20:31 (62) 0:26:09 (62) 0:31:48 (61) 0:36:52 (63) 0:42:08 (62)
10:02 (60) 4:46 (51) 5:43 (65) 5:38 (67) 5:39 (57) 5:04 (55) 5:16 (50)

0:11:13 (67) 0:17:27 (68) 0:22:35 (68) 0:27:28 (68) 0:33:07 (68) 0:37:41 (66) 0:42:10 (63)
11:13 (67) 6:14 (69) 5:08 (39) 4:53 (49) 5:39 (56) 4:34 (41) 4:29 (14)

0:08:22 (26) 0:13:51 (49) 0:18:38 (42) 0:24:00 (49) 0:29:55 (50) 0:36:01 (58) 0:42:30 (64)
8:22 (26) 5:29 (64) 4:47 (25) 5:22 (61) 5:55 (60) 6:06 (68) 6:29 (67)

0:09:54 (58) 0:14:05 (53) 0:19:35 (56) 0:26:04 (61) 0:31:06 (60) 0:36:05 (59) 0:42:32 (65)
9:54 (58) 4:11 (29) 5:30 (59) 6:29 (70) 5:02 (35) 4:59 (52) 6:27 (65)

0:10:18 (62) 0:15:08 (64) 0:20:11 (58) 0:25:37 (60) 0:31:59 (62) 0:36:55 (64) 0:42:58 (66)
10:18 (62) 4:50 (58) 5:03 (37) 5:26 (62) 6:22 (69) 4:56 (49) 6:03 (62)

0:10:19 (63) 0:16:02 (66) 0:21:13 (64) 0:26:50 (64) 0:32:31 (66) 0:38:08 (69) 0:43:36 (67)
10:19 (63) 5:43 (67) 5:11 (43) 5:37 (66) 5:41 (58) 5:37 (66) 5:28 (53)

0:11:43 (69) 0:17:44 (69) 0:22:53 (69) 0:27:27 (67) 0:32:44 (67) 0:38:03 (68) 0:43:49 (68)
11:43 (69) 6:01 (68) 5:09 (41) 4:34 (32) 5:17 (43) 5:19 (61) 5:46 (59)

0:11:23 (68) 0:17:48 (70) 0:23:03 (70) 0:28:21 (70) 0:33:20 (69) 0:38:02 (67) 0:44:29 (69)
11:23 (68) 6:25 (70) 5:15 (44) 5:18 (58) 4:59 (30) 4:42 (45) 6:27 (66)

0:09:24 (47) 0:14:57 (62) 0:22:19 (67) 0:27:29 (69) 0:33:38 (70) 0:39:00 (70) 0:45:00 (70)
9:24 (47) 5:33 (66) 7:22 (70) 5:10 (57) 6:09 (66) 5:22 (62) 6:00 (60)

58 6008
九十九会

0:41:30
小谷  明宏

57 6016
清流会

0:41:29
下青木 省吾

壱崎  雄二 岩切  真二 楠元  裕行 徳久  真光 宮ノ前  敏 犬童  国太

小杉 淳悟 薮木 昭彦 宮脇 一洋 松元 勇 福元 一也池之上 貴行

60 6020
ゲゲゲの下衆い道

0:41:59
寺田 和貴

59 6052
うっちゃん

0:41:33
原田 美朗

唐鎌 賢一郎 西 和樹 塩屋 一成 壱岐 幸一郎 里 睦子 肥後 健裕

立野 博 上和田 博也 古川 智洋 西 和樹 山下 晃海老原 利之

62 6043
(株)平島北営業所

0:42:08
村上 星也

61 6011
舞中メンズ会

0:42:07
黒木 彰仁

高群 良太 村上 太志 前田 優 上田 耕平 志賀 卓也 平島 彰吾

山住 淳 古賀 陽佑 瀬戸口 悟 山口 光太郎 黒木 彰仁青木 翔

64 6015
Y・S・N

0:42:30
有里 巧

63 6062
小野消防分団

0:42:10
末吉 徹

川崎 純平 藤元 啓太 溝渕 清文 長野 愛菜 福田 毅 重信 友樹

豊増 義久 米倉 芳明 上野 覚士 龍野 誉広 福田 光希吉永 尚和

66 6070
チームGS

0:42:58
森山 綾

65 6025
スループット

0:42:32
田中 裕一

松尾 徹 楠八重 公一 高橋 良明 原田 辰也 鳥丸 強 岩元 秀樹

長野 洋介 二見 結花 川添 広信 今福 勇介 上段 祐司磯脇 武志

68 6012
九電Ｋ

0:43:49
岡田 誠

67 6036
西駅豚太郎

0:43:36
下豊留 基

内田 涼 丸野 俊幸 山中 敦男 瀬戸 哲彦 西 信一 中池 修

田中 好昭 木之下 正一 伊集院 国博 瀧 光夫 野村 泰造山下 孝夫

70 6041
(株)平島南①

0:45:00
西村 勇志

69 6073
日本ガスB

0:44:29
粢田 拡

木下 敬朗 町田 麻喜 福永 勝也 福留 智博 森　昭彦 木下 敬朗

神村 文人 徳永 悠 工藤 翔央 福留 美由紀 本田 紘章神崎 沙緒莉



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学女子

順位 No. 総合記録

0:08:33 (2) 0:12:33 (2) 0:16:54 (1) 0:21:00 (1) 0:25:22 (1) 0:29:57 (1) 0:34:50 (1)
8:33 (2) 4:00 (2) 4:21 (1) 4:06 (4) 4:22 (1) 4:35 (5) 4:53 (6)

0:08:28 (1) 0:12:22 (1) 0:17:02 (2) 0:21:32 (2) 0:26:26 (4) 0:30:41 (2) 0:35:13 (2)
8:28 (1) 3:54 (1) 4:40 (3) 4:30 (5) 4:54 (5) 4:15 (1) 4:32 (1)

0:08:39 (4) 0:12:47 (3) 0:17:32 (3) 0:21:36 (3) 0:26:23 (3) 0:30:48 (3) 0:35:23 (3)
8:39 (4) 4:08 (3) 4:45 (4) 4:04 (3) 4:47 (4) 4:25 (4) 4:35 (2)

0:08:58 (5) 0:13:17 (5) 0:17:43 (4) 0:21:43 (4) 0:26:39 (5) 0:31:01 (4) 0:35:44 (4)
8:58 (5) 4:19 (5) 4:26 (2) 4:00 (2) 4:56 (6) 4:22 (3) 4:43 (3)

0:08:38 (3) 0:12:55 (4) 0:17:45 (5) 0:21:43 (5) 0:26:17 (2) 0:31:05 (5) 0:35:55 (5)
8:38 (3) 4:17 (4) 4:50 (5) 3:58 (1) 4:34 (2) 4:48 (6) 4:50 (5)

