
第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会　駅伝の部～小学生

小学男子

順位 No. チーム名 総合記録 1区 2区 3区 4区

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区 6区 7区 8区

1 7006 国分ジュニア陸上クラブ 
男子A 0:33:13

3:47 4:14 3:52 4:28

0:03:47 0:08:01 0:11:53 0:16:21

(1) (1) (1) (3)

(1) (1) (1) (1)

宮原 輝大 種田 航生 川原 広聖 廣原 悠慎

3:50

0:20:11

(1)

(1)

有野 賢人

4:38 4:04 4:20

0:24:49 0:28:53 0:33:13

(3) (2) (1)

(1) (1) (1)

西川 皇志 坂元 煌太 弓指 浩史郎

2 7018 春山陸上A

0:33:24

3:49 4:15 3:58 4:21

0:03:49 0:08:04 0:12:02 0:16:23

(3) (2) (2) (2)

(3) (2) (2) (2)

前田 駿斗 永井 大晟 中城 大志 濱田 大輝

3:59

0:20:22

(3)

(2)

志賀 大地

4:35 4:03 4:24

0:24:57 0:29:00 0:33:24

(2) (1) (2)

(2) (2) (2)

宮下 琉多 二俣 琉唯 小浦 泰我

3 7002 喜入陸上 無限A

0:35:12

4:05 4:37 4:21 4:15

0:04:05 0:08:42 0:13:03 0:17:18

(8) (9) (7) (1)

(8) (6) (6) (3)

山野 咲良 上篭 優斗 坂田 旺太郎 諸留 太一

4:19

0:21:37

(7)

(4)

石口 怜央

4:50 4:15 4:30

0:26:27 0:30:42 0:35:12

(9) (3) (4)

(4) (3) (3)

樋高 圭吾 安達 悠真 浜崎 雄太

4 7007 国分ジュニア陸上クラブ 
男子B 0:36:02

4:00 5:04 4:14 4:54

0:04:00 0:09:04 0:13:18 0:18:12

(6) (20) (5) (8)

(6) (11) (8) (8)

市野 太麒 北原 寿也 中村 伊吹 川原 誠流

3:58

0:22:10

(2)

(7)

山田 蒼士

4:44 4:21 4:47

0:26:54 0:31:15 0:36:02

(4) (5) (7)

(6) (5) (4)

運天 朝也 竹村 駿一 白川 礼

5 7015 串木野西陸上

0:36:03

3:53 4:30 4:07 4:55

0:03:53 0:08:23 0:12:30 0:17:25

(4) (3) (3) (11)

(4) (3) (3) (4)

堀之内 翔和 仮屋 玲 中津留 玄 益山 昊大

4:39

0:22:04

(12)

(5)

下迫田 唯惺

5:01 4:15 4:43

0:27:05 0:31:20 0:36:03

(13) (3) (6)

(7) (7) (5)

木野 裕基 野崎 竣介 永留 洸星

6 7038 阿久根陸上スポーツ少
年団 0:36:18

3:57 4:32 4:23 4:56

0:03:57 0:08:29 0:12:52 0:17:48

(5) (6) (11) (13)

(5) (4) (5) (6)

松﨑 俊汰郎 橋元 翔琉 冨吉 陸斗 尾上 太陽

4:17

0:22:05

(6)

(6)

堂後 侑生

4:48 4:24 5:01

0:26:53 0:31:17 0:36:18

(6) (7) (11)

(5) (6) (6)

山口 遼人 長谷川 結生 古田 琉馬

7 7044 舞鶴ミニバスケットボール
A 0:36:25

3:47 4:51 4:07 4:41

0:03:47 0:08:38 0:12:45 0:17:26

(2) (13) (3) (5)

(2) (5) (4) (5)

東郷 希 仮屋 月夢 白鳥 弘士郎 鈴倉 真宙

4:09

0:21:35

(4)

(3)

河野 楓生

4:47 4:38 5:25

0:26:22 0:31:00 0:36:25

(5) (14) (23)

(3) (4) (7)

有川 大心 脇元 世瑛大 大山 煌苑

8 7016 隼人ジュニア陸上

0:37:03

4:19 5:00 4:29 5:04

0:04:19 0:09:19 0:13:48 0:18:52

(16) (18) (18) (18)

(16) (17) (14) (16)

