
駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:07:03 (2) 0:10:03 (1) 0:13:51 (1) 0:17:08 (1) 0:20:54 (1) 0:25:18 (2) 0:29:03 (1)

7:03 (2) 3:00 (1) 3:48 (2) 3:17 (2) 3:46 (1) 4:24 (25) 3:45 (2)

0:07:25 (5) 0:10:40 (5) 0:14:32 (4) 0:17:59 (2) 0:22:02 (3) 0:25:16 (1) 0:29:14 (2)

7:25 (5) 3:15 (5) 3:52 (3) 3:27 (4) 4:03 (5) 3:14 (2) 3:58 (6)

0:07:17 (3) 0:10:23 (2) 0:14:18 (2) 0:18:02 (4) 0:21:49 (2) 0:25:25 (3) 0:29:30 (3)

7:17 (3) 3:06 (2) 3:55 (5) 3:44 (9) 3:47 (2) 3:36 (6) 4:05 (7)

0:07:40 (12) 0:10:55 (6) 0:14:59 (6) 0:18:10 (5) 0:22:11 (6) 0:25:34 (4) 0:29:31 (4)

7:40 (12) 3:15 (4) 4:04 (7) 3:11 (1) 4:01 (4) 3:23 (3) 3:57 (4)

0:07:35 (10) 0:11:16 (9) 0:14:56 (5) 0:18:13 (6) 0:22:04 (4) 0:25:52 (5) 0:29:37 (5)

7:35 (10) 3:41 (13) 3:40 (1) 3:17 (3) 3:51 (3) 3:48 (9) 3:45 (1)

0:07:19 (4) 0:10:28 (3) 0:14:24 (3) 0:18:01 (3) 0:22:06 (5) 0:25:59 (6) 0:29:48 (6)

7:19 (4) 3:09 (3) 3:56 (6) 3:37 (6) 4:05 (6) 3:53 (11) 3:49 (3)

0:07:26 (7) 0:10:58 (7) 0:15:20 (8) 0:18:53 (7) 0:23:00 (7) 0:26:33 (7) 0:32:02 (7)

7:26 (7) 3:32 (7) 4:22 (8) 3:33 (5) 4:07 (7) 3:33 (4) 5:29 (42)

0:07:01 (1) 0:10:36 (4) 0:15:05 (7) 0:19:11 (8) 0:24:31 (8) 0:27:40 (8) 0:32:27 (8)

7:01 (1) 3:35 (9) 4:29 (12) 4:06 (27) 5:20 (36) 3:09 (1) 4:47 (19)

0:08:08 (17) 0:11:37 (10) 0:16:00 (9) 0:19:59 (9) 0:24:32 (9) 0:28:08 (9) 0:32:47 (9)

8:08 (17) 3:29 (6) 4:23 (9) 3:59 (17) 4:33 (11) 3:36 (5) 4:39 (14)

0:08:27 (22) 0:12:06 (13) 0:16:48 (12) 0:20:27 (10) 0:24:50 (10) 0:28:43 (10) 0:32:52 (10)

8:27 (22) 3:39 (11) 4:42 (19) 3:39 (7) 4:23 (9) 3:53 (10) 4:09 (8)

0:08:50 (30) 0:12:25 (16) 0:17:09 (16) 0:20:52 (12) 0:25:36 (13) 0:29:17 (12) 0:33:39 (11)

8:50 (30) 3:35 (8) 4:44 (21) 3:43 (8) 4:44 (17) 3:41 (7) 4:22 (9)

0:09:03 (35) 0:12:40 (18) 0:17:07 (15) 0:20:54 (13) 0:25:32 (12) 0:29:27 (13) 0:34:24 (12)

9:03 (35) 3:37 (10) 4:27 (10) 3:47 (10) 4:38 (14) 3:55 (13) 4:57 (24)

0:07:26 (6) 0:11:07 (8) 0:16:59 (13) 0:21:03 (14) 0:25:52 (14) 0:30:36 (16) 0:34:33 (13)

7:26 (6) 3:41 (12) 5:52 (54) 4:04 (23) 4:49 (19) 4:44 (38) 3:57 (5)

0:08:35 (26) 0:12:44 (20) 0:17:11 (17) 0:21:10 (15) 0:25:56 (15) 0:29:51 (14) 0:34:37 (14)

8:35 (26) 4:09 (22) 4:27 (11) 3:59 (18) 4:46 (18) 3:55 (14) 4:46 (18)

菊池 正憲 山口 和則 松元 仙一 大山 一男 中園 庄二

14 2054
サザンクロス

0:34:37

山中 一郎 山ヶ城 高幸

石川 大地 福迫 智広 山口 雄生 松岡 貴弘 原口 慎吾

13 2059
湯ノ尾走ろう会

0:34:33

本田 寿雄 原口 大悟

窪 優哉 森上 啓吾 帖地 一勝 上野 翔暉 東 勇斗

12 2001
NPO法人隼人錦江スポーツクラブ

0:34:24

藤井 大樹 椎畑 直樹

中塩 将太 原 研太 川畑 裕亮 山本 洋夢 川上 純司

11 2012
ゴナC

0:33:39

村田 清吾 室屋 健一郎

朝稲 涼二 奈良 和貴 市坪 巧馬 反田 大輔 満尾 章

10 2006
フクロウA

0:32:52

中間 昭太 山口 晃輝

南園 健太 境谷 大輔 有木 健祐 内屋敷 史郎 田中 好明

9 2066
TEAM  BPY

0:32:47

江口 光幸 緒方 宏至

松尾 徹 楠八重 公一 岩元 秀樹 森山 和義 日比 涼

8 2002
日本特殊陶業B

0:32:27

濱田 文也 木之下 克弘

井上 元希 坂本 太陽 坂本 琢 山本 広大 水流 凛太郎

7 2011
ゴナB

0:32:02

山下 亨士 浅野 貴行

冨永 大喜 坂元 和也 田爪 俊一 船間 弘規 川添 謙一

6 2050
霧島市消防局

0:29:48

平嶺 美浩 大古殿 和磨

福迫 誠 新原 大樹 中野 翔麻 吉留 奈菜 末吉 祐太

5 2061
いぶすきスポーツクラブ駅伝教室

0:29:37

中西 巧磨 前田 達也

竪山 満 中満 悟 廣原 瑠美 鈴東 千弘 上平 久志

4 2041
自棄糞(ヤケクソ)

0:29:31

廣原 光弘 寺田 光興

雪丸 恭平 東 拓郎 田之脇 隼人 田原 一樹 飯伏 遥己

3 2027
青戸中陸上部OB

0:29:30

雪丸 雄大 藏元 勇人

山﨑 大輔 永吉 啓悟 濱崎 舜 小牧 慧士 宗岡 万里

2 2008
加治木高校(男子)

0:29:14

豊平 昂佑 藤田 悠生

樋渡 速太 永井 智大 新村 雄星 谷尾 光流 羽田 優基

1 2069
鶴翔陸上クラブ

0:29:03

米澤 拓矢 中原 拓海
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3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録
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通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:08:29 (23) 0:12:30 (17) 0:17:14 (18) 0:21:15 (17) 0:26:10 (16) 0:30:07 (15) 0:34:51 (15)

8:29 (23) 4:01 (18) 4:44 (23) 4:01 (20) 4:55 (22) 3:57 (16) 4:44 (16)

0:07:57 (14) 0:12:01 (12) 0:16:38 (10) 0:20:46 (11) 0:25:26 (11) 0:29:09 (11) 0:35:09 (16)

7:57 (14) 4:04 (19) 4:37 (15) 4:08 (29) 4:40 (16) 3:43 (8) 6:00 (52)

0:08:41 (27) 0:12:49 (23) 0:17:59 (26) 0:22:01 (22) 0:26:28 (17) 0:30:51 (17) 0:35:20 (17)

8:41 (27) 4:08 (20) 5:10 (39) 4:02 (21) 4:27 (10) 4:23 (23) 4:29 (12)

0:08:58 (33) 0:13:08 (29) 0:17:46 (25) 0:21:55 (20) 0:26:47 (21) 0:30:54 (18) 0:35:20 (18)

8:58 (33) 4:10 (24) 4:38 (17) 4:09 (30) 4:52 (20) 4:07 (18) 4:26 (10)

0:07:36 (11) 0:11:52 (11) 0:17:04 (14) 0:21:27 (18) 0:26:30 (18) 0:31:08 (20) 0:35:58 (19)

7:36 (11) 4:16 (29) 5:12 (40) 4:23 (38) 5:03 (29) 4:38 (36) 4:50 (20)

0:08:02 (16) 0:12:52 (25) 0:17:40 (22) 0:21:55 (21) 0:26:54 (23) 0:31:10 (21) 0:36:01 (20)

8:02 (16) 4:50 (46) 4:48 (24) 4:15 (34) 4:59 (26) 4:16 (21) 4:51 (22)

0:09:03 (34) 0:13:39 (36) 0:18:18 (29) 0:22:11 (25) 0:26:48 (22) 0:30:58 (19) 0:36:05 (21)

9:03 (34) 4:36 (40) 4:39 (18) 3:53 (13) 4:37 (13) 4:10 (20) 5:07 (33)

0:07:59 (15) 0:12:09 (14) 0:17:16 (19) 0:21:14 (16) 0:26:32 (19) 0:31:38 (22) 0:36:34 (22)

7:59 (15) 4:10 (23) 5:07 (35) 3:58 (16) 5:18 (34) 5:06 (49) 4:56 (23)

0:08:31 (25) 0:12:45 (21) 0:17:41 (23) 0:22:10 (23) 0:28:00 (28) 0:32:10 (24) 0:36:37 (23)

8:31 (25) 4:14 (27) 4:56 (28) 4:29 (40) 5:50 (51) 4:10 (19) 4:27 (11)

0:07:27 (8) 0:12:43 (19) 0:17:20 (20) 0:22:16 (26) 0:27:11 (24) 0:32:11 (25) 0:37:11 (24)

7:27 (8) 5:16 (62) 4:37 (16) 4:56 (51) 4:55 (24) 5:00 (46) 5:00 (28)

0:08:23 (21) 0:13:09 (30) 0:18:12 (27) 0:22:10 (24) 0:26:45 (20) 0:31:49 (23) 0:37:21 (25)

8:23 (21) 4:46 (43) 5:03 (33) 3:58 (15) 4:35 (12) 5:04 (48) 5:32 (46)

0:09:05 (36) 0:13:24 (34) 0:18:53 (33) 0:23:07 (29) 0:28:02 (29) 0:32:35 (28) 0:37:26 (26)

9:05 (36) 4:19 (31) 5:29 (46) 4:14 (33) 4:55 (23) 4:33 (31) 4:51 (21)

0:08:30 (24) 0:12:56 (27) 0:17:46 (24) 0:22:18 (27) 0:28:14 (31) 0:32:30 (27) 0:37:30 (27)

8:30 (24) 4:26 (36) 4:50 (26) 4:32 (41) 5:56 (54) 4:16 (22) 5:00 (30)

0:10:22 (52) 0:14:21 (40) 0:19:31 (41) 0:23:36 (36) 0:28:29 (34) 0:32:25 (26) 0:37:46 (28)

10:22 (52) 3:59 (16) 5:10 (38) 4:05 (26) 4:53 (21) 3:56 (15) 5:21 (40)

緒方 隼斗 高橋 広樹 坂口 恭兵 鎌木 誠 倉本 晃孝

28 2032
JPサッカー部

0:37:46

長木 清貴 稲葉 響

濵上 晃太 豎道 尚太郎 豎道 兼一 平田 誉 川添 仁

27 2047
TKランナーズ

0:37:30

山下 泰士 田渕 法祐

長野 洋介 加世田 果 川添 広信 中村 槙之介 田中 裕一

26 2045
続スループット

0:37:26

濱畑 秀敏 磯脇 武志

東 翔太 岩元 美緒 米田 隆博 鶴野 文香 篠原 照夫

25 2003
★うぉ～りぃ～ず★

0:37:21

黒江 宥冶 山野 珠美

羽生 和行 長崎 円 倉津 義徳 羽生 美樹 金丸 友和

24 2043
国中陸上2.1年の親じゃ

0:37:11

小倉 千春 宗岡 克英

日高 太樹 小石 高嗣 小石 高裕 井久保 洋幸 久木田 諒太

23 2004
九州タブチ縄文チーム

0:36:37

高山 孝一 仮屋 祐作

大窪 知行 皆川 成行 鎌田 雅樹 中濱 辰哉 齊藤 大我

22 2053
須下倶楽部A

0:36:34

徳留 将也 竹中 律哉

梶原 三希郎 新小田 和 繁昌 豊 瀬戸山 善一 一ノ宮 一浩

21 2040
結いロード こじま

0:36:05

笹原 和隆 上室 健

小林 怜司 吉村 農 川原 蔵之 白土 晋平 永留 慶

20 2018
スポーツ健康科学科

0:36:01

酒井 悠輔 保木 良太

下境田 徳王 久保 充宏 村元 正 廣森 勝也 米元 均

19 2060
湯ノ尾走ろう会 レジェンド

0:35:58

吉永 計一 澤津 寿久

宮崎 貴将 高橋 勇人 廣谷 航成 黒田 鴻介 橋口 定央

18 2010
ゴナA

0:35:20

森岩 寛稀 吉田 圭祐

中村 太一 柴田 匠 森下 悟至 春山 祐紀 脇園 淳生

17 2013
ゴナD

0:35:20

小山 大地 甲山 航平

柳田 五郎丸 本田 孝広 藤本 浩之 池田 祐也 笠毛 静也

16 2038
にゅうろんA

0:35:09

歌野 裕介 村田 克久

有馬 大作 加治 康太朗 山田 龍美 寶 史大 古川 祐二

15 2007
フクロウB

0:34:51

松ノ下 将 末藤 雄二



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:10:12 (47) 0:14:25 (41) 0:19:22 (36) 0:23:15 (32) 0:28:14 (32) 0:32:39 (29) 0:37:49 (29)