0:10:16 (7) 0:15:01 (8) 0:30:19 (11) 0:25:22 (8) 0:39:12 (11) 0:34:24 (7) 0:39:12 (6)
10:16 (7) 4:45 (9) 15:18 (11) 4:57 (10) 13:50 (11) 4:48 (7) 4:48 (4)

0:10:53 (9) 0:15:26 (9) 0:20:19 (7) 0:25:13 (7) 0:29:57 (6) 0:34:12 (6) 0:39:29 (7)
10:53 (9) 4:33 (8) 4:53 (6) 4:54 (8) 4:44 (3) 4:15 (2) 5:17 (8)

0:10:32 (8) 0:14:51 (7) 0:20:02 (6) 0:24:50 (6) 0:30:03 (7) 0:35:08 (8) 0:40:10 (8)
10:32 (8) 4:19 (6) 5:11 (7) 4:48 (7) 5:13 (7) 5:05 (8) 5:02 (7)

0:10:11 (6) 0:14:31 (6) 0:20:27 (8) 0:25:23 (9) 0:31:38 (8) 0:36:48 (9) 0:42:37 (9)
10:11 (6) 4:20 (7) 5:56 (9) 4:56 (9) 6:15 (10) 5:10 (9) 5:49 (11)

0:12:53 (10) 0:17:58 (10) 0:23:47 (9) 0:28:57 (10) 0:34:18 (9) 0:39:40 (10) 0:45:10 (10)
12:53 (10) 5:05 (11) 5:49 (8) 5:10 (11) 5:21 (8) 5:22 (11) 5:30 (9)

0:13:15 (11) 0:18:07 (11) 0:24:12 (10) 0:28:59 (11) 0:34:43 (10) 0:39:58 (11) 0:45:36 (11)
13:15 (11) 4:52 (10) 6:05 (10) 4:47 (6) 5:44 (9) 5:15 (10) 5:38 (10)

6区 7区

1 7002 0:34:50
横川中ATG

北川 梨穂 床波 美咲 立山 莉緒 北原 明日香
チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

戸木田 萌 胡广ケ野 飛鳥 川野 愛生

2 7009
薩摩中学校

0:35:13
上別府 くるみ 下境田 桃香 上 友香

4 7007
帖佐中学校(女子)

0:35:44
内 梨佳

森 菜々子 西松 旭 姉川 茉由 小田原 帆音

3 7010
伊集院中学校

0:35:23
中園 則子 濱田 真未

是枝 理子 岸園 まどか 木村 里桜那 森 稀愛 加藤 栞 馬場 未来

羽根田 弥耶 小川 純佳 牧之角 天音 前原 もえ 中尾 柚月

6 7008
国分南中B

0:39:12
松下 紗也

5 7011
吉野東中学校 女子チーム

0:35:55
中村 彩乃

緒方 朱音 時任 藍 奧 侑香 松下 あやの 久保木 明梨 松尾 菜穂

中森 笑弥楽 名越 悠々子 藤井 陽菜 松木 藍美 中村 実優山下 純怜

8 7006
国分中学校陸上部(女子)

0:40:10
濱弓場 美来

7 7004
ラッスンゴレライ♪3代目

0:39:29
水元 蒼

倉津 歩実 安藤 みなみ 大田 華那 溝口 小梅 古川 明日香 林 芽衣

濵田 優香 瀬戸口 碧海 西留 里佳 朝隈 愛音 森園 いつき大嵩 舞那

10 7005
8.6秒 J soul Brothers

0:45:10
老谷 京香

9 7003
おなかたぷたぷっちょ

0:42:37
池田 千夏

松下 千尋 濱田 天蘭 谷山 あかね 林 那奈美 老谷 京香 平 実奈

城 美希 濵田 沙恵理 徳田 菜月 三善 早莉 上脇田 瑶勘場 優里菜

中園 美織 神崎 真夕 竹之下 凜 永山 裕梨 林 莉紅
11 7001

舞鶴ニュータイプジュニア
0:45:36

山下 響七 上田 千尋



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学男子

順位 No. 総合記録

0:07:42 (1) 0:11:23 (1) 0:15:32 (1) 0:19:14 (1) 0:23:16 (1) 0:27:19 (1) 0:31:13 (1)
7:42 (1) 3:41 (4) 4:09 (5) 3:42 (3) 4:02 (1) 4:03 (10) 3:54 (1)

0:07:53 (4) 0:11:40 (3) 0:15:42 (2) 0:19:14 (2) 0:23:28 (2) 0:27:21 (2) 0:31:33 (2)
7:53 (4) 3:47 (7) 4:02 (2) 3:32 (1) 4:14 (2) 3:53 (3) 4:12 (3)

0:07:58 (7) 0:11:41 (4) 0:15:54 (3) 0:19:40 (3) 0:24:03 (3) 0:28:03 (3) 0:32:03 (3)
7:58 (7) 3:43 (5) 4:13 (7) 3:46 (5) 4:23 (5) 4:00 (9) 4:00 (2)

0:09:00 (21) 0:12:34 (13) 0:16:39 (13) 0:20:21 (8) 0:24:56 (8) 0:28:50 (5) 0:33:03 (4)
9:00 (21) 3:34 (1) 4:05 (3) 3:42 (4) 4:35 (12) 3:54 (4) 4:13 (4)

0:08:28 (14) 0:12:08 (10) 0:16:29 (12) 0:20:16 (7) 0:24:56 (7) 0:28:51 (6) 0:33:15 (5)
8:28 (14) 3:40 (3) 4:21 (10) 3:47 (6) 4:40 (13) 3:55 (6) 4:24 (10)

0:07:56 (5) 0:11:58 (8) 0:16:18 (6) 0:20:08 (5) 0:24:34 (5) 0:28:33 (4) 0:33:20 (6)
7:56 (5) 4:02 (12) 4:20 (9) 3:50 (7) 4:26 (8) 3:59 (8) 4:47 (16)

0:08:09 (10) 0:12:47 (16) 0:16:52 (14) 0:20:52 (12) 0:25:12 (10) 0:29:06 (7) 0:33:29 (7)
8:09 (10) 4:38 (19) 4:05 (4) 4:00 (11) 4:20 (4) 3:54 (5) 4:23 (9)

0:07:52 (3) 0:11:29 (2) 0:15:56 (4) 0:19:49 (4) 0:24:31 (4) 0:29:13 (8) 0:33:31 (8)
7:52 (3) 3:37 (2) 4:27 (12) 3:53 (10) 4:42 (15) 4:42 (19) 4:18 (5)

0:08:39 (16) 0:13:01 (18) 0:17:31 (16) 0:21:22 (13) 0:25:45 (13) 0:29:31 (10) 0:33:51 (9)
8:39 (16) 4:22 (17) 4:30 (14) 3:51 (8) 4:23 (6) 3:46 (2) 4:20 (6)