宮之前 丈 瀬戸口 さくら 新中 大貴 日野 稀夢

4:47

0:23:39

(17)

(15)

戸田 詩華

4:26 4:29 4:29

0:28:05 0:32:34 0:37:03

(1) (13) (3)

(12) (12) (8)

山下 煌生 濱田 誠人 前田 陽向

9 7013 清水陸上 男子Aチーム

0:37:13

4:20 4:35 4:23 4:56

0:04:20 0:08:55 0:13:18 0:18:14

(17) (8) (11) (13)

(17) (9) (9) (9)

八幡 敦也 岩切 健之介 髙城 宏眞 中村 颯

4:46

0:23:00

(16)

(9)

山下 寛大

4:51 4:26 4:56

0:27:51 0:32:17 0:37:13

(10) (9) (10)

(8) (9) (9)

上原 克仁 徳田 琉生 迫田 暖汰

10 7031 大口スイムランA

0:37:15

4:12 4:42 4:41 4:37

0:04:12 0:08:54 0:13:35 0:18:12

(10) (11) (22) (4)

(10) (8) (11) (7)

永田 莉奈 岩切 煌世 向江 健生 有郷 莉玖

4:51

0:23:03

(20)

(10)

池松 めい

4:48 4:22 5:02

0:27:51 0:32:13 0:37:15

(6) (6) (12)

(9) (8) (10)

藺牟田 梨乃晏 永田 万理香 江口 亜美

11 7037 東市来ランナーズ

0:37:23

4:04 4:52 4:25 4:55

0:04:04 0:08:56 0:13:21 0:18:16

(7) (14) (14) (11)

(7) (10) (10) (10)

西田 光江 松尾 章太 赤﨑 廉 久保 心温

4:29

0:22:45

(8)

(8)

平松 正悠

5:08 4:27 5:03

0:27:53 0:32:20 0:37:23

(14) (10) (14)

(10) (10) (11)

永井 大樹 山尾 実礼 丸田 千陽

12 7022 春山陸上B

0:37:30

4:16 4:55 4:36 4:44

0:04:16 0:09:11 0:13:47 0:18:31

(14) (15) (19) (6)

(14) (14) (13) (11)

清藤 煌起 松元 亮太郎 前之園 こらん 堀之内 光照

4:33

0:23:04

(9)

(11)

二俣 萌音

4:53 4:27 5:06

0:27:57 0:32:24 0:37:30

(11) (10) (17)

(11) (11) (12)

徳元 颯人 志賀 良太 福永 愛呼

13 7009 吉野東陸上スポーツ少
年団 男子Aチーム 0:37:42

4:18 5:06 4:18 5:05

0:04:18 0:09:24 0:13:42 0:18:47

(15) (22) (6) (19)

(15) (18) (12) (15)

二田 永遠 二田 宇宙 鳥羽瀬 咲寿 山下 昊大

4:38

0:23:25

(11)

(13)

山下 大輔

5:13 4:28 4:36

0:28:38 0:33:06 0:37:42

(15) (12) (5)

(14) (13) (13)

瀧井 琥太郎 前村 侑音 中森 楽稀
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第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会　駅伝の部～小学生

小学男子

順位 No. チーム名 総合記録 1区 2区 3区 4区

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区 6区 7区 8区

14 7001 上小川サッカースポーツ
少年団 0:38:21

4:37 4:59 4:28 4:54

0:04:37 0:09:36 0:14:04 0:18:58

(28) (17) (17) (8)

(28) (23) (18) (17)

松尾 怜音 中村 一湊 中里 郁貴 山﨑 瑛太

4:55

0:23:53

(22)

(18)

松形 流衣

4:49 4:52 4:47

0:28:42 0:33:34 0:38:21

(8) (18) (7)

(15) (15) (14)

森田 和希 松尾 哲来 山﨑 凌也

15 7029 通山陸上A

0:38:21

4:31 4:43 4:36 4:49

0:04:31 0:09:14 0:13:50 0:18:39

(25) (12) (19) (7)

(25) (16) (16) (12)

岩田 宗一郎 新越 裕基 徳田 綾佑 野口 凱輝

4:56

0:23:35

(23)

(14)

稲付 伸乃助

5:00 4:42 5:04

0:28:35 0:33:17 0:38:21

(12) (16) (15)

(13) (14) (15)