10:12 (47) 4:13 (26) 4:57 (29) 3:53 (12) 4:59 (27) 4:25 (26) 5:10 (35)

0:08:51 (31) 0:13:00 (28) 0:19:07 (35) 0:23:12 (31) 0:28:09 (30) 0:32:49 (30) 0:37:55 (30)

8:51 (31) 4:09 (21) 6:07 (59) 4:05 (25) 4:57 (25) 4:40 (37) 5:06 (31)

0:10:37 (57) 0:15:01 (51) 0:19:35 (42) 0:23:35 (35) 0:29:21 (39) 0:33:15 (32) 0:38:00 (31)

10:37 (57) 4:24 (34) 4:34 (14) 4:00 (19) 5:46 (49) 3:54 (12) 4:45 (17)

0:10:04 (44) 0:14:42 (47) 0:19:26 (37) 0:24:03 (42) 0:28:43 (36) 0:33:19 (33) 0:38:00 (32)

10:04 (44) 4:38 (41) 4:44 (22) 4:37 (43) 4:40 (15) 4:36 (35) 4:41 (15)

0:08:22 (20) 0:13:14 (32) 0:18:41 (31) 0:22:44 (28) 0:27:52 (26) 0:33:13 (31) 0:38:29 (33)

8:22 (20) 4:52 (49) 5:27 (44) 4:03 (22) 5:08 (31) 5:21 (52) 5:16 (37)

0:10:41 (58) 0:14:39 (46) 0:20:08 (47) 0:24:04 (43) 0:29:26 (41) 0:33:24 (34) 0:38:30 (34)

10:41 (58) 3:58 (15) 5:29 (47) 3:56 (14) 5:22 (37) 3:58 (17) 5:06 (32)

0:09:28 (38) 0:15:33 (58) 0:20:28 (51) 0:24:34 (47) 0:29:36 (43) 0:34:02 (37) 0:38:32 (35)

9:28 (38) 6:05 (64) 4:55 (27) 4:06 (28) 5:02 (28) 4:26 (27) 4:30 (13)

0:07:46 (13) 0:12:54 (26) 0:16:47 (11) 0:21:44 (19) 0:27:40 (25) 0:33:30 (35) 0:38:59 (36)

7:46 (13) 5:08 (59) 3:53 (4) 4:57 (52) 5:56 (55) 5:50 (59) 5:29 (44)

0:10:15 (49) 0:14:34 (43) 0:19:54 (46) 0:24:36 (48) 0:29:59 (46) 0:34:29 (41) 0:39:26 (37)

10:15 (49) 4:19 (32) 5:20 (41) 4:42 (44) 5:23 (38) 4:30 (28) 4:57 (26)

0:08:14 (18) 0:12:46 (22) 0:18:14 (28) 0:23:11 (30) 0:28:42 (35) 0:34:04 (38) 0:39:37 (38)

8:14 (18) 4:32 (38) 5:28 (45) 4:57 (53) 5:31 (42) 5:22 (53) 5:33 (47)

0:08:47 (28) 0:13:23 (33) 0:19:04 (34) 0:23:17 (33) 0:29:12 (38) 0:33:42 (36) 0:39:54 (39)

8:47 (28) 4:36 (39) 5:41 (50) 4:13 (32) 5:55 (53) 4:30 (29) 6:12 (57)

0:10:22 (51) 0:15:12 (53) 0:20:21 (48) 0:24:11 (44) 0:30:16 (47) 0:34:50 (44) 0:40:19 (40)

10:22 (51) 4:50 (47) 5:09 (36) 3:50 (11) 6:05 (58) 4:34 (32) 5:29 (43)

0:10:10 (46) 0:14:04 (38) 0:19:30 (40) 0:23:39 (38) 0:29:33 (42) 0:34:49 (43) 0:40:25 (41)

10:10 (46) 3:54 (14) 5:26 (43) 4:09 (31) 5:54 (52) 5:16 (51) 5:36 (48)

0:10:27 (54) 0:14:39 (45) 0:19:28 (38) 0:24:23 (46) 0:29:52 (45) 0:34:43 (42) 0:40:27 (42)

10:27 (54) 4:12 (25) 4:49 (25) 4:55 (50) 5:29 (41) 4:51 (41) 5:44 (50)

飯ヶ谷 翔吾 安井 勇磨 竹山 浩平 福田 陽介 平生 志康 稲村 駆

福元 康亮 繁昌 真 朝稲 純次 樋野 美紀子 町田 祐一郎石田 晃一

42 2020
Constructions

0:40:27

西堂園 均

41 2064
北薩建設部GT-A

0:40:25

田中 裕貴

川原 正吾 井料 正貴 橘木 竜一 小倉 孝一 イシダ カズユキ 九万田 伸一

黒木 秋信 横山 浩 長尾 真 木上 幸星 小川 隆志増穂 淳

40 2062
かんりか

0:40:19

池之上 祐太

39 2042
日本特殊陶業A

0:39:54

井上 智博

渡口 晃成 徳永 浩治 高風聞 敬 濱島 慶一 前野 伸一郎 橋本 勝人

白濱 透 井上 衛 村谷 素直 濱山 翔吾 鈴木 航太友納 大誉

38 2052
須下倶楽部C

0:39:37

熊ヶ迫 敦士

37 2017
Sloping shoulders

0:39:26

熊谷 優斗

波留 昌彦 吉留 竜一 吉屋 敬太郎 増崎 隆幸 加藤 貴史

36 2044
国分ジュニア陸上おやじの会

0:38:59

大嵩 司 瀬戸口 祐次

牛込 敏幸 江夏 彪 慶越 仁 吉行 勝哉 北薗 哲也

35 2021
チームマリン

0:38:32

佐多 悦成 宮原 晃

南 隼人 阿部 英孝 田中 秀樹 籠 峻也 持田 利彦

34 2036
FAST

0:38:30

二木 貴史 重野 裕也

栗田 昌幸 小松 克有 坂下 英之 長野 愛菜 西村 好孝

33 2009
Y・S・N

0:38:29

有里 巧 藤元 啓太

相徳 正和 井上 敬太 的場 康之 宮吉 悠樹 榮留 大史

32 2037
くいしんぼう

0:38:00

田頭 博文 石丸 泰

石踊 純 本部 啓多 梅田 樹里 赤塚 健 戸村 将幸

31 2023
九電工霧島営業所

0:38:00

花房 賢佑 大園 公太

神原 廣 津留 晃祐 山本 悠介 坂元 亮太 嶋田 周平

30 2016
ラーチャー戦隊しゃくしあん

0:37:55

宇都 龍介 高坂 涼介

向井 永吉 上久保 優太 松田 健志 山中 恵介 二反田 敬

29 2070
K-BOYS

0:37:49

鎌田 晃輔 宮内 健成



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:08:47 (29) 0:13:34 (35) 0:18:33 (30) 0:23:38 (37) 0:27:57 (27) 0:34:12 (39) 0:40:34 (43)

8:47 (29) 4:47 (44) 4:59 (31) 5:05 (54) 4:19 (8) 6:15 (63) 6:22 (60)

0:09:41 (42) 0:14:47 (48) 0:19:50 (44) 0:24:14 (45) 0:29:46 (44) 0:34:21 (40) 0:40:42 (44)

9:41 (42) 5:06 (57) 5:03 (34) 4:24 (39) 5:32 (44) 4:35 (33) 6:21 (59)

0:09:42 (43) 0:14:58 (49) 0:19:30 (39) 0:23:47 (40) 0:29:22 (40) 0:35:22 (46) 0:40:48 (45)

9:42 (43) 5:16 (61) 4:32 (13) 4:17 (35) 5:35 (45) 6:00 (60) 5:26 (41)

0:10:57 (62) 0:15:27 (57) 0:21:08 (58) 0:25:30 (52) 0:30:38 (49) 0:35:53 (48) 0:40:50 (46)

10:57 (62) 4:30 (37) 5:41 (51) 4:22 (36) 5:08 (30) 5:15 (50) 4:57 (25)

0:09:17 (37) 0:14:12 (39) 0:19:42 (43) 0:25:11 (50) 0:30:42 (50) 0:36:09 (52) 0:41:08 (47)

9:17 (37) 4:55 (51) 5:30 (48) 5:29 (58) 5:31 (43) 5:27 (55) 4:59 (27)

0:08:52 (32) 0:12:51 (24) 0:18:47 (32) 0:23:41 (39) 0:28:57 (37) 0:35:06 (45) 0:41:09 (48)

8:52 (32) 3:59 (17) 5:56 (58) 4:54 (49) 5:16 (33) 6:09 (62) 6:03 (54)

0:07:28 (9) 0:12:22 (15) 0:17:31 (21) 0:23:17 (34) 0:28:26 (33) 0:36:17 (54) 0:41:17 (49)

7:28 (9) 4:54 (50) 5:09 (37) 5:46 (63) 5:09 (32) 7:51 (65) 5:00 (29)

0:10:43 (59) 0:15:43 (60) 0:20:41 (54) 0:26:10 (56) 0:31:30 (54) 0:36:02 (50) 0:41:22 (50)

10:43 (59) 5:00 (55) 4:58 (30) 5:29 (57) 5:20 (35) 4:32 (30) 5:20 (38)

0:09:38 (40) 0:14:03 (37) 0:20:24 (49) 0:25:07 (49) 0:30:35 (48) 0:35:34 (47) 0:41:26 (51)

9:38 (40) 4:25 (35) 6:21 (61) 4:43 (45) 5:28 (40) 4:59 (45) 5:52 (51)

0:09:40 (41) 0:14:36 (44) 0:20:31 (52) 0:25:44 (53) 0:31:32 (55) 0:36:24 (55) 0:41:33 (52)

9:40 (41) 4:56 (52) 5:55 (56) 5:13 (56) 5:48 (50) 4:52 (42) 5:09 (34)

0:10:23 (53) 0:15:23 (56) 0:20:26 (50) 0:25:13 (51) 0:31:17 (52) 0:36:08 (51) 0:42:26 (53)

10:23 (53) 5:00 (54) 5:03 (32) 4:47 (47) 6:04 (57) 4:51 (40) 6:18 (58)

0:08:19 (19) 0:13:11 (31) 0:20:39 (53) 0:26:43 (59) 0:32:25 (57) 0:37:22 (57) 0:42:35 (54)

8:19 (19) 4:52 (48) 7:28 (64) 6:04 (64) 5:42 (48) 4:57 (44) 5:13 (36)

0:10:59 (63) 0:15:15 (54) 0:21:02 (57) 0:25:52 (54) 0:31:19 (53) 0:35:54 (49) 0:42:40 (55)

10:59 (63) 4:16 (28) 5:47 (53) 4:50 (48) 5:27 (39) 4:35 (34) 6:46 (62)

0:10:12 (48) 0:15:08 (52) 0:19:51 (45) 0:23:55 (41) 0:30:43 (51) 0:36:16 (53) 0:42:58 (56)

10:12 (48) 4:56 (53) 4:43 (20) 4:04 (24) 6:48 (64) 5:33 (58) 6:42 (61)