0:08:15 (12) 0:12:29 (12) 0:16:20 (7) 0:20:37 (10) 0:25:02 (9) 0:29:51 (12) 0:34:18 (10)
8:15 (12) 4:14 (15) 3:51 (1) 4:17 (14) 4:25 (7) 4:49 (20) 4:27 (12)

0:08:09 (11) 0:11:53 (7) 0:16:21 (8) 0:20:52 (11) 0:25:32 (12) 0:29:59 (13) 0:34:20 (11)
8:09 (11) 3:44 (6) 4:28 (13) 4:31 (15) 4:40 (13) 4:27 (13) 4:21 (8)

0:08:02 (9) 0:11:53 (6) 0:16:26 (11) 0:21:35 (16) 0:26:26 (17) 0:30:01 (14) 0:34:21 (12)
8:02 (9) 3:51 (9) 4:33 (16) 5:09 (20) 4:51 (16) 3:35 (1) 4:20 (7)

0:08:20 (13) 0:12:08 (11) 0:16:24 (9) 0:20:30 (9) 0:25:22 (11) 0:29:48 (11) 0:34:32 (13)
8:20 (13) 3:48 (8) 4:16 (8) 4:06 (12) 4:52 (18) 4:26 (12) 4:44 (15)

0:07:47 (2) 0:11:50 (5) 0:16:00 (5) 0:20:13 (6) 0:24:45 (6) 0:29:19 (9) 0:34:34 (14)
7:47 (2) 4:03 (13) 4:10 (6) 4:13 (13) 4:32 (10) 4:34 (17) 5:15 (20)

6区 7区

1 8014 0:31:13
帖佐中学校

山﨑 修登 中園 空也 今藤 健輝 隈元 崇志
チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

山下 諒真 西ノ園 裕太 指宿 正登

2 8007
蒲生スピードランナーズ

0:31:33
有村 翔瑛 中馬 彰太 肥後 晴音

4 8010
最初はグ～、じゃんけんしな
い 0:33:03

久米村 崚太

北園 敢汰郎 中瀬戸 涼 徳重 仁 愛甲 奏汰

3 8003
大崎中学校

0:32:03
松原 善文 宮下 凌

野間 舜平 狩行 紀希 徳田 康介 上園 魁 山崎 光貴 川畑 怜央

的場 健人 隈本 宙希 吉留 小葉 楠原 大輝 山口 順也

6 8004
栗野中陸上部

0:33:20
植林 駿介

5 8011
たまご

0:33:15
茶円 優輝

園田 直樹 中井 大貴 鶴留 良輔 西牟田 啓太 中井 大貴 園田 直樹

丸尾 響城 藤田 聖生 松下 悠太郎 久保 郁人 鈴木 陸斗平嶺 浩紀

8 8002
菱刈中学校

0:33:31
溝口 優斗

7 8001
The Term Green

0:33:29
豊平 昂佑

日高 守理 二渡 祥勢 本村 悠太郎 林 和輝 荒武 龍也 村元 優太

善福 恭也 樫山 翔 中城 直紀 坂元 想 山本 拓夢北村 萌花

10 8018
日当山中学校

0:34:18
森 琢馬

9 8012
コメディアン

0:33:51
上村 啓熙

堀ノ内 健介 小川 俊輔 久保田 さくら 木佐貫 佑 永井 栞 久保田 怜

三島 裕史 濵田 大史 花森 龍也 下玉利 晃佑 内村 凌弥川越 智貴

12 8008
末吉中学校B

0:34:21
鮫島 喜樹

11 8009
末吉中学校A

0:34:20
川井田 大樹

山下 一輝 佐多 茉生莉 藤田 雅 荒川 翔 富田 浩暉 藤井 貴大

稲留 安織 竹下 魁人 脇元 悠成 山口 沙弥佳 髙橋 勇気鈴木 琢己

14 8015
鶴田中学校

0:34:34
大野 晃平

13 8006
国分中学校陸上部

0:34:32
川原 弘耀

指宿 玲那 小丸 太輝 上大迫 くるみ 大園 竜之介 光瀬 友希 綾園 由衣

宗岡 万里 渡辺 広太 大田 隆成 畠中 伶奈 徳重 史翔一森 侑斗



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学男子

順位 No. 総合記録 6区 7区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:08:00 (8) 0:12:01 (9) 0:16:25 (10) 0:21:26 (14) 0:25:52 (14) 0:30:19 (15) 0:34:45 (15)
8:00 (8) 4:01 (11) 4:24 (11) 5:01 (18) 4:26 (9) 4:27 (14) 4:26 (11)

0:07:57 (6) 0:12:36 (14) 0:17:25 (15) 0:22:08 (17) 0:26:25 (16) 0:30:32 (16) 0:35:02 (16)
7:57 (6) 4:39 (20) 4:49 (19) 4:43 (17) 4:17 (3) 4:07 (11) 4:30 (13)

0:09:00 (20) 0:13:05 (19) 0:17:35 (17) 0:22:44 (20) 0:27:35 (19) 0:31:33 (18) 0:36:04 (17)
9:00 (20) 4:05 (14) 4:30 (15) 5:09 (21) 4:51 (17) 3:58 (7) 4:31 (14)

0:08:44 (17) 0:13:11 (20) 0:17:46 (19) 0:21:27 (15) 0:26:23 (15) 0:30:56 (17) 0:36:09 (18)
8:44 (17) 4:27 (18) 4:35 (17) 3:41 (2) 4:56 (19) 4:33 (16) 5:13 (19)

0:08:47 (19) 0:12:45 (15) 0:17:37 (18) 0:22:43 (19) 0:27:18 (18) 0:31:55 (19) 0:36:43 (19)
8:47 (19) 3:58 (10) 4:52 (20) 5:06 (19) 4:35 (11) 4:37 (18) 4:48 (17)

0:08:33 (15) 0:12:48 (17) 0:18:34 (20) 0:22:26 (18) 0:27:36 (20) 0:32:04 (20) 0:37:33 (20)
8:33 (15) 4:15 (16) 5:46 (21) 3:52 (9) 5:10 (21) 4:28 (15) 5:29 (21)

0:08:46 (18) 0:13:54 (21) 0:18:42 (21) 0:23:19 (21) 0:28:24 (21) 0:33:19 (21) 0:38:12 (21)
8:46 (18) 5:08 (21) 4:48 (18) 4:37 (16) 5:05 (20) 4:55 (21) 4:53 (18)

16 8020
チーム牧園駅伝クラブ

0:35:02
和田 渉夢

15 8013
国分中学校陸上部

0:34:45
松田 圭佑

山下 しおり 福村 直紀 牧之段 汐里 宮下 遥登 若松 紅樹 大﨑 健太

山下 拓海 渡邉 航 中村 拓馬 大野 寿也 金丸 翔星徳重 頼基

18 8021
国分南中A

0:36:09
河野 紘輝

17 8019
吉野東中学校 男子チーム

0:36:04
小磯 良太

新豊 航輝 中浜 健太 神ノ門 佳音 中川 隆成 満留 輝 前畑 太輝

福元 海人 坂元 歩夢 中山 大樹 吉原 拳寿 織田 淳誠山田 竜也

20 8016
国分中学校陸上部(男子)