宮原 優心 渕之上 隆斗 鉾立 隆翔

16 7008 国分ジュニア陸上クラブ 
男子C 0:39:12

4:13 4:57 5:22 4:56

0:04:13 0:09:10 0:14:32 0:19:28

(11) (16) (33) (13)

(11) (13) (25) (21)

前野 琥介 西重 歩 市野 慎之亮 吉村 将貴

4:35

0:24:03

(10)

(20)

大尾 航平

5:22 4:45 5:02

0:29:25 0:34:10 0:39:12

(18) (17) (12)

(17) (17) (16)

吉留 佑空 大嵩 星 對馬 永翔

17 7028 湯之尾小学校

0:39:14

4:11 4:41 4:25 5:22

0:04:11 0:08:52 0:13:17 0:18:39

(9) (10) (14) (23)

(9) (7) (7) (13)

山口 莉久 林 輝竜 林 煌理 石川 琉斐

4:45

0:23:24

(15)

(12)

外木場 結愛

5:29 5:09 5:12

0:28:53 0:34:02 0:39:14

(19) (24) (18)

(16) (16) (17)

永野 元喜 外木場 麻愛 山口 蒼真

18 7047 ブルーサクヤジュニア　
ブルー２ 0:40:07

4:27 5:00 5:19 5:26

0:04:27 0:09:27 0:14:46 0:20:12

(22) (18) (30) (26)

(22) (19) (28) (28)

中村 駿希 福ヶ迫 慶 岩井 絆虎 松岡 恵佑

4:11

0:24:23

(5)

(22)

吉田 琉風

5:43 4:39 5:22

0:30:06 0:34:45 0:40:07

(24) (15) (21)

(21) (18) (18)

迫 稀斗 福永 一颯 西山 成織

19 7014 清水陸上 男子Bチーム

0:40:09

4:25 5:14 4:23 5:22

0:04:25 0:09:39 0:14:02 0:19:24

(19) (26) (11) (23)

(19) (26) (17) (20)

柳田 健翔 神﨑 蒼一朗 髙城 友妥 脇元 惟吹

4:41

0:24:05

(13)

(21)

上山 鳳斗

5:38 5:10 5:16

0:29:43 0:34:53 0:40:09

(22) (25) (20)

(19) (19) (19)

肥後 知希 小薗 勇輝 牧野 友祐

20 7010 吉野東陸上スポーツ少
年団 男子Bチーム 0:40:34

4:28 5:39 4:27 5:03

0:04:28 0:10:07 0:14:34 0:19:37

(23) (30) (16) (17)

(23) (30) (26) (24)

図師 遥斗 今村 魁 前村 周宥 桑江 凰希

5:17

0:24:54

(28)

(25)

東 拓海

5:19 4:56 5:25

0:30:13 0:35:09 0:40:34

(16) (21) (23)

(22) (20) (20)

岩永 琉生 櫻井 太陽 大崎 琉斗

21 7026 さつま柏原D

0:40:42

4:36 4:30 5:02 4:54

0:04:36 0:09:06 0:14:08 0:19:02

(27) (3) (25) (8)

(27) (12) (21) (18)

上屋敷 蘭 今東 京史朗 本田 珠梨 白石 祐麻

4:50

0:23:52

(18)

(17)

田端 珠羽

5:44 5:36 5:30

0:29:36 0:35:12 0:40:42

(25) (29) (25)

(18) (21) (21)

本田 聖王 前田 真那 上川畑 悠介

22 7005 喜入陸上 無限B

0:41:04

4:26 5:12 4:51 5:26

0:04:26 0:09:38 0:14:29 0:19:55

(20) (24) (23) (26)

(20) (25) (24) (26)

日高 茜 山ノ内 佳希 浜崎 洸希 川原 樺月

5:00

0:24:55

(24)

(26)

加藤 想乃

5:21 5:24 5:24

0:30:16 0:35:40 0:41:04

(17) (28) (22)

(23) (23) (22)

山野 暖斗 堀 佑磨 浜崎 寛二

23 7045 祁答院ランナーズjr.