中馬 大輝 小出水 基貴 徳重 孝樹 古謝 渉 原口 英明 立和田 祐斗

徳永 智明 樋之口 隆志 光永 誠 横手 浩二郎 武安 雅之尾川 満

56 2005
九州タブチAチーム

0:42:58

池田 光太郎

55 2055
まいぶんランナーズA

0:42:40

丸野 将輝

徳吉 秋夫 中馬 孝尚 永山 作二 海江田 弘 竹内 初夫 村田 克久

瀧 健斗 松本 旭人 泉 洋一 種岡 翔吾 本間 敬一郎木村 貴博

54 2058
みぞべ走ろう会

0:42:35

戸田 創

53 2039
にゅうろんB

0:42:26

中西 祐貴

下園 伸一 黒川 輪平 黒木 英明 大薗 昌吾 朝倉 正二 上大田 孝成

枦木 琢磨 上坊 義文 田中 靖広 森 浩一郎 森 和之樋口 雅彦

52 2022
チームオーシャン

0:41:33

山口 大輝

51 2026
旧あいら駅伝部

0:41:26

奥野 亮介

永里 信也 伊藤 翼 木元 修一 荒田 智 川上 英明 渡辺 裕太

柳田 樹龍 川野 成昭 木場 智也 安木 大志郎 有馬 和哉川崎 裕樹

50 2067
九電霧島配電事業所

0:41:22

吉田 継弥

49 2028
あおいとり

0:41:17

小松 福幸

中村 浩一 日高 一寛 溝口 正一 岸良 洋平 本村 和代 瀬脇 浩文

鮫島 徳幸 冨永 克弘 木下 明 矢野 謙二 川野 聖也南 勝昭

48 2035
菱刈中学校保護者

0:41:09

山元 信一

47 2049
大井病院 TEAM男気

0:41:08

田中 靖知

福島 大輔 西村 勇志 上水流 翼 森 昭彦 福永 勝也 福留 智博

久保薗 利秀 黒丸 直樹 松下 正和 馬場 渚 眞邉 武志立元 聡

46 2024
ヒラシマ・ミナミ

0:40:50

長迫 拓弥

45 2065
北薩建設部GT-B

0:40:48

吉留 嗣拡

壱﨑 雄二 岩切 真二 犬童 国太 楠元 裕行 小谷 明宏 諸岡 慎也

後藤 弘英 中薗 敏浩 隈田原 信 光桑野 忠久 赤崎 友哉石塚 正満

44 2063
九十九会

0:40:42

岩切 颯汰

43 2051
九電霧島営業所

0:40:34

秋山 泰弘



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:10:56 (61) 0:15:44 (61) 0:22:17 (63) 0:27:03 (62) 0:32:40 (60) 0:37:42 (58) 0:43:44 (57)

10:56 (61) 4:48 (45) 6:33 (63) 4:46 (46) 5:37 (46) 5:02 (47) 6:02 (53)

0:10:36 (56) 0:14:58 (50) 0:21:10 (59) 0:26:50 (60) 0:33:54 (63) 0:38:18 (60) 0:44:01 (58)

10:36 (56) 4:22 (33) 6:12 (60) 5:40 (62) 7:04 (65) 4:24 (24) 5:43 (49)

0:10:08 (45) 0:14:26 (42) 0:20:59 (55) 0:27:05 (63) 0:33:13 (62) 0:38:45 (61) 0:44:17 (59)

10:08 (45) 4:18 (30) 6:33 (62) 6:06 (65) 6:08 (59) 5:32 (56) 5:32 (45)

0:10:50 (60) 0:15:51 (62) 0:21:25 (61) 0:26:59 (61) 0:32:37 (59) 0:38:10 (59) 0:44:20 (60)

10:50 (60) 5:01 (56) 5:34 (49) 5:34 (61) 5:38 (47) 5:33 (57) 6:10 (56)

0:11:05 (64) 0:16:18 (64) 0:22:10 (62) 0:26:33 (58) 0:32:58 (61) 0:39:07 (63) 0:44:28 (61)

11:05 (64) 5:13 (60) 5:52 (55) 4:23 (37) 6:25 (60) 6:09 (61) 5:21 (39)

0:10:35 (55) 0:15:17 (55) 0:21:00 (56) 0:26:10 (57) 0:32:11 (56) 0:37:06 (56) 0:44:37 (62)

10:35 (55) 4:42 (42) 5:43 (52) 5:10 (55) 6:01 (56) 4:55 (43) 7:31 (65)

0:10:21 (50) 0:16:01 (63) 0:21:23 (60) 0:25:59 (55) 0:32:31 (58) 0:38:59 (62) 0:45:08 (63)

10:21 (50) 5:40 (63) 5:22 (42) 4:36 (42) 6:32 (63) 6:28 (64) 6:09 (55)

0:13:08 (65) 0:18:16 (65) 0:24:11 (64) 0:29:40 (64) 0:36:07 (64) 0:40:54 (64) 0:47:44 (64)

13:08 (65) 5:08 (58) 5:55 (57) 5:29 (59) 6:27 (61) 4:47 (39) 6:50 (63)

0:09:29 (39) 0:15:38 (59) 0:24:22 (65) 0:29:55 (65) 0:36:26 (65) 0:41:51 (65) 0:49:13 (65)

9:29 (39) 6:09 (65) 8:44 (65) 5:33 (60) 6:31 (62) 5:25 (54) 7:22 (64)

泊 真一郎 岩川 貴志 奥崎 真 山田 知寛 榮 一歩 青井 俊輔

相牟田 崇 宮本 康章 有馬 誠 平井 聖人 新井 健吾長野 寛人

DNS 2031
モグラーズC

間手野 秀将

DNS 2030
モグラーズB

川野 敏也

沖田 晃司 入口 福也 堅持 亮二 宮之前 勇斗 中村 侑也 京保 良紘

坂本 琢 水流 凜太郎 坂本 太陽 松永 凌馬 森岩 寛稀西村 渉

DNS 2029
モグラーズA

難波 太輝

DNS 2015
陸上愛好会GONA×2

川上 純司

本田 裕貴 栫 尚敬 杉野 裕次郎 吉岡 一樹 塩田 将久 藤村 裕

関原 亮 弓場 圭那子 上鍋 祐二 塚原 兼太 飯牟禮 敏宣鎌下 康成

DNS 2014
蚊取線香

野口 佳祐

65 2046
チーム つかP

0:49:13

荒武 友輝

奥薗 達也 諏訪下 大紀 松元 勇 片野田 拓洋 戸田 洋一 福元 一也

海老原 利之 田島 正啓 上和田 博也 瀧聞 康子 内 達朗原田 美朗

64 2019
清流会

0:47:44

樋口 智彬

63 2048
うっちゃん

0:45:08

東 智洋

石塚 政博 新納 誠朗 迫間 一雄 永里 浩信 渕上 勇輝 吉松 哲朗

川畑 貴之 原田 幸男 加納 和朗 鶴田 千恵 内藤 哉良渡邉 敏晴

62 2057
チーム「文也」

0:44:37

鳥巣 文也

61 2025
ロードファイター9910

0:44:28

園田 達也

瀧 光夫 木之下 正一 山下 孝夫 伊集院 国博 藤脇 直己 瀧 光夫

宮之前 敏 里 睦子 唐鎌 賢一郎 塩屋 一成 肥後 健裕西 和樹

60 2056
西駅豚太郎

0:44:20

下豊留 基

59 2034
ゲゲゲの下衆い道

0:44:17

安田 善郎

肥後 健裕 壱岐 幸一郎 椎葉 あゆみ 本仮屋 浩治 安田 善郎 赤塚 裕樹

森田 浩二 小林 慎哉 内村 駿介 志賀 卓也 渡辺 隆太中原 卓也

58 2033
ゲゲゲの下衆い道B

0:44:01

笹峯 毅志

57 2072
ヒラシマ・キタ

0:43:44

村上 星也



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

田口 悦次 家村 毅 江田 光和 牧之角 寛 秋葉 久治 漆島 久志

神之門 英樹 下園 宏昭 有馬 貞義 小園 和仁 折田 政樹小園 秀作

DNS 2071
ランナー＠日置

冨山 雅之

DNS 2068
ランナーズLOW

窪 浩一



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般女子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:08:57 (1) 0:13:00 (1) 0:17:49 (1) 0:22:13 (1) 0:26:55 (1) 0:31:40 (1) 0:37:02 (1)

8:57 (1) 4:03 (1) 4:49 (1) 4:24 (1) 4:42 (1) 4:45 (2) 5:22 (2)

0:11:24 (2) 0:16:56 (2) 0:22:11 (2) 0:27:07 (2) 0:32:29 (2) 0:36:54 (2) 0:41:59 (2)

11:24 (2) 5:32 (2) 5:15 (2) 4:56 (2) 5:22 (2) 4:25 (1) 5:05 (1)

阿比留 綾香

2 3002
陸上愛好会GONA×2

0:41:59

東別府 希 田添 英理

高瀬 歩 山口 優萌 大平 沙由希 野村 歩未

梶原 由絵 木山 志栞 金子 遥 有田 百花

前田 唯羽

1 3001
加治木高校(女子)

0:37:02

大津 雛乃 濵田 向日葵

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区2区

氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:07:30 (5) 0:11:24 (2) 0:15:25 (3) 0:19:34 (2) 0:23:54 (2) 0:28:24 (2) 0:32:16 (1)

7:30 (5) 3:54 (5) 4:01 (2) 4:09 (4) 4:20 (4) 4:30 (9) 3:52 (1)

0:07:18 (4) 0:11:28 (3) 0:15:24 (2) 0:19:52 (3) 0:23:49 (1) 0:28:13 (1) 0:32:30 (2)

7:18 (4) 4:10 (8) 3:56 (1) 4:28 (6) 3:57 (2) 4:24 (5) 4:17 (5)

0:08:58 (19) 0:13:05 (10) 0:17:22 (8) 0:21:15 (4) 0:25:42 (5) 0:29:35 (3) 0:34:18 (3)

8:58 (19) 4:07 (7) 4:17 (6) 3:53 (3) 4:27 (7) 3:53 (1) 4:43 (7)

0:07:06 (2) 0:11:29 (4) 0:16:12 (5) 0:21:30 (5) 0:25:24 (3) 0:30:03 (4) 0:34:19 (4)

7:06 (2) 4:23 (10) 4:43 (12) 5:18 (26) 3:54 (1) 4:39 (11) 4:16 (4)

0:07:04 (1) 0:10:26 (1) 0:14:47 (1) 0:19:03 (1) 0:25:32 (4) 0:30:20 (5) 0:34:27 (5)

7:04 (1) 3:22 (1) 4:21 (7) 4:16 (5) 6:29 (39) 4:48 (15) 4:07 (2)

0:08:54 (18) 0:12:47 (7) 0:17:01 (6) 0:21:39 (7) 0:25:58 (6) 0:31:31 (7) 0:35:46 (6)

8:54 (18) 3:53 (4) 4:14 (5) 4:38 (8) 4:19 (3) 5:33 (27) 4:15 (3)

0:08:40 (14) 0:13:01 (9) 0:17:03 (7) 0:21:41 (8) 0:26:08 (7) 0:30:48 (6) 0:36:04 (7)

8:40 (14) 4:21 (9) 4:02 (3) 4:38 (9) 4:27 (6) 4:40 (12) 5:16 (18)

0:09:23 (24) 0:13:28 (14) 0:18:20 (11) 0:22:58 (11) 0:28:06 (11) 0:32:35 (10) 0:37:39 (8)

9:23 (24) 4:05 (6) 4:52 (14) 4:38 (10) 5:08 (16) 4:29 (8) 5:04 (14)

0:07:47 (6) 0:11:35 (5) 0:16:01 (4) 0:21:33 (6) 0:26:26 (8) 0:32:20 (8) 0:38:01 (9)

7:47 (6) 3:48 (3) 4:26 (9) 5:32 (28) 4:53 (12) 5:54 (32) 5:41 (26)

0:08:37 (12) 0:12:02 (6) 0:17:31 (9) 0:22:48 (10) 0:27:13 (9) 0:32:22 (9) 0:39:16 (10)

8:37 (12) 3:25 (2) 5:29 (28) 5:17 (24) 4:25 (5) 5:09 (17) 6:54 (40)

0:08:38 (13) 0:14:23 (19) 0:20:45 (31) 0:24:37 (18) 0:30:13 (16) 0:34:19 (12) 0:39:48 (11)

8:38 (13) 5:45 (33) 6:22 (41) 3:52 (2) 5:36 (25) 4:06 (3) 5:29 (22)

0:07:50 (7) 0:13:06 (11) 0:18:12 (10) 0:23:03 (12) 0:28:03 (10) 0:33:30 (11) 0:40:03 (12)

7:50 (7) 5:16 (24) 5:06 (19) 4:51 (14) 5:00 (13) 5:27 (25) 6:33 (36)

0:09:29 (26) 0:14:56 (25) 0:19:58 (24) 0:25:33 (25) 0:30:11 (15) 0:35:25 (18) 0:40:13 (13)

9:29 (26) 5:27 (26) 5:02 (17) 5:35 (30) 4:38 (9) 5:14 (18) 4:48 (10)

0:09:31 (27) 0:15:11 (29) 0:19:42 (20) 0:24:35 (17) 0:29:13 (13) 0:35:47 (20) 0:40:30 (14)

9:31 (27) 5:40 (32) 4:31 (10) 4:53 (15) 4:38 (10) 6:34 (43) 4:43 (8)

上坊 志穂 福田 魁星 重久 恵 内田 隼希 加治屋 友理恵 松尾 将平

原 仁彦 太刀川 由真 瀬戸口 洋平嵜永 幸恵 北之園 裕子 伴 和磨

14 4047
ウォークキャンプ駅伝部OBチーム

0:40:30

別府 航平

13 4007
縄文戦隊弥生レンジャー

0:40:13

下野 真澄

肱岡 圭子 椛山 道明 矢嶋 空 肱岡 敦 矢嶋 美穂 諏訪 雅樹

川野 明由香 塩満 茜 宝楽 リサ有留 小百合 若松 祐司 中薗 貴行

12 4046
大口東SRC

0:40:03

矢嶋 秀明

11 4048
国分中陸上部OB ～蘇れ青春～

0:39:48

倉山 侑也

伊比 隆輔 若杉 康平 眞方 智美 小屋松 みすず 川畑 深怜 川岡 勇太

瀬戸口 愁 脇田 千妃呂 新森 美佐子瀬戸口 凌 瀬戸口 紀子 新森 真優

10 4013
走ヶ丘E

0:39:16

中村 薫乃

9 4034
のりちゃんず

0:38:01

新森 大志

安部 さくら 和田 志朗 平田 望 横山 優里 高橋 孝太朗 平田 俊輔

西村 富美佳 山田 あかり 永野 貴子小平 万瑠美 濱崎 綾香 安永 はるか

8 4031
TEAMさくら

0:37:39

横山 翼

7 4005
ゴナE

0:36:04

椎葉 浩貴

上之園 迅 古里 竜廣 斉藤 桜優 上原 祥輝 西田 吏雛 永里 航平

木村 校輝 黒木 まりん 田中 みゆき川原林 廉 狩行 希帆 勘場 俊也

6 4027
伊中OB

0:35:46

中尾 紗菜

5 4004
帰ってきた原始マン

0:34:27

下玉利 祐志

生田 つばさ 東永 和樹 山崎 愛未 野崎 健人 別當 灯 中段 大輝

丸野 順輝 香川 美月 新福 庸生上村 怜 飯干 凌成 和田 拓朗

4 4018
愛未!