0:37:33
鎌田 岳人

19 8005
大口中学校陸上部

0:36:43
中條 颯人

牧野 莉子 鶴丸 珠李 瀬戸山 義昭 川路 桐耶 鎌田 楓 濵田 京香

中西 ほのか 國玉 咲笑 松野 太飛 河野 信司 中嶋 康大新原 祐吏

松元 大地 満留 蘭 上米良 拓弥 森山 靜七 塩川 嵐皐
21 8017

国分南中C
0:38:12

日高 勇人 新豊 佳純



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学女子

順位 No. 総合記録

0:03:58 (2) 0:08:43 (1) 0:12:53 (1) 0:18:16 (2) 0:22:45 (2) 0:28:05 (2) 0:32:43 (2) 0:37:25 (1)
3:58 (2) 4:45 (2) 4:10 (2) 5:23 (6) 4:29 (1) 5:20 (6) 4:38 (3) 4:42 (3)

0:04:14 (3) 0:09:18 (4) 0:13:45 (4) 0:19:01 (4) 0:23:33 (4) 0:28:16 (3) 0:32:48 (3) 0:37:26 (2)
4:14 (3) 5:04 (4) 4:27 (4) 5:16 (5) 4:32 (5) 4:43 (1) 4:32 (2) 4:38 (1)

0:04:14 (4) 0:08:51 (3) 0:13:00 (2) 0:17:53 (1) 0:22:23 (1) 0:27:15 (1) 0:32:15 (1) 0:37:28 (3)
4:14 (4) 4:37 (1) 4:09 (1) 4:53 (2) 4:30 (3) 4:52 (3) 5:00 (7) 5:13 (7)

0:04:21 (6) 0:09:46 (8) 0:14:22 (7) 0:19:07 (5) 0:23:37 (5) 0:28:26 (4) 0:32:57 (4) 0:37:59 (4)
4:21 (6) 5:25 (9) 4:36 (5) 4:45 (1) 4:30 (4) 4:49 (2) 4:31 (1) 5:02 (6)

0:03:55 (1) 0:08:43 (2) 0:13:09 (3) 0:18:33 (3) 0:23:03 (3) 0:28:50 (5) 0:33:46 (5) 0:38:25 (5)
3:55 (1) 4:48 (3) 4:26 (3) 5:24 (7) 4:30 (2) 5:47 (11) 4:56 (4) 4:39 (2)

0:04:25 (7) 0:09:36 (5) 0:14:17 (5) 0:19:32 (7) 0:24:20 (6) 0:29:31 (6) 0:34:34 (6) 0:39:35 (6)
4:25 (7) 5:11 (5) 4:41 (8) 5:15 (4) 4:48 (7) 5:11 (4) 5:03 (8) 5:01 (5)

0:04:17 (5) 0:09:42 (6) 0:14:21 (6) 0:19:29 (6) 0:24:24 (7) 0:30:08 (7) 0:35:13 (7) 0:41:08 (7)
4:17 (5) 5:25 (8) 4:39 (6) 5:08 (3) 4:55 (8) 5:44 (10) 5:05 (9) 5:55 (13)

0:04:51 (13) 0:10:11 (11) 0:14:55 (9) 0:20:34 (10) 0:25:30 (9) 0:31:04 (8) 0:36:02 (8) 0:41:23 (8)
4:51 (13) 5:20 (6) 4:44 (9) 5:39 (11) 4:56 (9) 5:34 (8) 4:58 (5) 5:21 (8)

0:04:32 (9) 0:10:11 (12) 0:14:56 (10) 0:20:26 (9) 0:25:26 (8) 0:31:27 (9) 0:36:46 (10) 0:42:07 (9)
4:32 (9) 5:39 (12) 4:45 (10) 5:30 (8) 5:00 (10) 6:01 (14) 5:19 (13) 5:21 (9)

0:04:25 (8) 0:09:46 (7) 0:15:40 (12) 0:21:44 (12) 0:26:59 (13) 0:32:15 (11) 0:37:27 (12) 0:42:17 (10)
4:25 (8) 5:21 (7) 5:54 (14) 6:04 (14) 5:15 (12) 5:16 (5) 5:12 (12) 4:50 (4)

0:04:37 (10) 0:10:11 (10) 0:14:51 (8) 0:20:22 (8) 0:25:39 (10) 0:31:33 (10) 0:36:39 (9) 0:42:20 (11)
4:37 (10) 5:34 (11) 4:40 (7) 5:31 (9) 5:17 (13) 5:54 (12) 5:06 (10) 5:41 (11)

0:04:43 (12) 0:10:23 (13) 0:16:33 (14) 0:22:11 (13) 0:26:49 (12) 0:32:17 (12) 0:37:25 (11) 0:43:17 (12)
4:43 (12) 5:40 (13) 6:10 (15) 5:38 (10) 4:38 (6) 5:28 (7) 5:08 (11) 5:52 (12)

0:05:26 (16) 0:11:40 (16) 0:16:46 (15) 0:22:46 (14) 0:27:55 (14) 0:33:55 (14) 0:38:54 (14) 0:44:57 (13)
5:26 (16) 6:14 (17) 5:06 (11) 6:00 (13) 5:09 (11) 6:00 (13) 4:59 (6) 6:03 (14)

0:04:39 (11) 0:10:06 (9) 0:15:28 (11) 0:21:23 (11) 0:26:47 (11) 0:32:31 (13) 0:38:04 (13) 0:45:41 (14)
4:39 (11) 5:27 (10) 5:22 (12) 5:55 (12) 5:24 (14) 5:44 (9) 5:33 (14) 7:37 (17)