0:41:13

4:26 5:04 4:36 5:11

0:04:26 0:09:30 0:14:06 0:19:17

(21) (20) (19) (20)

(21) (22) (20) (19)

市来 雄貴 森山 麻妃 今村 莉菜 井本 呂喜

4:44

0:24:01

(14)

(19)

東野 匠真

6:21 4:54 5:57

0:30:22 0:35:16 0:41:13

(33) (20) (31)

(25) (22) (23)

門崎 桃花 渕上 陽向 前原 桜昴

24 7025 さつま柏原C

0:41:35

4:55 4:32 4:22 4:56

0:04:55 0:09:27 0:13:49 0:18:45

(32) (6) (10) (13)

(32) (20) (15) (14)

大平 明奈 原 幸士朗 前田 美沙 戸田 健太郎

5:01

0:23:46

(25)

(16)

田端 恋羽

6:00 5:57 5:52

0:29:46 0:35:43 0:41:35

(28) (33) (30)

(20) (24) (24)

宇都 智晃 東 奈乃子 東 隼叶

25 7003 指宿小スイム&ランAチー
ム 0:41:51

4:43 4:30 4:56 5:21

0:04:43 0:09:13 0:14:09 0:19:30

(31) (3) (24) (22)

(31) (15) (22) (23)

東園 陽翔 鶴本 啓太 田中 颯泰 田中 沙優

5:29

0:24:59

(31)

(27)

山﨑 悠真

6:46 5:14 4:52

0:31:45 0:36:59 0:41:51

(36) (26) (9)

(27) (27) (25)

山﨑 日葵 宮下 朔太郎 上村 悠斗

26 7023 さつま柏原A

0:42:18

4:14 5:35 4:21 5:43

0:04:14 0:09:49 0:14:10 0:19:53

(13) (29) (7) (29)

(13) (28) (23) (25)

上川畑 未来 長松院 寛太 重森 瞳 上浦 拓真

4:50

0:24:43

(18)

(24)

中山 綾音

5:35 6:09 5:51

0:30:18 0:36:27 0:42:18

(21) (36) (29)

(24) (25) (26)

桐原 貫樹 川崎 心晴 川崎 亮輔
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第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会　駅伝の部～小学生

小学男子

順位 No. チーム名 総合記録 1区 2区 3区 4区

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区 6区 7区 8区

27 7024 さつま柏原B

0:42:40

4:32 5:12 4:21 5:25

0:04:32 0:09:44 0:14:05 0:19:30

(26) (24) (7) (25)

(26) (27) (19) (22)

下市 弥羽 宇都 晃二郎 田中 瑞希 田端 透羽

4:54

0:24:24

(21)

(23)

原 幸優

6:12 5:58 6:06

0:30:36 0:36:34 0:42:40

(30) (34) (34)

(26) (26) (27)

北川 寛人 花田 紫音 花田 皓夢

28 7019 シャトル国分スポーツ少
年団 花組 0:43:15

4:29 5:42 5:17 6:02

0:04:29 0:10:11 0:15:28 0:21:30

(24) (31) (29) (36)

(24) (31) (30) (31)

染谷 一心 石井 清誠 川東 愛友里 長ヶ原 凜

5:07

0:26:37

(26)

(30)

若松 杏奈

5:51 5:43 5:04

0:32:28 0:38:11 0:43:15

(26) (31) (15)

(29) (30) (28)

田實 龍之慎 石井 晴誠 菅野 花純

29 7046 ブルーサクヤジュニア　
ブルー１ 0:43:41

4:20 5:09 5:19 5:18

0:04:20 0:09:29 0:14:48 0:20:06

(18) (23) (30) (21)

(18) (21) (29) (27)

指宿 航汰 山之内 宗政 大惠 諒太朗 渡邊 啓太

5:21

0:25:27

(30)

(28)

落合 暖人

8:35 4:25 5:14

0:34:02 0:38:27 0:43:41

(37) (8) (19)

(34) (32) (29)

池田 光希 永田 陽基 山下 翔生

30 7042 隼人錦江スポーツクラブ

0:43:44

4:41 5:47 5:19 5:32

0:04:41 0:10:28 0:15:47 0:21:19

(29) (32) (30) (28)

(29) (32) (32) (30)

中野 煌志 郡田 愛怜 西山 幸太 三角 莉央

5:19

0:26:38

(29)

(31)

奥園 翔大

5:31 6:04 5:31

0:32:09 0:38:13 0:43:44

(20) (35) (26)

(28) (31) (30)

畠山 舞子 郡田 挨志 田中 ここみ

31 7017 大口スイムランC

0:44:04

4:56 6:26 5:05 5:50

0:04:56 0:11:22 0:16:27 0:22:17

(33) (37) (26) (33)