0:34:19

高田 真樹

3 4030
TEAMみづき

0:34:18

久保田 楓

夏山 祥恵 大丸 翔 重信 香澄 末満 博也徳田 誠也

山崎 隆 下平 夏恵 小倉 和広

2 4044
S南OB・OG

0:32:30

吉留 悠介 松枝 未代

1 4040 0:32:16
S&TアスリートクラブA

久徳 直弘 榊?なるみ 橋之口 滝一 本村 鯉恵

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:09:14 (23) 0:14:04 (16) 0:20:33 (29) 0:25:29 (23) 0:30:32 (19) 0:34:58 (16) 0:40:49 (15)

9:14 (23) 4:50 (15) 6:29 (42) 4:56 (16) 5:03 (14) 4:26 (6) 5:51 (29)

0:08:15 (9) 0:13:08 (12) 0:19:07 (16) 0:24:34 (16) 0:29:09 (12) 0:34:29 (13) 0:40:51 (16)

8:15 (9) 4:53 (17) 5:59 (34) 5:27 (27) 4:35 (8) 5:20 (22) 6:22 (35)

0:10:10 (36) 0:15:21 (30) 0:20:31 (28) 0:25:46 (26) 0:31:35 (26) 0:36:03 (21) 0:41:03 (17)

10:10 (36) 5:11 (22) 5:10 (21) 5:15 (23) 5:49 (27) 4:28 (7) 5:00 (12)

0:07:15 (3) 0:14:50 (24) 0:18:58 (14) 0:22:40 (9) 0:29:52 (14) 0:35:29 (19) 0:41:07 (18)

7:15 (3) 7:35 (46) 4:08 (4) 3:42 (1) 7:12 (43) 5:37 (28) 5:38 (25)

0:08:47 (16) 0:14:38 (22) 0:20:01 (25) 0:26:07 (28) 0:30:54 (22) 0:36:11 (22) 0:41:22 (19)

8:47 (16) 5:51 (36) 5:23 (26) 6:06 (37) 4:47 (11) 5:17 (20) 5:11 (16)

0:07:50 (8) 0:12:56 (8) 0:18:43 (12) 0:25:20 (21) 0:30:38 (20) 0:36:35 (24) 0:41:28 (20)

7:50 (8) 5:06 (21) 5:47 (29) 6:37 (45) 5:18 (20) 5:57 (33) 4:53 (11)

0:08:28 (10) 0:14:25 (20) 0:19:24 (17) 0:24:24 (15) 0:30:31 (17) 0:34:49 (14) 0:41:28 (21)

8:28 (10) 5:57 (39) 4:59 (16) 5:00 (19) 6:07 (34) 4:18 (4) 6:39 (37)

0:09:28 (25) 0:14:14 (18) 0:18:52 (13) 0:24:05 (13) 0:30:50 (21) 0:34:49 (15) 0:42:13 (22)

9:28 (25) 4:46 (12) 4:38 (11) 5:13 (22) 6:45 (41) 3:59 (2) 7:24 (43)

0:09:00 (20) 0:14:05 (17) 0:19:02 (15) 0:25:21 (22) 0:31:28 (25) 0:37:10 (26) 0:42:17 (23)

9:00 (20) 5:05 (20) 4:57 (15) 6:19 (41) 6:07 (33) 5:42 (30) 5:07 (15)

0:10:09 (35) 0:14:56 (26) 0:20:17 (27) 0:26:29 (31) 0:32:03 (29) 0:37:35 (29) 0:42:17 (24)

10:09 (35) 4:47 (13) 5:21 (25) 6:12 (39) 5:34 (23) 5:32 (26) 4:42 (6)

0:08:43 (15) 0:14:32 (21) 0:19:40 (19) 0:24:23 (14) 0:30:31 (18) 0:35:14 (17) 0:42:39 (25)

8:43 (15) 5:49 (35) 5:08 (20) 4:43 (11) 6:08 (35) 4:43 (13) 7:25 (44)

0:10:17 (38) 0:15:37 (36) 0:20:39 (30) 0:26:39 (32) 0:31:54 (28) 0:37:14 (28) 0:42:51 (26)

10:17 (38) 5:20 (25) 5:02 (18) 6:00 (34) 5:15 (18) 5:20 (21) 5:37 (24)

0:09:08 (22) 0:14:45 (23) 0:19:56 (23) 0:25:48 (27) 0:32:16 (31) 0:37:07 (25) 0:43:01 (27)

9:08 (22) 5:37 (31) 5:11 (22) 5:52 (33) 6:28 (38) 4:51 (16) 5:54 (30)

0:09:38 (29) 0:15:08 (28) 0:19:53 (22) 0:25:11 (20) 0:31:25 (24) 0:37:12 (27) 0:43:17 (28)

9:38 (29) 5:30 (28) 4:45 (13) 5:18 (25) 6:14 (36) 5:47 (31) 6:05 (31)

稲田 真弓 勅使川原 誉 高田 園子 黒木 陽介 高山 真理 日比 幸紀

要 充洋 大山 真理子 山口 真吾山中 麻美 上野 憲一郎 高橋 弥生

28 4025
海津市役所駅伝部

0:43:17

高木 昭久

27 4042
スマイリーマモあい2016

0:43:01

京田 圭一郎

隈元 由美子 指宿 浩 黒木 裕子 森 正博 中園 理絵 馬場 修身

岩田 大輝 橋本 有華 原口 朋子尾山 琴海 森 拓馬 佐藤 成美

26 4026
帖佐中駅伝魂

0:42:51

中園 隆男

25 4015
走ヶ丘G

0:42:39

徳満 聖奈

鳥越 千可 中川路 けい 井上 祐里 山本 泰平 藤本 桂奈枝 松武 紘生

谷末 武人 佐々木 麻結 福島 蓉子丹野 美咲 田口 万由子 塩田 将久

24 4008
チーム松茸

0:42:17

松竹 祥吾

23 4006
センスプ愛好会

0:42:17

竹下 徹

桑山 仁志 吉田 奈都美 川原 裕史 西 晴香 武元 麻貴 西田 祐一朗

東 隆大 吉元 秋穂 田中 理沙松田 大樹 長野 大悟 中薗 麻衣

22 4010
走ヶ丘B

0:42:13

浅尾 璃沙

21 4011
走ヶ丘C

0:41:28

富安 彩香

松元 陸 豊増 綾香 村山 ちひろ 平井 有紀 小川 樹里 留岡 史樹

田代 秀達 石田 和歌子 山村 理野村 香菜子 田嶋 優歩 有村 春彦

20 4016
走ヶ丘H

0:41:28

椎屋 直人

19 4024
重富小学校

0:41:22

前田 竜丞

井川 伸子 王子野 大志 中村 省太 篠宮 紗也加 川畑 幸士郎 出手原 円香

藤安 香 佐々木 一美 鮫島 宗人前田 富士子 吉原 美代子 曽山 福太郎

18 4043
TRDランナーズ

0:41:07

井川 寛士

17 4041
S&TアスリートクラブB

0:41:03

日野 慎介

岩田 航右 田原 里奈 須藤 彩香 大田 篤 松嵜 未侑 鶴田 絢子

時岡 玲子 西野 高悠 市田 泰海石丸 夏姫 松木 義幸 押川 美鈴

16 4017
走ヶ丘I

0:40:51

宇都 寛高

15 4012
走ヶ丘D

0:40:49

福永 みなみ



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:09:47 (30) 0:16:59 (43) 0:22:49 (39) 0:27:54 (38) 0:33:55 (39) 0:38:31 (31) 0:43:53 (29)

9:47 (30) 7:12 (45) 5:50 (30) 5:05 (21) 6:01 (30) 4:36 (10) 5:22 (20)

0:10:04 (33) 0:15:31 (34) 0:20:48 (32) 0:27:16 (35) 0:33:13 (36) 0:38:35 (32) 0:43:53 (30)

10:04 (33) 5:27 (27) 5:17 (24) 6:28 (43) 5:57 (29) 5:22 (23) 5:18 (19)

0:08:32 (11) 0:13:21 (13) 0:19:30 (18) 0:25:32 (24) 0:31:15 (23) 0:37:46 (30) 0:44:06 (31)

8:32 (11) 4:49 (14) 6:09 (37) 6:02 (35) 5:43 (26) 6:31 (40) 6:20 (34)

0:10:12 (37) 0:15:24 (32) 0:19:48 (21) 0:27:25 (36) 0:32:31 (33) 0:38:46 (34) 0:44:09 (32)

10:12 (37) 5:12 (23) 4:24 (8) 7:37 (46) 5:06 (15) 6:15 (39) 5:23 (21)

0:10:09 (34) 0:16:00 (41) 0:21:24 (36) 0:26:59 (34) 0:32:30 (32) 0:39:02 (35) 0:44:35 (33)

10:09 (34) 5:51 (37) 5:24 (27) 5:35 (32) 5:31 (22) 6:32 (42) 5:33 (23)

0:09:07 (21) 0:13:42 (15) 0:20:04 (26) 0:24:49 (19) 0:31:47 (27) 0:36:32 (23) 0:44:38 (34)

9:07 (21) 4:35 (11) 6:22 (40) 4:45 (12) 6:58 (42) 4:45 (14) 8:06 (45)

0:10:30 (40) 0:15:21 (31) 0:21:22 (35) 0:26:55 (33) 0:33:29 (37) 0:40:10 (40) 0:44:55 (35)

10:30 (40) 4:51 (16) 6:01 (35) 5:33 (29) 6:34 (40) 6:41 (45) 4:45 (9)

0:08:52 (17) 0:15:02 (27) 0:20:54 (33) 0:26:29 (30) 0:32:04 (30) 0:38:43 (33) 0:44:56 (36)

8:52 (17) 6:10 (41) 5:52 (33) 5:35 (31) 5:35 (24) 6:39 (44) 6:13 (33)

0:10:26 (39) 0:15:59 (40) 0:21:12 (34) 0:27:34 (37) 0:33:59 (40) 0:39:14 (37) 0:45:21 (37)

10:26 (39) 5:33 (29) 5:13 (23) 6:22 (42) 6:25 (37) 5:15 (19) 6:07 (32)

0:10:53 (43) 0:15:48 (39) 0:23:22 (41) 0:28:19 (41) 0:34:22 (41) 0:40:27 (41) 0:45:41 (38)

10:53 (43) 4:55 (18) 7:34 (43) 4:57 (17) 6:03 (32) 6:05 (35) 5:14 (17)

0:10:39 (42) 0:15:41 (37) 0:23:21 (40) 0:27:56 (40) 0:33:09 (34) 0:39:13 (36) 0:46:16 (39)

10:39 (42) 5:02 (19) 7:40 (44) 4:35 (7) 5:13 (17) 6:04 (34) 7:03 (41)

0:09:31 (28) 0:15:25 (33) 0:21:36 (38) 0:26:25 (29) 0:33:42 (38) 0:39:48 (39) 0:46:29 (40)

9:31 (28) 5:54 (38) 6:11 (38) 4:49 (13) 7:17 (44) 6:06 (37) 6:41 (38)

0:10:01 (31) 0:15:34 (35) 0:21:25 (37) 0:27:55 (39) 0:33:11 (35) 0:39:20 (38) 0:46:32 (41)

10:01 (31) 5:33 (30) 5:51 (32) 6:30 (44) 5:16 (19) 6:09 (38) 7:12 (42)

0:11:11 (45) 0:18:22 (45) 0:24:12 (43) 0:29:16 (42) 0:35:17 (42) 0:40:56 (42) 0:46:41 (42)

11:11 (45) 7:11 (44) 5:50 (31) 5:04 (20) 6:01 (31) 5:39 (29) 5:45 (28)