中村 ひかり大山 碧海 池田 菜々美 福元 雪花 田之上 有莉 松本 さくら 森田 陽菜

野嶽 樹李 原口 夢 辻 きらり 野崎 里星 唐仁原 花奈

14 2004
舞鶴チビレンジャー

0:45:41
西芦谷 遥菜

長谷川 凜佳 末廣 侑奈 松木 桃愛

13 2012
吉野東陸上スポーツ少年団
女子Cチーム 0:44:57

藤崎 果鈴 辻 こころ 堀之内 晴菜

増田 明菜

12 2013
吉野東陸上スポーツ少年団
女子Bチーム 0:43:17

上之 怜奈 原口 愛 山下 れもん 東 優依奈 山下 愛香里

松下 七海 平間 愛望 福永 英奈 祝田 理沙 永野 あかり 長濵 響子

新鍋 愛香 新鍋 愛美 鳥丸 友愛 狩川 沙弥 村方 愛

11 2010
通山陸上 女子

0:42:20
雪丸 桜

宮脇 叶佳 塚田 まりあ 片野 ひかり

10 2002
おあばテニっ娘

0:42:17
南原 里音 内 楓夏 福山 裟那

白坂 桜愛

9 2011
さつま柏原

0:42:07
中須 愛麻 内山 花色 西田 風迦 酒匂 こころ 前田 美沙

吉田 美咲 森山 由愛 清水 桃華 濱田 るな 日高 華穂 中間 愛奈

藤久保 寧々 松田 望汐 濱崎 美里 石口 乃愛 日高 茜

8 2016
西原JRC女子B

0:41:23
荒平 奈南

上山口 彩 中山 奈生 広盛 愛佳

7 2009
無限B

0:41:08
安楽 ちずる 川原 夕夏 小林 碧

平田 真都

6 2017
大口スイムラン女子

0:39:35
住吉 璃音 肥後 佑奈 加治木 凜 蔵元 悠 大榎田 亜美

三宅 一葉 岩切 優梨弥 大牟田 波南 井田 幸 東 悠里花 満永 絢美

菊浦 彩 原田 望愛 矢部 みなみ 中森 楽和 高野 真帆

5 2006
隼人ジュニア陸上

0:38:25
四元 美結

丸山 雅 増﨑 礼奈 黒川 万英

4 2014
吉野東陸上スポーツ少年団
女子Aチーム 0:37:59

上之 美佳 大浪 あこ 原田 望恵

境 すずり

3 2008
国分ジュニア陸上クラブA(女
子) 0:37:28

加藤 ほのか 小倉 花菜 久保 衣里 榎園 彩華 瀬戸口 凜

石川 晴佳 奥村 美桜 駒路 ひかる 橋之口 優衣 井上 ひらり 石川 佳美

宇野 可鈴 小野原 凜 橋之口 あやね 内田 莉子 坂元 莉歩

2 2015
西原JRC女子A

0:37:26
石川 千嘉

6区 7区 8区

1 2007
串木野西陸上少年団(女子)

0:37:25
坂元 茉歩 中薗 なつみ 冨永 恵里衣

チーム名 1区 2区 3区 4区 5区



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学女子

順位 No. 総合記録 6区 7区 8区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:04:52 (14) 0:10:44 (14) 0:16:14 (13) 0:22:51 (15) 0:28:39 (15) 0:34:59 (15) 0:40:51 (15) 0:46:18 (15)
4:52 (14) 5:52 (16) 5:30 (13) 6:37 (17) 5:48 (16) 6:20 (16) 5:52 (16) 5:27 (10)

0:05:06 (15) 0:10:47 (15) 0:17:18 (16) 0:23:24 (16) 0:29:02 (16) 0:35:18 (16) 0:40:52 (16) 0:46:57 (16)
5:06 (15) 5:41 (14) 6:31 (17) 6:06 (15) 5:38 (15) 6:16 (15) 5:34 (15) 6:05 (15)

0:06:09 (17) 0:11:50 (17) 0:18:08 (17) 0:24:37 (17) 0:30:28 (17) 0:37:05 (17) 0:43:31 (17) 0:49:53 (17)
6:09 (17) 5:41 (15) 6:18 (16) 6:29 (16) 5:51 (17) 6:37 (17) 6:26 (17) 6:22 (16)

飯野 ひなた中西 菜々美 森田 菜摘 月見 眞緒 大山 采紗 池田 鈴花 永井 花歩

境田 妃莉 瀬口 真結 小山 綾乃 岸良 莉里 木村 優里

17 2005
舞鶴ミニレンジャー

0:49:53
西 結依香

永山凛 永山美咲 脇みのり

16 2003
シャトル国分

0:46:57
渡辺 心実 木村 輝里 長ケ原 凜

15 2001
フレンド

0:46:18
大神かるら 和田麻衣子 脇あいり 永山未来 和田百莉奈



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

順位 No. 総合記録

0:03:29 (1) 0:07:55 (1) 0:11:46 (1) 0:16:06 (1) 0:20:14 (2) 0:24:20 (1) 0:28:13 (1) 0:32:42 (1)
3:29 (1) 4:26 (4) 3:51 (1) 4:20 (3) 4:08 (4) 4:06 (1) 3:53 (1) 4:29 (3)

0:03:53 (6) 0:08:05 (3) 0:11:59 (3) 0:16:16 (3) 0:20:15 (3) 0:24:43 (3) 0:28:43 (2) 0:33:16 (2)
3:53 (6) 4:12 (1) 3:54 (3) 4:17 (1) 3:59 (1) 4:28 (4) 4:00 (2) 4:33 (4)

0:03:39 (2) 0:07:57 (2) 0:11:49 (2) 0:16:07 (2) 0:20:09 (1) 0:24:42 (2) 0:28:45 (3) 0:33:38 (3)
3:39 (2) 4:18 (2) 3:52 (2) 4:18 (2) 4:02 (2) 4:33 (5) 4:03 (4) 4:53 (15)

0:03:41 (3) 0:08:11 (4) 0:12:15 (4) 0:16:53 (4) 0:21:26 (4) 0:26:26 (4) 0:30:29 (4) 0:34:54 (4)
3:41 (3) 4:30 (6) 4:04 (5) 4:38 (6) 4:33 (14) 5:00 (11) 4:03 (5) 4:25 (2)

0:03:43 (4) 0:08:20 (5) 0:12:48 (5) 0:17:41 (6) 0:22:01 (6) 0:26:27 (5) 0:30:58 (5) 0:35:22 (5)
3:43 (4) 4:37 (10) 4:28 (15) 4:53 (9) 4:20 (6) 4:26 (2) 4:31 (8) 4:24 (1)

0:04:03 (10) 0:08:32 (6) 0:12:51 (7) 0:17:28 (5) 0:22:00 (5) 0:26:51 (6) 0:31:27 (6) 0:36:08 (6)
4:03 (10) 4:29 (5) 4:19 (9) 4:37 (4) 4:32 (13) 4:51 (7) 4:36 (15) 4:41 (6)

0:03:46 (5) 0:08:37 (7) 0:12:58 (9) 0:17:59 (9) 0:22:14 (7) 0:27:20 (7) 0:31:43 (7) 0:36:53 (7)
3:46 (5) 4:51 (14) 4:21 (11) 5:01 (12) 4:15 (5) 5:06 (15) 4:23 (6) 5:10 (26)

0:04:28 (25) 0:09:35 (24) 0:13:31 (13) 0:18:58 (17) 0:23:03 (11) 0:27:30 (9) 0:32:14 (9) 0:36:55 (8)
4:28 (25) 5:07 (24) 3:56 (4) 5:27 (28) 4:05 (3) 4:27 (3) 4:44 (22) 4:41 (7)

0:04:16 (16) 0:08:48 (11) 0:13:20 (11) 0:17:58 (8) 0:22:37 (9) 0:27:32 (10) 0:32:09 (8) 0:37:03 (9)
4:16 (16) 4:32 (7) 4:32 (17) 4:38 (5) 4:39 (17) 4:55 (8) 4:37 (16) 4:54 (17)