(33) (37) (33) (34)

樗木 慶人 工藤 篤人 岩切 逞希 中島 花梨

5:08

0:27:25

(27)

(33)

日置 愛月

5:42 4:52 6:05

0:33:07 0:37:59 0:44:04

(23) (18) (33)

(31) (29) (31)

緒方 桃子 御書 栞 有川 紗和

32 7043 舞鶴ミニバス・ダンス

0:44:05

4:14 5:24 5:06 5:43

0:04:14 0:09:38 0:14:44 0:20:27

(12) (28) (27) (29)

(12) (24) (27) (29)

福村 一敬 佐多 凛太朗 宮田 快政 中馬 颯玖

5:36

0:26:03

(35)

(29)

東 大和

6:30 5:23 6:09

0:32:33 0:37:56 0:44:05

(34) (27) (36)

(30) (28) (32)

竹之下 昴 竹之下 陽 山崎 蓮

33 7011 吉野東陸上スポーツ少
年団 男子Cチーム 0:44:32

4:58 6:20 5:11 5:48

0:04:58 0:11:18 0:16:29 0:22:17

(36) (35) (28) (32)

(36) (35) (34) (33)

藤田 陸叶 図師 心結 櫨山 和奏 八木 陽大

5:35

0:27:52

(34)

(34)

羽根田 優香

6:01 5:05 5:34

0:33:53 0:38:58 0:44:32

(29) (22) (27)

(33) (33) (33)

冨永 侑愛 今村 有理乃 福迫 奏磨

34 7032 栗野陸上スポーツ少年
団 0:45:32

4:42 5:22 5:29 5:57

0:04:42 0:10:04 0:15:33 0:21:30

(30) (27) (34) (34)

(30) (29) (31) (32)

岩下 心 宮田 絆吏 正竹 琉愛 西 寿真

5:29

0:26:59

(31)

(32)

新園 ゆあ

6:17 6:09 6:07

0:33:16 0:39:25 0:45:32

(31) (36) (35)

(32) (34) (34)

福崎 斗麻 西 春乃 脇田 凜音

35 7030 通山陸上C

0:46:34

4:58 6:02 6:12 5:57

0:04:58 0:11:00 0:17:12 0:23:09

(35) (34) (36) (34)

(35) (33) (36) (36)

上杉 知也 上熊須 隆之介 勝目 零王 野口 虹心

5:29

0:28:38

(31)

(35)

稲付 菜々子

6:31 5:51 5:34

0:35:09 0:41:00 0:46:34

(35) (32) (27)

(35) (35) (35)

宮原 琉華 渕之上 憂愛 岩田 駿介

36 7004 指宿小スイム&ランBチー
ム 0:47:17

5:19 5:47 5:31 5:43

0:05:19 0:11:06 0:16:37 0:22:20

(37) (32) (35) (29)

(37) (34) (35) (35)

河野 陽夢向 田中 虎之介 三枝 愛奈 池水 悠真

6:56

0:29:16

(37)

(36)

餅原 幸芽

6:20 5:41 6:00

0:35:36 0:41:17 0:47:17

(32) (30) (32)

(36) (36) (36)

鶴本 大翔 緒方 一颯 前原 愛樹

37 7048 ブルーサクヤジュニア　
ブルー３ 0:47:38

4:56 6:23 6:32 6:31

0:04:56 0:11:19 0:17:51 0:24:22

(34) (36) (37) (37)

(34) (36) (37) (37)

前原 大琉 志摩 俊佑 秋丸 一翔 永田 渉真

5:53

0:30:15

(36)

(37)

岩井 道鷹

5:56 5:06 6:21

0:36:11 0:41:17 0:47:38

(27) (23) (37)

(37) (37) (37)

迫 大輝 足立 荘太 前原 琉我

OPEN 7027 青葉ジュニアソフトテニス

0:41:38

4:29 5:21 5:27 5:05

0:04:29 0:09:50 0:15:17 0:20:22

南原 苺果 外山 優来 鶴田 美空 南 耀彩

5:33

0:25:55

川口 柚乃

5:24 5:13 5:06

0:31:19 0:36:32 0:41:38

田邊 歩暉 揃 真和 赤塚 弘樹
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第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会　駅伝の部～小学生