境田 剛人 瀬口 真結 中澤 希望

4001
シャトル国分B

0:44:56

平田 巧磨 上江州 あおい

池田 光輝 西水流 由貴 中原 珠彩樹 坂口 法洋

木之下 音子 木之下 昌子 瀧 光男

上田 慶 上田 孝則

木之下 一平

42 4045

児玉 絵梨 益永 秀一 福添 祐子 本車田 峻 本車田 沙織

伊集院 国博 平野 りん子

鎌田 智治 瀬戸口 和子 濱田 修 川原 美紀 川原 俊郎

岸良 寧王 小山 綾乃 田中 裕仁 長ヶ原 凛 中澤 明美

竹下 直樹 篠原 早世 増田 誠 久保 凪沙 井尻 幸成

野村 佳奈

西 博幸

中澤 良太

40 4002
シャトル国分C

0:46:29

岸良 臣郎

39 4039
Kirishima Ortho challenｇing club C

味処　正ちゃん
0:46:41

木之下 正一

41 4029
国中陸上保護者会3年

0:46:32

松田 祐二 松田 理絵子

加瀬 綾 加瀬 香織 神村 正憲 西村 美穂 菊川 渉

0:46:16

田河 久苗 榊間 春利

眞方 麻衣子 妹尾 祥史 大屋 良重 池田 大 東芦谷 薫

立石 綾 加藤 まき 徳留 彩 畑中 翔也 橋村 英治

0:45:41

松元 弘二

0:45:21

溝上 多喜二 小平 愛美

0:44:38

33 4028
国分SSS育成会

0:44:35

菊川 渉 甲斐 章子

38 4020
テクノ・B

37 4035
須下倶楽部B

34 4003
きたあああず

中村 裕樹 角田 真一郎

35 4019
テクノ・A

0:44:55

南 健二 末吉 幸子

36

吉崎 大樹 吉松 加保里 東 信亮 谷口 かな 福元 勇輝

32 4021
隼人温泉病院

0:44:09

東村 直輝 黒木 里佳

東 貞行 田代 侑馬野田 ありさ

30 4009
走ヶ丘A

0:43:53

松下 ももこ

増田 光希 森山 倫早 永江 健太郎 野首 夢生 原 悠平

31 4014
走ヶ丘F

0:44:06

中山 ひかり 伊藤 貴祥

29 4032
九州タブチBチーム

0:43:53

竹内 亮太 福留 有貴

岩崎 健汰 塘 美佳子 勝久 美菜子

外種子田 玲那 川畑 皓司今朝戸 祐樹 東 琴乃 大久保 哲也



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 一般混成

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:10:34 (41) 0:16:32 (42) 0:24:20 (44) 0:30:37 (45) 0:35:59 (43) 0:42:31 (43) 0:47:34 (43)

10:34 (41) 5:58 (40) 7:48 (45) 6:17 (40) 5:22 (21) 6:32 (41) 5:03 (13)

0:14:16 (46) 0:20:44 (46) 0:27:05 (46) 0:33:11 (46) 0:39:04 (46) 0:44:26 (46) 0:50:09 (44)

14:16 (46) 6:28 (42) 6:21 (39) 6:06 (38) 5:53 (28) 5:22 (24) 5:43 (27)

0:11:07 (44) 0:17:46 (44) 0:23:49 (42) 0:29:52 (44) 0:37:32 (45) 0:44:22 (45) 0:51:10 (45)

11:07 (44) 6:39 (43) 6:03 (36) 6:03 (36) 7:40 (46) 6:50 (46) 6:48 (39)

0:10:01 (32) 0:15:47 (38) 0:24:37 (45) 0:29:37 (43) 0:37:14 (44) 0:43:20 (44) 0:53:13 (46)

10:01 (32) 5:46 (34) 8:50 (46) 5:00 (18) 7:37 (45) 6:06 (36) 9:53 (46)

穂森 美紀 東 美沙 宮崎 雅司 高田 聖也 田丸 智章 前田 純子

川床 智文 山口 留美子 濵田 賢 荒木 一枝 古市 悠樹土井 敬子

福森 典子 吉元 明奈 加治木 百代 西原 愛梨奈 藤川 寿史 小西 さつき

DNS 4038
Kirishima Ortho challenｇing club B

藤崎 友輝

DNS 4022
迷走隊

東 研太郎

46 4037
Kirishima Ortho challenｇing club A

0:53:13

橋上 里望

45 4036
まいぶんランナーズB

西野 元勝 新屋敷 久美子 稲垣 友裕 大坪 啓子 平木場 秀男

山内 広展 金野 彰子 西川 彰 堀之内 有里 武 亮介

西田 いずみ 德田 怜美 山中 広行 山下 真里奈 竹迫 宏晃

43 4023
上野原縄文の森

0:47:34

中濱 陽平 森田 愛

0:51:10

藤島 伸一郎 関 明恵

西川 純子

44 4033
FMきりしま これでも走ってます!!

0:50:09

柿木田 惣



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:08:09 (7) 0:11:31 (4) 0:15:38 (3) 0:19:15 (3) 0:23:25 (2) 0:26:47 (1) 0:30:45 (1)

8:09 (7) 3:22 (1) 4:07 (1) 3:37 (2) 4:10 (1) 3:22 (1) 3:58 (1)

0:07:18 (1) 0:10:55 (1) 0:15:04 (1) 0:18:47 (1) 0:23:02 (1) 0:26:48 (2) 0:30:52 (2)

7:18 (1) 3:37 (7) 4:09 (3) 3:43 (6) 4:15 (2) 3:46 (3) 4:04 (2)

0:07:25 (2) 0:10:56 (2) 0:15:04 (2) 0:19:02 (2) 0:23:38 (3) 0:28:13 (3) 0:32:48 (3)

7:25 (2) 3:31 (3) 4:08 (2) 3:58 (9) 4:36 (6) 4:35 (13) 4:35 (11)

0:07:58 (4) 0:11:34 (5) 0:16:06 (5) 0:19:42 (4) 0:24:19 (4) 0:28:39 (5) 0:33:06 (4)

7:58 (4) 3:36 (6) 4:32 (10) 3:36 (1) 4:37 (9) 4:20 (11) 4:27 (7)

0:08:05 (5) 0:11:39 (6) 0:16:02 (4) 0:20:01 (6) 0:24:22 (6) 0:28:18 (4) 0:33:16 (5)

8:05 (5) 3:34 (5) 4:23 (6) 3:59 (11) 4:21 (3) 3:56 (5) 4:58 (16)

0:08:21 (10) 0:12:00 (7) 0:16:19 (6) 0:19:58 (5) 0:24:20 (5) 0:28:41 (6) 0:33:41 (6)

8:21 (10) 3:39 (8) 4:19 (4) 3:39 (3) 4:22 (4) 4:21 (12) 5:00 (17)

0:07:42 (3) 0:11:12 (3) 0:16:41 (7) 0:20:27 (7) 0:26:04 (10) 0:29:52 (7) 0:34:29 (7)

7:42 (3) 3:30 (2) 5:29 (19) 3:46 (7) 5:37 (20) 3:48 (4) 4:37 (12)

0:08:27 (12) 0:12:30 (12) 0:17:03 (10) 0:21:25 (11) 0:26:01 (9) 0:30:19 (11) 0:34:31 (8)

8:27 (12) 4:03 (15) 4:33 (11) 4:22 (14) 4:36 (7) 4:18 (10) 4:12 (3)

0:08:16 (9) 0:12:41 (14) 0:17:01 (9) 0:21:00 (9) 0:25:56 (8) 0:30:07 (8) 0:34:40 (9)

8:16 (9) 4:25 (19) 4:20 (5) 3:59 (10) 4:56 (14) 4:11 (9) 4:33 (9)

0:09:35 (22) 0:13:30 (19) 0:17:56 (17) 0:21:38 (14) 0:26:15 (12) 0:30:12 (10) 0:34:45 (10)

9:35 (22) 3:55 (11) 4:26 (9) 3:42 (5) 4:37 (8) 3:57 (6) 4:33 (10)

0:08:26 (11) 0:12:33 (13) 0:16:58 (8) 0:21:08 (10) 0:26:05 (11) 0:30:08 (9) 0:34:47 (11)

8:26 (11) 4:07 (16) 4:25 (8) 4:10 (13) 4:57 (15) 4:03 (7) 4:39 (13)

0:08:07 (6) 0:12:08 (9) 0:17:13 (14) 0:20:53 (8) 0:25:42 (7) 0:30:25 (12) 0:35:25 (12)

8:07 (6) 4:01 (14) 5:05 (16) 3:40 (4) 4:49 (13) 4:43 (16) 5:00 (18)

0:08:30 (13) 0:12:04 (8) 0:17:11 (12) 0:22:15 (15) 0:26:50 (14) 0:31:37 (14) 0:36:01 (13)

8:30 (13) 3:34 (4) 5:07 (17) 5:04 (21) 4:35 (5) 4:47 (17) 4:24 (6)

0:08:41 (16) 0:12:42 (15) 0:17:06 (11) 0:21:35 (13) 0:26:19 (13) 0:31:08 (13) 0:36:02 (14)

8:41 (16) 4:01 (13) 4:24 (7) 4:29 (15) 4:44 (12) 4:49 (18) 4:54 (15)

指宿 玲那 坂本 正義 上大迫 くるみ 小川 耀平 綾園 由衣 橋之口 遥人

池田 千夏 谷山 あかね 村岡 優音瀬戸口 海翔 瀬戸口 碧海 濵田 大史

14 5022
鶴田中学校

0:36:02

大園 竜之介

13 5013
舞鶴中陸上部F

0:36:01

松田 耕太朗

花牟禮 賢明 和田 嵐士 新留 陸 濵田 優香 野村 来未 西留 里佳

福元 海人 櫻井 泰靖 山田 竜也山下 純怜 "中山 大樹		" 織田 淳誠

12 5011
舞鶴中陸上部D

0:35:25

永田 俊世

11 5015
吉野東中学校 男子混成チーム

0:34:47

野村 昴世

下玉利 晃佑 久保 郁人 三島 裕史 藤田 聖生 花森 龍也 鈴木 陸斗

日高 泰成 新佐枝 海成 上米良 拓弥下竹 嵐皐 新里 航平 松元 大地

10 5009
舞鶴中陸上部A

0:34:45

丸尾 響城

9 5006
国分南中男子

0:34:40

日高 勇人

西山 斗仁伊 福永 悠刀 久徳 礼央 藤原 啓真 野﨑 桜香 隈本 宙希

濱田 真未 坂口 虎太郎 前原 もえ東 汰騎 町田 寛太 家村 和称

8 5016
大崎中学校A

0:34:31

長重 友翔

7 5018
伊集院中学校

0:34:29

谷口 一希

日高 守理 二渡 祥勢 林 和輝 鎌田 大斗 村元 優太 本村 悠太郎

天里 海斗 薗田 陸斗 黒木 健太郎宗岡 泰斗 海老原 翔 中村 拓馬

6 5017
菱刈中学校

0:33:41

溝口 優斗

5 5001
国分中陸上部A

0:33:16

金丸 翔星

茶円 優輝 山崎 光貴 上村 啓熙 平嶺 浩紀 松下 悠太郎 内村 凌弥

高橋 勇気 佐多 茉生莉 脇元 悠成藤井 貴大 吉永 美幸 荒川 翔

4 5010
舞鶴中陸上部B

0:33:06

狩行 紀希

3 5005
末吉中学校

0:32:48

荒武 真也

西ノ園 悠太 山下 諒真 黒木 敬太 山崎 修登指宿 正登

脇野 怜央 今吉 岬 鮫島 翔太

2 5008
PLANET SEVEN

0:30:52

加藤 大誠 隈元 崇志

1 5014 0:30:45
帖佐中学校

今藤 健輝 坂元 晶 中園 空也 岩川 剣武

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名

0:08:34 (15) 0:12:19 (11) 0:17:34 (16) 0:21:29 (12) 0:26:58 (15) 0:32:07 (15) 0:36:24 (15)

8:34 (15) 3:45 (10) 5:15 (18) 3:55 (8) 5:29 (19) 5:09 (20) 4:17 (5)

0:08:58 (17) 0:13:18 (17) 0:18:11 (18) 0:23:08 (19) 0:27:51 (17) 0:32:27 (16) 0:36:42 (16)

8:58 (17) 4:20 (17) 4:53 (13) 4:57 (17) 4:43 (11) 4:36 (14) 4:15 (4)

0:08:31 (14) 0:12:11 (10) 0:17:12 (13) 0:22:16 (16) 0:27:58 (18) 0:33:04 (19) 0:37:49 (17)

8:31 (14) 3:40 (9) 5:01 (15) 5:04 (20) 5:42 (21) 5:06 (19) 4:45 (14)

0:08:10 (8) 0:12:44 (16) 0:17:33 (15) 0:22:36 (17) 0:27:18 (16) 0:32:52 (18) 0:37:52 (18)

8:10 (8) 4:34 (20) 4:49 (12) 5:03 (19) 4:42 (10) 5:34 (21) 5:00 (19)

0:09:33 (19) 0:13:57 (20) 0:18:53 (19) 0:22:53 (18) 0:27:59 (19) 0:32:38 (17) 0:37:53 (19)

9:33 (19) 4:24 (18) 4:56 (14) 4:00 (12) 5:06 (16) 4:39 (15) 5:15 (20)

0:09:35 (21) 0:15:05 (22) 0:20:52 (22) 0:25:54 (21) 0:31:11 (21) 0:35:21 (21) 0:39:51 (20)