0:04:01 (9) 0:08:40 (9) 0:12:51 (6) 0:17:54 (7) 0:22:20 (8) 0:27:25 (8) 0:32:17 (10) 0:37:23 (10)
4:01 (9) 4:39 (11) 4:11 (6) 5:03 (13) 4:26 (9) 5:05 (14) 4:52 (27) 5:06 (22)

0:04:21 (19) 0:08:43 (10) 0:12:58 (8) 0:18:19 (11) 0:22:55 (10) 0:28:13 (11) 0:32:40 (11) 0:37:29 (11)
4:21 (19) 4:22 (3) 4:15 (8) 5:21 (26) 4:36 (15) 5:18 (21) 4:27 (7) 4:49 (12)

0:04:17 (17) 0:09:07 (15) 0:13:31 (12) 0:19:11 (19) 0:23:38 (16) 0:28:58 (18) 0:32:59 (13) 0:37:32 (12)
4:17 (17) 4:50 (13) 4:24 (13) 5:40 (34) 4:27 (10) 5:20 (22) 4:01 (3) 4:33 (5)

0:03:59 (8) 0:09:36 (25) 0:13:49 (16) 0:18:49 (14) 0:23:11 (12) 0:28:18 (13) 0:32:54 (12) 0:37:47 (13)
3:59 (8) 5:37 (34) 4:13 (7) 5:00 (11) 4:22 (7) 5:07 (16) 4:36 (14) 4:53 (16)

0:04:08 (13) 0:09:05 (13) 0:13:52 (17) 0:18:47 (12) 0:23:44 (17) 0:28:42 (17) 0:33:17 (16) 0:38:06 (14)
4:08 (13) 4:57 (19) 4:47 (24) 4:55 (10) 4:57 (23) 4:58 (10) 4:35 (11) 4:49 (13)

井上 智善橋之口 将 板山 幸汰 久保田 祐生 板山 侑汰 井上 幸希 鈴木 悠生

田上 叶 鍋石 瑠七 小田 陸斗 梶尾 紅羽 牧内 天秀

14 3037
西原JRC男子B

0:38:06
吉田 宏志郎

赤窄 正悟 岩重 瑠真 井上 裕朗

13 3010
阿久根陸上スポーツ少年団B

0:37:47
山口 陽平 牧内 天優 楠田 ほなみ

永里 慶太

12 3004
国分南サッカースポーツ少年
団 0:37:32

岡本 愛美 岩下 武蔵 田中 大暉 山下 翔 室谷 紘希

一條 空音 大嵩 宙 木藤 弥磨斗 外山 諒 ??留 陸叶 黒川 哲興

日高 翔哉 中川 龍太郎 日野 拓夢 岩下 健 坂元 我樺

11 3023
国分ジュニア陸上クラブB

0:37:29
瀬戸口 順也

古海 連 松窪 優和 諸留 太一

10 3016
隼人ジュニア陸上(男子)

0:37:23
岩下 優 済藤 悠陽 徳田 玲麻

中村 奈生希

9 3028
無限A

0:37:03
石口 怜央 浜田 一希 安達 陸翔 川原 樺月 釜付 昊将

前田 陽春 久木元 栄仁 田中 寛汰郎 山崎 陸 榮森 琉大斗 有島 伸

新名 春風 有村 彪我 松原 一之心 千川 由貴菜 原田 侑奈

8 3025
上小川サッカースポーツ少年
団 0:36:55

松﨑 佑太

森吉 慶 野嶽 樹人 野村 昂世

7 3015
蒲生スピードランナーズA

0:36:53
横村 晨 牧尾 優志 徳重 花恋

松木 聖直

6 3035
吉野東陸上スポーツ少年団
男子Aチーム 0:36:08

櫻井 泰靖 今村 蓮 永野 理人 今村 愁 大林 晃揺

古川 美音 西田 光江 松島 明里 松木 美友子 西田 遼平 久保 慶思

榎木 陽翔 中村 友哉 峯元 琉之介 篠原 大輝 猪之鼻 駿太

5 3005
東市来ランナーズ

0:35:22
木之下 沙椰

山崎 歓大 上野 優月 橋元 陽菜

4 3011
串木野西陸上少年団

0:34:54
棚町 健也 岡田 天臣 榎木 絢翔

山口 翔永

3 3009
阿久根陸上スポーツ少年団A

0:33:38
安藤 風羽 中原 胡太郎 馬場園 華 神之田 大翼 花田 美咲

吉留 毅人 吉村 淑秀 宗岡 泰斗 新留 陸 松田 耕太朗 吉村 雄貴

高木 慶介 森 祐介 毛下 大暉 板山 朋生 久保田 蓮

2 3022
国分ジュニア陸上クラブA

0:33:16
萩原 紳太朗

6区 7区 8区

1 3036
西原JRC男子A

0:32:42
新有留 涼太 西原 大智 郷原 拓海

チーム名 1区 2区 3区 4区 5区



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

順位 No. 総合記録 6区 7区 8区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:04:09 (15) 0:09:03 (12) 0:13:39 (14) 0:18:49 (15) 0:23:44 (18) 0:28:41 (16) 0:33:16 (15) 0:38:18 (15)
4:09 (15) 4:54 (16) 4:36 (19) 5:10 (18) 4:55 (21) 4:57 (9) 4:35 (12) 5:02 (20)

0:04:04 (11) 0:09:14 (17) 0:13:42 (15) 0:18:48 (13) 0:23:25 (13) 0:28:37 (14) 0:33:16 (14) 0:38:35 (16)
4:04 (11) 5:10 (25) 4:28 (16) 5:06 (15) 4:37 (16) 5:12 (19) 4:39 (17) 5:19 (32)

0:04:32 (30) 0:09:27 (21) 0:13:53 (18) 0:18:57 (16) 0:23:28 (14) 0:28:37 (15) 0:33:55 (17) 0:38:41 (17)
4:32 (30) 4:55 (18) 4:26 (14) 5:04 (14) 4:31 (12) 5:09 (17) 5:18 (34) 4:46 (8)

0:04:42 (34) 0:10:12 (32) 0:15:00 (29) 0:19:43 (23) 0:24:11 (20) 0:29:12 (19) 0:33:59 (18) 0:38:46 (18)
4:42 (34) 5:30 (31) 4:48 (25) 4:43 (7) 4:28 (11) 5:01 (13) 4:47 (24) 4:47 (10)

0:04:07 (12) 0:08:39 (8) 0:13:18 (10) 0:18:11 (10) 0:23:31 (15) 0:28:15 (12) 0:34:04 (19) 0:39:17 (19)
4:07 (12) 4:32 (8) 4:39 (20) 4:53 (8) 5:20 (34) 4:44 (6) 5:49 (40) 5:13 (28)