小学女子

順位 No. チーム名 総合記録 1区 2区 3区 4区

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区 6区 7区 8区

1 8013 阿久根陸上スポーツ少
年団女子 0:33:37

3:42 4:24 3:52 4:37

0:03:42 0:08:06 0:11:58 0:16:35

(1) (1) (1) (2)

(1) (1) (1) (1)

高口 永恋 花田 美優 黒神 璃菜 馬場園 桃

4:03

0:20:38

(2)

(1)

猿楽 美羽

4:39 4:00 4:20

0:25:17 0:29:17 0:33:37

(2) (1) (1)

(1) (1) (1)

西園 麻央 上野 亜暢 楠田 ゆうな

2 8008 春山陸上

0:33:42

3:47 4:38 3:55 4:25

0:03:47 0:08:25 0:12:20 0:16:45

(2) (3) (2) (1)

(2) (2) (2) (2)

平野 悠莉 前之園 心彩 野元 菜 平野 愛莉

3:54

0:20:39

(1)

(2)

西川 雛羽

4:38 4:04 4:21

0:25:17 0:29:21 0:33:42

(1) (2) (2)

(2) (2) (2)

佐多 茉奈美 志賀 ひびき 神田 美咲

3 8001 国分ジュニア陸上クラブ 
女子A 0:35:22

3:59 4:39 4:15 4:39

0:03:59 0:08:38 0:12:53 0:17:32

(3) (4) (3) (3)

(3) (3) (3) (3)

細川 友愛 小倉 陽菜 前野 結愛 竹村 紗希

4:03

0:21:35

(2)

(3)

堂園 心花

4:46 4:15 4:46

0:26:21 0:30:36 0:35:22

(3) (3) (4)

(3) (3) (3)

吉屋 優希乃 宗岡 真生 井上 ハルカ

4 8007 隼人ジュニア陸上 女子

0:36:29

4:16 4:45 4:22 5:06

0:04:16 0:09:01 0:13:23 0:18:29

(6) (5) (4) (5)

(6) (4) (4) (4)

岩下 涼音 中川 杏夏 横村 春花 福島 千乃

4:25

0:22:54

(4)

(4)

濱田 梨華

4:50 4:15 4:30

0:27:44 0:31:59 0:36:29

(4) (3) (3)

(4) (4) (4)

福永 麻央 東山 若葉 永田 月奈

5 8002 国分ジュニア陸上クラブ 
女子B 0:38:09

4:14 5:01 4:34 5:10

0:04:14 0:09:15 0:13:49 0:18:59

(5) (9) (7) (7)

(5) (7) (6) (6)

濱田 彩華 四位 栞奈 堀永 陽南 酒匂 椿妃

4:27

0:23:26

(5)

(5)

岩城 りあら

4:57 4:26 5:20

0:28:23 0:32:49 0:38:09

(5) (5) (9)

(5) (5) (5)

今井 凛 田之上 亜希 柏木 心陽

6 8003 吉野東陸上スポーツ少
年団 女子Aチーム 0:38:23

4:13 5:00 4:31 5:23

0:04:13 0:09:13 0:13:44 0:19:07

(4) (8) (6) (10)

(4) (6) (5) (7)

内村 愛梨 原口 夢 徳留 千宙 大浪 ゆな

4:37

0:23:44

(6)

(6)

根元 菜々子

5:08 4:38 4:53

0:28:52 0:33:30 0:38:23

(7) (6) (5)

(6) (6) (6)

田原 美姫 大崎 寧々 山下 れもん

7 8006 串木野西陸上 女子

0:39:35

4:34 4:37 4:40 5:04

0:04:34 0:09:11 0:13:51 0:18:55

(11) (2) (10) (4)

(11) (5) (7) (5)

川口 遥加 橋本 愛梨 田島 芽凛 勝田 乙葉

4:51

0:23:46

(9)

(7)

橋之口 絢香

5:31 4:49 5:29

0:29:17 0:34:06 0:39:35

(10) (7) (11)

(7) (7) (7)

中村 潮音 橋口 歩華 下茂 凛香

8 8011 栗野陸上スポーツ少年
団女子 0:39:43

4:32 4:49 4:41 5:15

0:04:32 0:09:21 0:14:02 0:19:17

(10) (6) (11) (8)

(10) (8) (8) (9)

上野 愛李沙 内村 鈴梛 神田 愛果 肥後 果凛

4:48

0:24:05

(8)

(8)