9:35 (21) 5:30 (22) 5:47 (20) 5:02 (18) 5:17 (17) 4:10 (8) 4:30 (8)

0:09:34 (20) 0:14:44 (21) 0:20:50 (21) 0:25:54 (22) 0:31:21 (22) 0:35:04 (20) 0:40:22 (21)

9:34 (20) 5:10 (21) 6:06 (21) 5:04 (22) 5:27 (18) 3:43 (2) 5:18 (21)

0:09:20 (18) 0:13:19 (18) 0:19:37 (20) 0:24:29 (20) 0:30:14 (20) 0:36:12 (22) 0:42:54 (22)

9:20 (18) 3:59 (12) 6:18 (22) 4:52 (16) 5:45 (22) 5:58 (22) 6:42 (22)

先田 祥吾 山内 葵 池田 亜加音 沖田 菜月 満田 麗 川原 希来莉

渡邉 航 牧野 莉子 木原 李々花鶴丸 珠李 山下 拓海 鎌田 岳人

22 5021
大口中央中学校かめさん

0:42:54

新原 祐吏

21 5002
チョコランタン(国分中陸上部3年A)

0:40:22

瀬戸山 義昭

濵田 京香 川路 桐耶 鎌田 楓 羽生 周平 徳重 頼基 川原 弘耀

吉村 雄貴 大野 寿也 杉尾 瑛汰外山 諒 雪松 宣秀 長﨑 由樹

20 5003
スーパーhigh jump(国分陸上部3B)

0:39:51

松田 圭佑

19 5004
国分中陸上部B

0:37:53

金丸 雄星

中西 ほのか 堀 竜都 満田 華琳 松野 太飛 森 優花 中島 康大

大嵩 舞那 平 実奈 荒谷 侑依花牟禮 賢弥 山口 桃佳 萩原 紳太朗

18 5019
大口中央中うさぎさん

0:37:52

冨永 裕之助

17 5012
舞鶴中陸上部E

0:37:49

竹下 隆慎

植田 丞美 和田 尚也 山口 彩花 上村 蓮依 赤塚 千晴 川井田 大樹

米村 茅紘 面高 岳 諏訪 希玲々大西 孟史 林 あかり 川崎 夏稀

16 5007
チームかっぱ

0:36:42

稲村 龍輝

15 5020
大口中央中学校たぬきさん

0:36:24

佐藤 恵斗



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 中学女子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:08:39 (3) 0:12:47 (4) 0:17:18 (1) 0:21:12 (1) 0:26:13 (1) 0:30:32 (2) 0:35:12 (1)

8:39 (3) 4:08 (4) 4:31 (1) 3:54 (1) 5:01 (4) 4:19 (6) 4:40 (2)

0:09:17 (7) 0:12:56 (5) 0:17:38 (4) 0:21:43 (3) 0:26:29 (3) 0:30:38 (3) 0:35:15 (2)

9:17 (7) 3:39 (1) 4:42 (3) 4:05 (3) 4:46 (2) 4:09 (2) 4:37 (1)

0:08:41 (5) 0:12:59 (6) 0:17:33 (3) 0:21:31 (2) 0:26:21 (2) 0:30:13 (1) 0:35:19 (3)

8:41 (5) 4:18 (6) 4:34 (2) 3:58 (2) 4:50 (3) 3:52 (1) 5:06 (5)

0:08:40 (4) 0:12:32 (2) 0:17:25 (2) 0:21:48 (5) 0:26:31 (4) 0:31:02 (4) 0:35:57 (4)

8:40 (4) 3:52 (2) 4:53 (5) 4:23 (6) 4:43 (1) 4:31 (8) 4:55 (3)

0:08:29 (2) 0:12:30 (1) 0:17:38 (5) 0:21:46 (4) 0:26:49 (5) 0:31:07 (5) 0:36:11 (5)

8:29 (2) 4:01 (3) 5:08 (7) 4:08 (4) 5:03 (5) 4:18 (5) 5:04 (4)

0:08:11 (1) 0:12:46 (3) 0:17:49 (6) 0:22:34 (6) 0:27:52 (6) 0:32:06 (6) 0:37:38 (6)

8:11 (1) 4:35 (8) 5:03 (6) 4:45 (8) 5:18 (6) 4:14 (4) 5:32 (10)

0:09:13 (6) 0:13:21 (7) 0:18:33 (7) 0:22:53 (7) 0:28:22 (7) 0:32:32 (7) 0:37:58 (7)

9:13 (6) 4:08 (5) 5:12 (8) 4:20 (5) 5:29 (7) 4:10 (3) 5:26 (9)

0:11:08 (10) 0:15:48 (10) 0:20:40 (9) 0:25:30 (9) 0:31:29 (9) 0:35:50 (9) 0:40:57 (8)

11:08 (10) 4:40 (10) 4:52 (4) 4:50 (9) 5:59 (11) 4:21 (7) 5:07 (6)

0:09:53 (9) 0:14:20 (9) 0:19:53 (8) 0:24:20 (8) 0:30:02 (8) 0:35:23 (8) 0:41:01 (9)

9:53 (9) 4:27 (7) 5:33 (9) 4:27 (7) 5:42 (9) 5:21 (12) 5:38 (11)

0:11:11 (12) 0:15:50 (11) 0:21:47 (12) 0:27:07 (10) 0:33:01 (11) 0:37:47 (11) 0:43:11 (10)

11:11 (12) 4:39 (9) 5:57 (11) 5:20 (10) 5:54 (10) 4:46 (9) 5:24 (8)

0:11:11 (11) 0:16:04 (12) 0:21:45 (11) 0:27:09 (11) 0:32:46 (10) 0:37:43 (10) 0:43:27 (11)

11:11 (11) 4:53 (12) 5:41 (10) 5:24 (11) 5:37 (8) 4:57 (11) 5:44 (12)

0:09:21 (8) 0:14:11 (8) 0:21:19 (10) 0:27:11 (12) 0:33:32 (12) 0:38:19 (12) 0:43:37 (12)

9:21 (8) 4:50 (11) 7:08 (12) 5:52 (12) 6:21 (12) 4:47 (10) 5:18 (7)

時任 藍 新豊 佳純 澤崎 由 下曽小川 凜夏 中浜 夏希 久保 衣里

平形 彩結 山元 鈴音 緒方 里菜亀割 優菜 本田 真悠 大森 愛

12 6004
国分南中女子B

0:43:37

松尾 菜穂

11 6010
菱刈中学校

0:43:27

岸良 樹華

神崎 真夕 中園 美織 山下 響七 福元 雪花 西芦谷 遥菜 大山 碧海

原田 由優那 豊田 春菜 田中 ミコル平田 光里 清水 美樹 原口 実佳

10 6012
舞鶴New Type Hi.

0:43:11

上田 千尋

9 6009
大崎中学校B

0:41:01

枦山 涼葉

朝隈 愛音 勘場 優里菜 水元 蒼 松下 千尋 林 那奈美 老谷 京香

難波 綾音 安藤 みなみ 倉津 歩実濱弓場 美来 榎園 彩華 林 芽衣

8 6005
舞鶴中陸上部C

0:40:57

森園 いつき

7 6001
国分中陸上部A

0:37:58

小倉 花菜

満留 蘭 久保木 明梨 有馬 裕香 松下 あやの 松尾 菜穂 時任 藍

上 智寛 小林 花凜 永江 菜津紀上 友香 姉川 茉由 熊田 恵妃

6 6003
国分南中女子A

0:37:38

黒川 円佳

5 6002
薩摩中学校

0:36:11

上別府 くるみ

羽田 満愉美 川野 愛生 床波 美咲 北原 明日香 小野池 陽捺乃 石田 旭

藤井 陽菜 名越 悠々子 矢部 みなみ高野 真帆 中森 笑弥楽 中村 実優

4 6008
横川中ATG

0:35:57

北川 梨穂

3 6007
吉野東中学校 女子チーム

0:35:19

中村 彩乃

中村 朱里 中城 彩夏 池田 このみ 是枝 理子森 揺雪

中尾 柚月 小川 純佳 加藤 雅

2 6006
帖佐中学校

0:35:15

木村 里桜那 松嶋 渚央

1 6011 0:35:12
伊集院中学校A

藤田 佳奈 牧之角 天音 中園 則子 松下 奈津希

氏名 氏名 氏名 氏名

3区 4区 5区 6区 7区

順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区

氏名 氏名 氏名



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:03:45 (5) 0:07:57 (2) 0:12:01 (3) 0:16:14 (1) 0:20:23 (1) 0:25:07 (1) 0:29:00 (1) 0:33:13 (1)

3:45 (5) 4:12 (1) 4:04 (4) 4:13 (1) 4:09 (7) 4:44 (4) 3:53 (1) 4:13 (1)

0:03:36 (2) 0:07:49 (1) 0:11:40 (1) 0:16:21 (2) 0:20:31 (2) 0:25:10 (2) 0:29:19 (2) 0:34:06 (2)

3:36 (2) 4:13 (2) 3:51 (1) 4:41 (6) 4:10 (8) 4:39 (3) 4:09 (5) 4:47 (9)

0:04:00 (8) 0:08:14 (4) 0:12:28 (5) 0:16:53 (3) 0:20:59 (3) 0:25:32 (3) 0:29:32 (3) 0:34:20 (3)

4:00 (8) 4:14 (3) 4:14 (7) 4:25 (3) 4:06 (5) 4:33 (2) 4:00 (2) 4:48 (11)

0:03:41 (4) 0:08:17 (6) 0:12:20 (4) 0:17:03 (4) 0:21:05 (4) 0:26:01 (4) 0:30:05 (4) 0:34:50 (4)

3:41 (4) 4:36 (6) 4:03 (3) 4:43 (7) 4:02 (4) 4:56 (7) 4:04 (3) 4:45 (8)

0:03:33 (1) 0:08:08 (3) 0:12:00 (2) 0:17:14 (5) 0:21:11 (5) 0:26:11 (5) 0:30:53 (5) 0:35:30 (5)

3:33 (1) 4:35 (5) 3:52 (2) 5:14 (18) 3:57 (1) 5:00 (10) 4:42 (12) 4:37 (6)

0:04:14 (15) 0:09:36 (23) 0:13:54 (13) 0:18:11 (8) 0:22:08 (6) 0:27:00 (6) 0:31:07 (6) 0:35:54 (6)

4:14 (15) 5:22 (25) 4:18 (9) 4:17 (2) 3:57 (2) 4:52 (5) 4:07 (4) 4:47 (10)

0:03:41 (3) 0:08:14 (5) 0:12:58 (6) 0:17:46 (6) 0:22:30 (9) 0:27:31 (8) 0:32:04 (8) 0:36:40 (7)

3:41 (3) 4:33 (4) 4:44 (19) 4:48 (8) 4:44 (18) 5:01 (11) 4:33 (10) 4:36 (5)

0:04:08 (11) 0:08:52 (8) 0:13:02 (7) 0:18:03 (7) 0:22:11 (7) 0:27:23 (7) 0:31:48 (7) 0:36:52 (8)

4:08 (11) 4:44 (8) 4:10 (5) 5:01 (12) 4:08 (6) 5:12 (14) 4:25 (6) 5:04 (20)

0:04:21 (21) 0:09:41 (24) 0:13:54 (12) 0:18:24 (9) 0:22:25 (8) 0:27:49 (9) 0:32:46 (10) 0:37:01 (9)

4:21 (21) 5:20 (24) 4:13 (6) 4:30 (4) 4:01 (3) 5:24 (19) 4:57 (18) 4:15 (2)

0:04:22 (23) 0:08:59 (9) 0:13:29 (8) 0:18:41 (11) 0:23:09 (10) 0:28:07 (10) 0:32:34 (9) 0:37:01 (10)

4:22 (23) 4:37 (7) 4:30 (12) 5:12 (17) 4:28 (11) 4:58 (9) 4:27 (7) 4:27 (3)

0:04:20 (19) 0:09:20 (16) 0:14:07 (16) 0:19:12 (16) 0:23:28 (13) 0:28:25 (12) 0:33:13 (13) 0:37:47 (11)

4:20 (19) 5:00 (15) 4:47 (21) 5:05 (16) 4:16 (9) 4:57 (8) 4:48 (15) 4:34 (4)

0:04:26 (27) 0:09:29 (21) 0:13:58 (14) 0:18:53 (13) 0:23:56 (15) 0:28:22 (11) 0:32:52 (11) 0:37:48 (12)

4:26 (27) 5:03 (17) 4:29 (10) 4:55 (9) 5:03 (24) 4:26 (1) 4:30 (8) 4:56 (18)

0:04:02 (9) 0:08:50 (7) 0:14:09 (17) 0:19:06 (14) 0:23:39 (14) 0:28:34 (14) 0:33:07 (12) 0:37:56 (13)

4:02 (9) 4:48 (9) 5:19 (31) 4:57 (11) 4:33 (12) 4:55 (6) 4:33 (9) 4:49 (14)

0:03:54 (6) 0:09:14 (11) 0:13:30 (9) 0:18:33 (10) 0:23:20 (12) 0:28:42 (15) 0:33:23 (14) 0:38:16 (14)