0:04:25 (22) 0:09:32 (23) 0:13:54 (19) 0:19:07 (18) 0:24:05 (19) 0:29:22 (20) 0:34:53 (20) 0:39:44 (20)
4:25 (22) 5:07 (23) 4:22 (12) 5:13 (20) 4:58 (24) 5:17 (20) 5:31 (37) 4:51 (14)

0:04:08 (14) 0:09:05 (14) 0:15:06 (30) 0:20:35 (31) 0:25:00 (25) 0:30:41 (26) 0:35:17 (23) 0:40:03 (21)
4:08 (14) 4:57 (20) 6:01 (41) 5:29 (29) 4:25 (8) 5:41 (32) 4:36 (13) 4:46 (9)

0:04:32 (29) 0:10:09 (31) 0:14:51 (27) 0:20:32 (30) 0:25:28 (29) 0:30:29 (24) 0:35:14 (22) 0:40:11 (22)
4:32 (29) 5:37 (33) 4:42 (23) 5:41 (36) 4:56 (22) 5:01 (12) 4:45 (23) 4:57 (18)

0:04:42 (33) 0:10:04 (29) 0:14:25 (24) 0:20:06 (26) 0:24:47 (24) 0:30:26 (23) 0:35:08 (21) 0:40:22 (23)
4:42 (33) 5:22 (30) 4:21 (10) 5:41 (35) 4:41 (18) 5:39 (30) 4:42 (20) 5:14 (29)

0:04:25 (23) 0:09:20 (18) 0:13:55 (20) 0:19:20 (21) 0:24:28 (22) 0:30:18 (22) 0:35:22 (24) 0:40:44 (24)
4:25 (23) 4:55 (17) 4:35 (18) 5:25 (27) 5:08 (28) 5:50 (35) 5:04 (29) 5:22 (34)

0:04:48 (37) 0:09:22 (20) 0:14:24 (23) 0:19:35 (22) 0:24:43 (23) 0:30:15 (21) 0:35:39 (26) 0:41:09 (25)
4:48 (37) 4:34 (9) 5:02 (28) 5:11 (19) 5:08 (27) 5:32 (25) 5:24 (36) 5:30 (37)

0:04:34 (32) 0:10:19 (35) 0:15:41 (37) 0:20:51 (35) 0:26:05 (33) 0:31:15 (28) 0:36:20 (30) 0:41:28 (26)
4:34 (32) 5:45 (36) 5:22 (36) 5:10 (17) 5:14 (33) 5:10 (18) 5:05 (31) 5:08 (23)

0:03:57 (7) 0:09:08 (16) 0:14:12 (22) 0:19:46 (24) 0:25:16 (26) 0:31:35 (32) 0:36:17 (29) 0:41:28 (27)
3:57 (7) 5:11 (26) 5:04 (31) 5:34 (31) 5:30 (36) 6:19 (40) 4:42 (19) 5:11 (27)

0:05:11 (41) 0:10:04 (30) 0:15:26 (34) 0:21:35 (37) 0:26:30 (36) 0:31:55 (34) 0:36:44 (33) 0:41:33 (28)
5:11 (41) 4:53 (15) 5:22 (35) 6:09 (39) 4:55 (20) 5:25 (24) 4:49 (26) 4:49 (11)

寺園 丈人 梶原 圭太 川路 峻世 宇都口 柚奈 永峯 弘貴

丸山 晃季 川原 璃子 園田 敢大

28 3002
SANTAI KIDS

0:41:33
中野 航締 堀ノ内 孝奨 堀ノ内 瑶与

福谷 奈津輝

27 3030
牧園サッカースポーツ少年団
A 0:41:28

前田 康貴 丸山 和馬 芦谷原 波輝 大﨑 隼也 久津輪 充彦

中崎 心愛 濱田 亜朱 山﨑 魁希 四元 陽菜乃 中村 瑠人 西 美乃里

山下 慶 白山 愛佳 平井 陸人 塩川 優歌 岩城 功汰

26 3039
ライトニング上小川チーム4年
B 0:41:28

鶴﨑 光

加藤 奏汰 加藤 賢汰 黒木 李紅

25 3040
ライトニング上小川チーム5年

0:41:09
矢野 大翔 向井 太一 吉利 優希

立元 柚音

24 3006
宮崎トライアスロン

0:40:44
榎木 颯月 原口 隼人 児玉 幹太 児玉 和奏 加藤 葵

上 環 徳重 杏菜 當山 哲 國生 涼介 立元 洸太 原田 真生

田上 雄大 清水 天太 中野 佑紀 井之上 凌輔 新堀 大仁

23 3014
蒲生スピードランナーズB

0:40:22
國生 陽菜

立和田 遥香 大當 流行 山下 恵慎

22 3019
国分レッドパワーズ

0:40:11
松下 寛太 野田 隼士 森山 青空

山下 琳汰郎

21 3017
FC牧之原

0:40:03
塩田 岳人 池田 海都 稲留 叶大 徳永 真士 立和田 悠平

西本 聖真 永田 智也 本村 歩夢 田辺 良輔 東 美羽 宮里 慶次

甫立 大地 段 亜津未 馬立 廉冬 下村 愛 帖佐 健志

20 3031
菱刈陸上スポーツ少年団

0:39:44
原 禅

時任 進士朗 内山 晃良 松岡 慎之介

19 3020
さつま柏原A

0:39:17
中須 瑠菜 小川 真央 上川畑 優希

加治木 雅樹

18 3003
国分西サッカースポーツ少年
団 0:38:46

古谷 龍也 笹原 嘉希 神崎 太志 鮫島 樹 久保 春翔

堀口 翔輝 吉田 愛 南 咲希 三谷 咲陽 山﨑 慶士 南 華奈

上原口 健伸 増田 夢大 淺井 颯大 前田 拓海 並松 賢祐

17 3032
通山陸上 追い越し禁止

0:38:41
大塚 早姫

稲村 龍輝 村山 世莉奈 上村 蓮依

16 3018
国分南軟式野球スポーツ少
年団 0:38:35

柏木 翔塁 田之畑 絢也 生駒 竜晟

15 3001
チームかっぱ

0:38:18
上村 蓮依 植田 丞美 赤塚 千晴 村山 莉々果 植田 旬美



駅伝の部 第24回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

順位 No. 総合記録 6区 7区 8区チーム名 1区 2区 3区 4区 5区

0:04:34 (31) 0:10:17 (33) 0:15:21 (33) 0:20:41 (32) 0:26:23 (34) 0:31:56 (35) 0:36:40 (32) 0:41:45 (29)
4:34 (31) 5:43 (35) 5:04 (30) 5:20 (25) 5:42 (39) 5:33 (26) 4:44 (21) 5:05 (21)

0:04:31 (27) 0:09:30 (22) 0:14:09 (21) 0:19:16 (20) 0:24:27 (21) 0:30:34 (25) 0:35:39 (25) 0:41:49 (30)
4:31 (27) 4:59 (21) 4:39 (21) 5:07 (16) 5:11 (31) 6:07 (39) 5:05 (30) 6:10 (40)