松山 花栄

5:20 5:00 5:18

0:29:25 0:34:25 0:39:43

(9) (10) (7)

(8) (9) (8)

今和泉 未来 脇田 紗彩 坂口 優凜

9 8009 通山陸上B

0:39:47

4:32 5:06 4:29 5:06

0:04:32 0:09:38 0:14:07 0:19:13

(9) (10) (5) (5)

(9) (10) (9) (8)

南 優希 有田 光兎 鉾立 愛莉 佐々木 璃緒奈

5:00

0:24:13

(11)

(9)

上杉 ゆりあ

5:19 4:51 5:24

0:29:32 0:34:23 0:39:47

(8) (8) (10)

(9) (8) (9)

立山 瑠華 湯川 穂実 今西 彩友華

10 8005 清水陸上 女子チーム

0:40:42

4:35 5:17 5:06 5:25

0:04:35 0:09:52 0:14:58 0:20:23

(12) (11) (14) (11)

(12) (12) (13) (12)

八幡 奈優 西山 莉央 山道 琴美 尾曲 清子

4:46

0:25:09

(7)

(11)

米園 桜希

5:04 5:10 5:19

0:30:13 0:35:23 0:40:42

(6) (13) (8)

(10) (10) (10)

東 萌加 瀬戸山 紗英 末吉 りりあ

11 8004 吉野東陸上スポーツ少
年団 女子Bチーム 0:42:22

4:31 5:40 4:38 5:21

0:04:31 0:10:11 0:14:49 0:20:10

(8) (13) (9) (9)

(8) (13) (12) (11)

辻 きらり 内村 美月 櫻井 ひより 宮里 芽吹

4:59

0:25:09

(10)

(10)

深野 小春

6:15 5:09 5:49

0:31:24 0:36:33 0:42:22

(13) (11) (13)

(12) (12) (11)

七搦 ひなこ 福崎 心遥 西野 和花

12 8010 大口スイムランB

0:42:22

4:17 5:30 4:36 5:26

0:04:17 0:09:47 0:14:23 0:19:49

(7) (12) (8) (12)

(7) (11) (10) (10)

安田 礼奈 上石坂 明歩 蓑田 ゆり奈 有郷 莉麻

5:45

0:25:34

(14)

(12)

安田 希心

5:44 5:09 5:55

0:31:18 0:36:27 0:42:22

(11) (11) (14)

(11) (11) (12)

樗木 渚 藤田 稀愛 植島 万葉

13 8017 ブルーサクヤジュニア　
サクヤ１ 0:42:51

4:41 4:56 5:01 6:18

0:04:41 0:09:37 0:14:38 0:20:56

(13) (7) (13) (14)

(13) (9) (11) (13)

中島 桃花 小濵 緑咲 上久保 明 樋口 莉子

5:07

0:26:03

(12)

(13)

迫 穂乃華

6:01 5:15 5:32

0:32:04 0:37:19 0:42:51

(12) (14) (12)

(13) (13) (13)

矢野 菜々美 中島 碧里 壱﨑 葵
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第27回霧島市・上野原縄文の森駅伝大会　駅伝の部～小学生

小学女子

順位 No. チーム名 総合記録 1区 2区 3区 4区

上段:通算記録(順位)

下段:区間記録(順位)

5区 6区 7区 8区

14 8018 ブルーサクヤジュニア　
サクヤ２ 0:44:26

5:20 5:55 4:50 5:41

0:05:20 0:11:15 0:16:05 0:21:46

(15) (15) (12) (13)

(15) (15) (15) (14)

小野 心花 岡山 ことみ 中島 由衣 内野 未結

6:10

0:27:56

(15)

(15)

迫 みる曖

6:15 4:59 5:16

0:34:11 0:39:10 0:44:26

(13) (9) (6)

(14) (14) (14)

園内 陽菜 志摩 音羽 足立 莉子

15 8016 舞鶴ストリートダンスB

0:45:42

5:00 5:53 5:09 6:36

0:05:00 0:10:53 0:16:02 0:22:38

(14) (14) (15) (15)

(14) (14) (14) (15)

大人 柚乃 山口 真央 海江田 珠詩 楠元 千華

5:16

0:27:54

(13)

(14)

中馬 遥香

6:22 5:26 6:00

0:34:16 0:39:42 0:45:42

(15) (15) (15)

(15) (15) (15)

脇元 羽音琉 久木野 空海 吉留 七海
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