3:54 (6) 5:20 (23) 4:16 (8) 5:03 (13) 4:47 (20) 5:22 (17) 4:41 (11) 4:53 (15)

氏名
順位 No. チーム名 総合記録

氏名 氏名 氏名

14 7005
春山陸上男子

0:38:16

福永 貴仁 西元 春輝前田 涼磨 池 龍空 久永 蘭真 永吉 英人 紀野 勇翔 前田 崇太

坂口 日菜子 面高 杏 出水 愛翔

13 7002
国分サッカースポーツ少年団

0:37:56

谷口 宗平 徳重 偉央 甲斐 心汰 冨満 千鷲 菊川 未来夢 冨満 蓮司 神村 千尋 加瀬 つばさ

12 7035
スプリントクラブ　疾風(ハヤカゼ)

0:37:48

松下 怜 上山口 彩 住吉 璃音 谷山 響 半田 一巴

平崎 凜太郎 野嶽 樹人 今村 愁

11 7001
国分南サッカースポーツ少年団

0:37:47

梅木 光太郎 窪田 皓長崎 心優 小田原 秀斗 八木 敦志 唐鎌 祐人 松崎 玲 山口 美桜

10 7003
吉野東陸上スポーツ少年団男子Aチーム

0:37:01

永野 理人 今村 蓮 大崎 蓮斗 大林 晃揺 南園 素良

8 7015
国分ジュニア陸上クラブB

0:36:52

鮫島 礼生 中井 裕貴

9 7027
上小川サッカースポーツ少年団

0:37:01

山口 将輝 松﨑 佑太 平井 陸人 山﨑 陸 鶴﨑 光

黒川 哲興 今村 真悟 大嵩 宙 黒木 大凱 波留 怜翔 新留 宙

岩城 功汰 塩川 優歌 久木元 栄仁

鳩崎 涼太郎 勝田 聖也 中村 友哉

7 7028
中郷ランナーズクラブ

0:36:40

西 優斗 平川 いずみ 吉田 寛基 斉藤 華花 斉藤 博愛 西 嬉亜良 吉田 愛梨 時吉 大耀

6 7031
串木野西陸上少年団

0:35:54

新地 叶望 仮屋 玲 榎木 璃旺 猪之鼻 駿太 鍋倉 大悠

堀 修也 満園 翔希 上篭 優斗

5 7009
隼人ジュニア陸上A

0:35:30

徳田 玲麻 済藤 悠陽小林 厚太 山内 優太 中川 龍太郎 日野 拓夢 坂元 我樺 日高 翔哉

4 7007
無限A

0:34:50

満園 悠真 石口 海翔 松田 孝介 前原 拓人 堀 諒雅

2 7023
西原JRC(A)

0:34:06

郷原 拓海 吉田 宏志郎

3 7025
阿久根陸上スポーツ少年団

0:34:20

花田 美咲 神之田 大翼 上野 優月 山崎 歓大 楠田 ほなみ

佐々木 快 神園 大和 久保田 佑生 橋之口 将 尾藤 夏輝 板山 幸汰

橋元 陽菜 中原 大地 牧内 天優

6区 7区 8区

1 7016 0:33:13
国分ジュニア陸上クラブA

永里 慶太 吉村 淑秀 篠宮 豊河

1区 2区 3区 4区 5区

山口 翔永 馬場園 昂史 坂元 龍晟 辻田 鉄人 一條 空音

氏名 氏名 氏名 氏名



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名
順位 No. チーム名 総合記録

氏名 氏名 氏名

6区 7区 8区1区 2区 3区 4区 5区

氏名 氏名 氏名 氏名

0:04:13 (14) 0:09:24 (19) 0:14:04 (15) 0:19:07 (15) 0:24:00 (16) 0:29:05 (16) 0:33:53 (16) 0:38:47 (15)

4:13 (14) 5:11 (18) 4:40 (17) 5:03 (14) 4:53 (22) 5:05 (12) 4:48 (14) 4:54 (16)

0:04:19 (18) 0:09:14 (12) 0:13:49 (10) 0:18:44 (12) 0:23:19 (11) 0:28:34 (13) 0:33:37 (15) 0:39:04 (16)

4:19 (18) 4:55 (11) 4:35 (15) 4:55 (10) 4:35 (13) 5:15 (15) 5:03 (22) 5:27 (26)

0:04:10 (13) 0:09:23 (17) 0:14:11 (18) 0:19:27 (18) 0:24:05 (17) 0:29:15 (17) 0:34:15 (17) 0:39:59 (17)

4:10 (13) 5:13 (19) 4:48 (22) 5:16 (19) 4:38 (14) 5:10 (13) 5:00 (21) 5:44 (31)

0:04:29 (28) 0:09:29 (20) 0:14:19 (20) 0:19:43 (19) 0:24:06 (18) 0:29:37 (18) 0:34:20 (18) 0:40:11 (18)

4:29 (28) 5:00 (14) 4:50 (23) 5:24 (21) 4:23 (10) 5:31 (23) 4:43 (13) 5:51 (34)

0:04:16 (16) 0:09:53 (27) 0:14:44 (26) 0:19:48 (21) 0:24:30 (19) 0:29:53 (19) 0:34:52 (19) 0:40:33 (19)

4:16 (16) 5:37 (28) 4:51 (24) 5:04 (15) 4:42 (16) 5:23 (18) 4:59 (20) 5:41 (29)

0:04:22 (22) 0:09:19 (14) 0:13:50 (11) 0:19:20 (17) 0:24:52 (21) 0:30:20 (20) 0:35:14 (20) 0:41:01 (20)

4:22 (22) 4:57 (12) 4:31 (13) 5:30 (24) 5:32 (30) 5:28 (20) 4:54 (17) 5:47 (32)

0:04:20 (20) 0:10:36 (32) 0:15:06 (28) 0:19:46 (20) 0:25:08 (24) 0:30:38 (21) 0:35:50 (21) 0:41:16 (21)

4:20 (20) 6:16 (34) 4:30 (11) 4:40 (5) 5:22 (27) 5:30 (22) 5:12 (24) 5:26 (25)

0:04:02 (10) 0:09:20 (15) 0:14:21 (21) 0:19:54 (23) 0:24:33 (20) 0:30:54 (24) 0:36:31 (22) 0:41:20 (22)

4:02 (10) 5:18 (22) 5:01 (27) 5:33 (25) 4:39 (15) 6:21 (32) 5:37 (31) 4:49 (13)

0:03:54 (7) 0:09:18 (13) 0:14:42 (24) 0:20:40 (28) 0:25:31 (27) 0:30:52 (23) 0:36:35 (23) 0:41:23 (23)

3:54 (7) 5:24 (26) 5:24 (32) 5:58 (30) 4:51 (21) 5:21 (16) 5:43 (32) 4:48 (12)

0:04:48 (32) 0:10:12 (30) 0:14:58 (27) 0:20:34 (27) 0:25:17 (25) 0:31:54 (27) 0:36:53 (25) 0:42:06 (24)

4:48 (32) 5:24 (27) 4:46 (20) 5:36 (27) 4:43 (17) 6:37 (34) 4:59 (19) 5:13 (22)

0:04:18 (17) 0:09:32 (22) 0:14:42 (25) 0:20:01 (24) 0:25:02 (23) 0:30:39 (22) 0:36:59 (26) 0:42:18 (25)

4:18 (17) 5:14 (20) 5:10 (29) 5:19 (20) 5:01 (23) 5:37 (24) 6:20 (35) 5:19 (24)

0:04:34 (29) 0:09:49 (26) 0:14:23 (22) 0:19:50 (22) 0:25:17 (26) 0:31:18 (26) 0:36:40 (24) 0:42:27 (26)

4:34 (29) 5:15 (21) 4:34 (14) 5:27 (23) 5:27 (28) 6:01 (28) 5:22 (25) 5:47 (33)

0:04:23 (24) 0:09:24 (18) 0:14:17 (19) 0:20:15 (25) 0:25:02 (22) 0:31:17 (25) 0:37:21 (27) 0:42:32 (27)

4:23 (24) 5:01 (16) 4:53 (25) 5:58 (31) 4:47 (19) 6:15 (30) 6:04 (34) 5:11 (21)

0:04:52 (33) 0:09:47 (25) 0:15:31 (33) 0:20:57 (29) 0:26:54 (32) 0:32:35 (30) 0:38:19 (33) 0:42:56 (28)

4:52 (33) 4:55 (10) 5:44 (34) 5:26 (22) 5:57 (35) 5:41 (25) 5:44 (33) 4:37 (7)

清原 進乃介 肱岡 櫻介 下津曲 斗真

28 7033
大口東SRC

0:42:56

肱岡 桔平 福崎 暖太 矢嶋 和 椛山 真乃祐 岩城 那奈

26 7006
栗野陸上スポーツ少年団A

0:42:27

恒岡 空 脇田 紗彩

27 7014
さつま柏原D

0:42:32

内山 花色 上浦 勇翔 本田 珠梨 本村 一志 中須 愛麻

野本 咲 冨山 曖 福田 華憐 野本 彩 冨山 愛莉 脇 七美

内村 博斗 内村 千穂 今東 京史朗

宮田 治子 星野 楓 前之園 士京

25 7012
さつま柏原B

0:42:18

西田 風迦 軸屋 浩志 重森 瞳 重森 朝陽 前床 剛生 東 航ノ輔 上之原 魁斗 上浦 拓真

24 7020
大口スイムランB

0:42:06

岩切 煌世 有郷 莉玖 池松 柊馬 上石坂 錬 蔵元 悠

塚田 拳志郎 塚田 まりあ 内山 晴天

23 7011
さつま柏原A

0:41:23

西田 天迦 戸田 健太郎前床 貴登 上屋敷 蘭 溝川 統仁 東 隼叶 満富 勇太 江川 侑希

22 7013
さつま柏原C

0:41:20

本田 愛梨 小川 世那 前田 美沙 今東 隼一 前床 雄澄

20 7029
舞鶴ミニバスケットボール

0:41:01

萩元 涼市 住吉 弘成

21 7004
清水陸上スポーツ少年団

0:41:16

岩切 健之介 八幡 敦也 髙城 太希 中野 遼哉 兒嶋 倫太郎

中原 圭貴 揖宿 海汰 深水 大嗣 脇元 世瑛大 深江 優良成 黒仁田 真宙

福﨑 朋実 福倉 宗佑 堤 光琉

池田 冬弥 川原 璃子 下平 海斗

19 7036
国分レッドパワーズ

0:40:33

河野 嵩 井之上 凌輔 木下 亮 田島 一樹 森山 青空 西中薗 茉秀 野田 隼士 田上 雄大

18 7018
牧園サッカースポーツ少年団

0:40:11

徳永 暁彦 園田 敢大 福宿 愛夢 大﨑 隼也 山下 琳太郎

森山 由愛 白坂 桜愛 日高 華穂

17 7008
無限C

0:39:59

永野 裕真 赤﨑 優華石口 怜央 内薗 斗哉 川原 瞬矢 川原 樺月 長野 愛華 前原 未来

16 7024
西原JRC(B)

0:39:04

板山 侑汰 石川 佳美 吉田 美咲 清水 桃華 土屋 優芽

15 7032
青葉ジュニア　ソフトテニス

0:38:47

村田 司 鳥丸 友愛 小湊 栞凛 橋本 香穂 狩川 沙弥 亀井 駿平 黒瀬 怜那 大久保 悠汰



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学男子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順

区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名
順位 No. チーム名 総合記録

氏名 氏名 氏名

6区 7区 8区1区 2区 3区 4区 5区

氏名 氏名 氏名 氏名

0:04:38 (30) 0:10:31 (31) 0:15:11 (30) 0:21:35 (32) 0:26:43 (30) 0:32:41 (32) 0:38:10 (31) 0:43:05 (29)

4:38 (30) 5:53 (33) 4:40 (16) 6:24 (35) 5:08 (26) 5:58 (27) 5:29 (30) 4:55 (17)

0:04:55 (34) 0:10:45 (34) 0:15:26 (32) 0:21:35 (33) 0:27:14 (33) 0:33:21 (33) 0:38:10 (32) 0:43:13 (30)

4:55 (34) 5:50 (32) 4:41 (18) 6:09 (33) 5:39 (33) 6:07 (29) 4:49 (16) 5:03 (19)

0:04:24 (25) 0:10:07 (29) 0:15:08 (29) 0:21:21 (31) 0:26:51 (31) 0:32:21 (28) 0:37:44 (28) 0:43:16 (31)

4:24 (25) 5:43 (31) 5:01 (26) 6:13 (34) 5:30 (29) 5:30 (21) 5:23 (26) 5:32 (28)

0:04:25 (26) 0:10:05 (28) 0:15:13 (31) 0:21:14 (30) 0:26:22 (29) 0:32:40 (31) 0:38:04 (30) 0:43:48 (32)

4:25 (26) 5:40 (30) 5:08 (28) 6:01 (32) 5:08 (25) 6:18 (31) 5:24 (27) 5:44 (30)

0:04:08 (12) 0:09:07 (10) 0:14:26 (23) 0:20:16 (26) 0:25:49 (28) 0:32:28 (29) 0:37:53 (29) 0:43:52 (33)