0:04:58 (39) 0:09:57 (28) 0:14:38 (26) 0:20:18 (27) 0:25:17 (27) 0:30:54 (27) 0:36:13 (28) 0:41:49 (31)
4:58 (39) 4:59 (22) 4:41 (22) 5:40 (33) 4:59 (25) 5:37 (28) 5:19 (35) 5:36 (38)

0:04:24 (21) 0:10:22 (38) 0:15:37 (36) 0:20:50 (33) 0:25:59 (32) 0:31:36 (33) 0:36:11 (27) 0:41:50 (32)
4:24 (21) 5:58 (37) 5:15 (33) 5:13 (21) 5:09 (29) 5:37 (29) 4:35 (10) 5:39 (39)

0:04:29 (26) 0:09:48 (27) 0:14:51 (28) 0:20:23 (28) 0:25:36 (30) 0:31:32 (30) 0:36:36 (31) 0:41:55 (33)
4:29 (26) 5:19 (27) 5:03 (29) 5:32 (30) 5:13 (32) 5:56 (36) 5:04 (28) 5:19 (31)

0:04:27 (24) 0:09:47 (26) 0:15:15 (32) 0:20:51 (36) 0:26:39 (37) 0:32:21 (36) 0:37:00 (35) 0:41:57 (34)
4:27 (24) 5:20 (28) 5:28 (38) 5:36 (32) 5:48 (40) 5:42 (33) 4:39 (18) 4:57 (19)

0:04:31 (28) 0:09:20 (19) 0:14:37 (25) 0:19:55 (25) 0:25:26 (28) 0:31:32 (31) 0:36:49 (34) 0:42:05 (35)
4:31 (28) 4:49 (12) 5:17 (34) 5:18 (23) 5:31 (37) 6:06 (38) 5:17 (33) 5:16 (30)

0:04:57 (38) 0:10:31 (39) 0:15:32 (35) 0:20:50 (34) 0:25:52 (31) 0:31:27 (29) 0:37:10 (36) 0:42:19 (36)
4:57 (38) 5:34 (32) 5:01 (27) 5:18 (24) 5:02 (26) 5:35 (27) 5:43 (38) 5:09 (24)

0:04:18 (18) 0:10:17 (34) 0:15:41 (38) 0:22:03 (38) 0:27:38 (40) 0:33:03 (40) 0:37:36 (37) 0:42:59 (37)
4:18 (18) 5:59 (39) 5:24 (37) 6:22 (40) 5:35 (38) 5:25 (23) 4:33 (9) 5:23 (35)

0:04:45 (36) 0:11:27 (41) 0:16:42 (41) 0:22:40 (41) 0:27:22 (39) 0:33:02 (39) 0:37:50 (38) 0:43:13 (38)
4:45 (36) 6:42 (41) 5:15 (32) 5:58 (38) 4:42 (19) 5:40 (31) 4:48 (25) 5:23 (36)

0:05:00 (40) 0:10:21 (37) 0:15:13 (31) 0:20:30 (29) 0:26:30 (35) 0:32:31 (37) 0:38:16 (39) 0:43:26 (39)
5:00 (40) 5:21 (29) 4:52 (26) 5:17 (22) 6:00 (41) 6:01 (37) 5:45 (39) 5:10 (25)

0:04:43 (35) 0:10:44 (40) 0:16:16 (40) 0:22:10 (39) 0:27:20 (38) 0:33:02 (38) 0:38:18 (40) 0:43:37 (40)
4:43 (35) 6:01 (40) 5:32 (39) 5:54 (37) 5:10 (30) 5:42 (34) 5:16 (32) 5:19 (33)

0:04:22 (20) 0:10:20 (36) 0:15:52 (39) 0:22:35 (40) 0:27:56 (41) 0:34:26 (41) 0:40:34 (41) 0:48:09 (41)
4:22 (20) 5:58 (38) 5:32 (40) 6:43 (41) 5:21 (35) 6:30 (41) 6:08 (41) 7:35 (41)

村田 和海中園 和希 成尾 侑起 前屋 奏空 竹之下 昂 楠元 心華 永井 杏梨

菊浦 佑希 冨川 侑雅 大浪 壮史 櫻井 ひなた 五百路 晴翔

41 3008
舞鶴ガキレンジャー

0:48:09
前屋 歩澄

宮原 花 新越 裕基 新留 響

40 3034
吉野東陸上スポーツ少年団
男子混成チーム 0:43:37

図師 遥斗 大浪 ゆな 西野 和花

福山 優太

39 3033
通山陸上 スピード違反

0:43:26
松枝 拓人 藤﨑 久喜 藤﨑 健丞 吉田 英師 宮原 咲希

高木 皇輝 種子島 櫂 鈴木 翔太 勝本 亮太 前田 颯人 上脇田 壮央

立和田 征治 高木 優弥 池之 真人 桑幡 柊仁 長友 世渚

38 3013
向花野球スポーツ少年団Ⓜ

0:43:13
岩河 秀弥

福永 あゆみ 緒方 葉音 深江 心暖

37 3012
向花野球スポーツ少年団Ⓚ

0:42:59
冨田 青那 鈴木 晴也 竹崎 由将

祝部 結友

36 3038
ライトニング上小川チーム4年
A 0:42:19

皆元 喜乃 福永 翔太 戸町 優太 黒瀬 竣平 駒走 羽奏

大窪 雄大 冨山 愛莉 福田 華憐 肥後 果凜 竹野 いさな 田原 愛海

今東 隼一 塚田 拳志郎 満富 勇太 江川 侑希 西田 天迦

35 3027
栗野陸上スポーツ少年団

0:42:05
大熊 朋佳

馬立 硫依翔 上浦 拓真 上屋敷 蘭

34 3021
さつま柏原B

0:41:57
軸屋 浩志 上浦 勇翔 内山 晴天

徳永 暁彦

33 3024
さつま柏原C

0:41:55
上屋敷 遙斗 小川 世那 片野 蒼太 今東 京史朗 内村 博斗

下平 海斗 福宿 愛夢 池田 冬弥 大﨑 桃香 八重倉 正久 山下 琳太郎

緒方 桜咲 前之園 士京 宮田 治子 加治木 蘭 先田 祥伍

32 3029
牧園サッカースポーツ少年団
Ｂ 0:41:50

芦谷原 翔真

揖宿 海汰 深江 優良成 深水 大嗣

31 3041
大口スイムラン男子

0:41:49
上石坂 錬 有川 和子 有郷 莉玖

林 秀虎

30 3007
舞鶴ミニバスケットボール

0:41:49
久保 琉聖 馬場園 利晟 津留 龍斗 武田 悠 米森 聖人

岩元 慶太郎 紺屋 翔真 菊川 未来夢 甲斐 心汰 加瀬 大翼 市来 心朗
29 3026

国分サッカースポーツ少年団
0:41:45

谷口 宗平