4:08 (12) 4:59 (13) 5:19 (30) 5:50 (29) 5:33 (31) 6:39 (35) 5:25 (29) 5:59 (35)

0:04:57 (35) 0:10:36 (33) 0:16:54 (35) 0:22:28 (35) 0:28:25 (35) 0:34:14 (34) 0:39:17 (34) 0:44:36 (34)

4:57 (35) 5:39 (29) 6:18 (35) 5:34 (26) 5:57 (34) 5:49 (26) 5:03 (23) 5:19 (23)

0:04:39 (31) 0:11:05 (35) 0:16:44 (34) 0:22:23 (34) 0:28:00 (34) 0:34:23 (35) 0:39:48 (35) 0:45:18 (35)

4:39 (31) 6:26 (35) 5:39 (33) 5:39 (28) 5:37 (32) 6:23 (33) 5:25 (28) 5:30 (27)

芳田 紗佳 松崎 千夏 小路 翔琉

田島 龍

DNS 7034
ナンバーワンクラブ

東 伶音 種田 捷之介 徳永 瑠 下松 莉央 西 青海

横山 莉子 松山 桜菜 濱崎 翔汰 木地山 蓮華 山下 七海 横山 愛実

井上 遥登 今村 暖人 冨川 侑雅 菊浦 佑希 大浪 壮史

35 7019
田中陸上

0:45:18

池之上 慶太郎

大坪 愛梨 森田 陽菜 池田 菜々美

34 7026
吉野東陸上スポーツ少年団 男子Bチーム

0:44:36

図師 遥斗 原口 大志 永野 理照

32 7010
隼人ジュニア陸上B

0:43:48

岩下 健 岩下 救

33 7030
舞鶴GAKIREN

0:43:52

前屋 歩澄 久木田 駿太 成尾 侑起 中園 和希 竹之下 昴

山下 煌生 福島 千乃 岩下 逞 有元 嵐潤琉 田中 優菜 横村 春花

四元 陽菜乃 西 美乃里 深江 心暖

31 7017
木原FRIEND DREAM SMILE

0:43:16

濵田 時輝 濵田 日奈美 田代 颯 田代 凪 前川 絢音 朝隈 舞瑠 小玉 陽己 古川 悠晟

30 7022
ライトニング上小川5年B

0:43:13

濱田 亜朱 堀之内 陽希 横山 凛 永崎 乃愛 緒方 葉音

29 7021
ライトニング上小川5年A

0:43:05

福永 翔太 福谷 奈津輝駒走 羽奏 池田 結 松葉瀨 萌香 野元 美祐 中崎 心愛 新屋 萌生



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学女子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順
区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

0:03:46 (1) 0:08:15 (1) 0:12:07 (1) 0:16:53 (1) 0:20:58 (1) 0:25:45 (1) 0:30:03 (1) 0:34:42 (1)

3:46 (1) 4:29 (1) 3:52 (1) 4:46 (2) 4:05 (2) 4:47 (2) 4:18 (4) 4:39 (1)

0:03:58 (2) 0:08:44 (3) 0:12:59 (2) 0:17:42 (2) 0:21:50 (2) 0:26:58 (3) 0:31:20 (3) 0:36:08 (2)

3:58 (2) 4:46 (3) 4:15 (4) 4:43 (1) 4:08 (3) 5:08 (4) 4:22 (5) 4:48 (4)

0:04:08 (5) 0:08:43 (2) 0:13:02 (3) 0:18:13 (3) 0:22:12 (3) 0:26:52 (2) 0:31:05 (2) 0:36:11 (3)

4:08 (5) 4:35 (2) 4:19 (5) 5:11 (6) 3:59 (1) 4:40 (1) 4:13 (2) 5:06 (6)

0:04:07 (4) 0:09:33 (7) 0:13:27 (4) 0:18:33 (4) 0:22:55 (4) 0:28:12 (4) 0:32:19 (4) 0:37:18 (4)

4:07 (4) 5:26 (10) 3:54 (2) 5:06 (3) 4:22 (5) 5:17 (7) 4:07 (1) 4:59 (5)

0:04:11 (7) 0:09:22 (5) 0:13:59 (7) 0:19:07 (7) 0:23:28 (6) 0:28:44 (6) 0:33:12 (5) 0:37:59 (5)

4:11 (7) 5:11 (6) 4:37 (8) 5:08 (5) 4:21 (4) 5:16 (6) 4:28 (6) 4:47 (3)

0:04:19 (9) 0:09:34 (8) 0:13:42 (6) 0:18:57 (6) 0:23:27 (5) 0:28:33 (5) 0:33:21 (7) 0:38:01 (6)

4:19 (9) 5:15 (8) 4:08 (3) 5:15 (8) 4:30 (7) 5:06 (3) 4:48 (10) 4:40 (2)

0:04:02 (3) 0:08:51 (4) 0:13:31 (5) 0:18:43 (5) 0:23:30 (7) 0:29:03 (7) 0:33:17 (6) 0:38:37 (7)

4:02 (3) 4:49 (4) 4:40 (9) 5:12 (7) 4:47 (10) 5:33 (9) 4:14 (3) 5:20 (9)

0:04:23 (10) 0:09:38 (9) 0:14:09 (8) 0:19:31 (9) 0:23:57 (9) 0:29:28 (9) 0:34:04 (9) 0:39:14 (8)

4:23 (10) 5:15 (7) 4:31 (6) 5:22 (9) 4:26 (6) 5:31 (8) 4:36 (7) 5:10 (7)

0:04:09 (6) 0:09:28 (6) 0:14:14 (9) 0:19:21 (8) 0:23:56 (8) 0:29:10 (8) 0:33:55 (8) 0:39:26 (9)

4:09 (6) 5:19 (9) 4:46 (11) 5:07 (4) 4:35 (8) 5:14 (5) 4:45 (9) 5:31 (10)

0:04:18 (8) 0:09:46 (10) 0:14:31 (10) 0:20:21 (10) 0:25:26 (11) 0:31:13 (11) 0:35:51 (11) 0:41:05 (10)

4:18 (8) 5:28 (11) 4:45 (10) 5:50 (14) 5:05 (12) 5:47 (14) 4:38 (8) 5:14 (8)

0:04:30 (11) 0:10:08 (13) 0:14:39 (11) 0:20:23 (11) 0:25:10 (10) 0:30:45 (10) 0:35:37 (10) 0:41:30 (11)

4:30 (11) 5:38 (14) 4:31 (7) 5:44 (10) 4:47 (9) 5:35 (11) 4:52 (11) 5:53 (15)

0:04:32 (13) 0:10:02 (12) 0:14:59 (12) 0:20:48 (12) 0:26:34 (14) 0:32:09 (13) 0:37:06 (13) 0:42:39 (12)

4:32 (13) 5:30 (13) 4:57 (13) 5:49 (13) 5:46 (17) 5:35 (10) 4:57 (12) 5:33 (11)

0:04:59 (16) 0:10:44 (15) 0:15:32 (15) 0:21:16 (14) 0:26:24 (13) 0:32:14 (14) 0:37:16 (14) 0:42:51 (13)

4:59 (16) 5:45 (16) 4:48 (12) 5:44 (11) 5:08 (13) 5:50 (15) 5:02 (13) 5:35 (12)

0:04:46 (14) 0:10:16 (14) 0:15:22 (14) 0:21:11 (13) 0:26:02 (12) 0:31:56 (12) 0:37:04 (12) 0:42:58 (14)

4:46 (14) 5:30 (12) 5:06 (14) 5:49 (12) 4:51 (11) 5:54 (16) 5:08 (14) 5:54 (16)

氏名 氏名 氏名
4区 5区 6区 7区 8区

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区 3区

佐久間 莉桜 小山 智香 安藤 佑香

14 8009
国分ジュニア陸上クラブB

0:42:58

増崎 礼奈 朝長 遥金丸 藍香 山田 和奏 山田 百々花 黒木 心春 長野 知奈 増崎 朱音

13 8012
シャトル国分A

0:42:51

深澤 佳音 境田 妃莉 木村 輝里 渡邉 心実 岸良 莉里

11 8007
隼人ジュニア陸上B

0:41:30

満永 絢美 大牟田 波南

12 8004
チームKappa

0:42:39

村山 世莉奈 石元 きらら 徳重 茉綾 植田 旬美 上村 きら

有元 華蓮 有元 玖麗愛 藤崎 心青 東 悠里花 横山 日花里 岩下 涼音

石元 そら 石元 きらら 村山 世莉奈

浜﨑 星来 東 琴乃 堀之内 叶

10 8014
吉野東陸上スポーツ少年団 女子Bチーム

0:41:05

山下 れもん 原口 愛 堀之内 晴菜 藤崎 果鈴 大浪 ゆな 辻 こころ 内村 愛梨 山下 愛香里

9 8005
無限B

0:39:26

北園 綾葉 長野 心華 長野 結華 今釜 海玖 浜﨑 風花

榎田 彩葉 久米 朱音 古川 絢野

8 8010
大口スイムランA

0:39:14

有川 和子 中山 奈生大榎田 亜美 緒方 桜咲 肥後 佑奈 江口 亜美 加治木 凛 永田 優衣

7 8001
清水陸上スポーツ少年団

0:38:37

岩切 環希 西山 莉央 古川 千暖 青木 凜 笹原 優菜

5 8013
吉野東陸上スポーツ少年団 女子Aチーム

0:37:59

松木 桃愛 菊浦 彩

6 8018
串木野西陸上少年団

0:38:01

橋本 愛梨 宇野 可鈴 鍋倉 璃帆 橋之口 あやね 冨永 かりん

長谷川 凜佳 野嶽 樹李 野崎 里星 東 優依奈 中森 楽和 上之 怜奈

上新 怜奈 草留 凛風 坂元 茉歩

西川 歩夏 花田 真奈夏 黒川 万英

4 8002
春山陸上女子

0:37:18

兒玉 四葉 肝付 千夏 井上 華 永吉 悠倭 神田 美咲 野元 菜 神田 里菜 図師 遥那

3 8008
国分ジュニア陸上クラブA

0:36:11

加藤 ほのか 丸山 雅 吉村 唯花 瀬戸口 凛 時任 桜子

山下 凜夏 井田 幸 小林 美結 岩切 優梨弥 四元 美結

2 8011
西原JRC  女子

0:36:08

井上 ひらり

1 8006 0:34:42
隼人ジュニア陸上A

野村 優花 三宅 一葉 平田 真都

西郷 冬希駒路 ひかる 奥村 美桜 石川 千嘉 中間 愛奈 石川 晴佳 荒平 奈南



駅伝の部 第25回 霧島市・上野原縄文の森駅伝大会 小学女子

通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順 通過記録 通過順
区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順 区間記録 区間順

氏名 氏名 氏名
4区 5区 6区 7区 8区

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
順位 No. チーム名 総合記録

1区 2区 3区

0:05:09 (18) 0:10:50 (17) 0:16:07 (17) 0:22:06 (16) 0:27:31 (16) 0:33:11 (16) 0:38:24 (15) 0:44:14 (15)

5:09 (18) 5:41 (15) 5:17 (16) 5:59 (15) 5:25 (15) 5:40 (13) 5:13 (15) 5:50 (13)

0:04:54 (15) 0:09:57 (11) 0:15:11 (13) 0:21:26 (15) 0:26:51 (15) 0:32:51 (15) 0:39:07 (16) 0:44:59 (16)

4:54 (15) 5:03 (5) 5:14 (15) 6:15 (17) 5:25 (14) 6:00 (17) 6:16 (18) 5:52 (14)

0:04:32 (12) 0:10:53 (18) 0:16:16 (18) 0:22:29 (17) 0:28:11 (17) 0:33:48 (17) 0:39:39 (17) 0:46:10 (17)

4:32 (12) 6:21 (18) 5:23 (18) 6:13 (16) 5:42 (16) 5:37 (12) 5:51 (17) 6:31 (17)

0:05:03 (17) 0:10:48 (16) 0:16:06 (16) 0:22:55 (18) 0:28:49 (18) 0:35:22 (18) 0:40:53 (18) 0:47:02 (18)

5:03 (17) 5:45 (17) 5:18 (17) 6:49 (18) 5:54 (18) 6:33 (18) 5:31 (16) 6:09 (18)

楠元 心華 村田 和海 西山 菜々実

枦山 桃花

18 8016
舞鶴CHIBIREN

0:47:02

飯野 ひなた 林 倖菜 野村 真愛 有吉 麗穏 森田 菜摘

月見 眞緒 池田 鈴花 中曲瀬 優芽 海江田 珠詩 大人 柚乃 堀口 華利奈

松山 花美 松山 花栄 竹野 いさな 西 春乃 肥後 果凜

17 8017
舞鶴South Blue

0:46:10

中西 菜々美

辻 きらり 西野 和花 原口 夢

16 8003
栗野陸上スポーツ少年団B

0:44:59

水元 理緒 大熊 朋佳 上野 愛李沙

15 8015
吉野東陸上スポーツ少年団 女子Cチーム

0:44:14

藤井 あやな 末廣 侑奈 大崎 寧々 櫻井 ひなた 櫻井 ひより


