
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

2km低学年
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村

 2015/2/22

スタート： -

会場: 「南郷茶屋」駐車場特設会場

主催: ロードレースin百済の里実行委員会

7分46秒1 河野　駿介308 ｶﾜﾉ ｼｭﾝｽｹ 日向市

7分52秒2 馬目　歩304 ﾏﾉﾒ ｱﾕﾑ 延岡市

7分58秒3 安田　優希610 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷ 日向市

8分09秒4 山本　湘凪309 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾅ 日向市

8分19秒5 清水　陽翔203 ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ 宮崎市

8分23秒6 川邉　凌子506 ｶﾜﾍﾞ ﾚｲﾐ 門川町

8分32秒7 黒木　日陽310 ｸﾛｷﾞ ﾋﾅﾀ 日向市

8分37秒8 菊地　湊太209 ｷｸﾁ ｿｳﾀ 美郷町

8分40秒9 黒木　海音316 ｸﾛｷ ｶｲﾄ 日向市

8分40秒10 前谷　昂星311 ﾏｴﾀﾆ ｺｳｾｲ 美郷町

8分44秒11 米田　崇真206 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭｳﾏ 門川町

8分50秒12 田口　真彩601 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾔ 日向市

8分50秒13 小田　夢空511 ｵﾀﾞ ﾕﾒｱ 美郷町

8分53秒14 松島　愛602 ﾏﾂｼﾏ ﾏﾅ 延岡市

8分53秒15 原口　樹璃504 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾞｭﾘ 宮崎市

8分59秒16 山本　奏凪104 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 日向市

9分00秒17 川口　海翔211 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ 美郷町

9分05秒18 橋口　鉱季210 ﾊｼｸﾞﾁ ｺｳｷ 美郷町

9分06秒19 宮本　凪315 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｷﾞ 美郷町

9分08秒20 小野　龍希314 ｵﾉ ﾘｭｳｷ 美郷町

9分12秒21 甲斐　光祐215 ｶｲ ｺｳｽｹ 美郷町

9分12秒22 木口　心花611 ｷｸﾞﾁ ｺﾉｶ 日向市

9分14秒23 矢野　凛華514 ﾔﾉ ﾘﾘｶ 美郷町

9分18秒24 大石　望愛502 ｵｵｲｼ ﾉｱ 新富町

9分20秒25 蒲生　悠108 ｶﾓｳ ﾕｳ 美郷町

9分26秒26 田中　孝樹208 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 日向市

9分32秒27 児玉　彩月608 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ 美郷町

9分34秒28 橋口　叶夢513 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾉﾝ 美郷町

9分35秒29 新田　結衣606 ﾆｯﾀ ﾕｲ 美郷町

9分39秒30 黒木　遥叶105 ｸﾛｷﾞ ﾊﾙｶ 日向市

9分40秒31 長友　由希穂509 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｷﾎ 日向市

9分44秒32 黒木　奏305 ｸﾛｷﾞ ｿｳ 延岡市

9分47秒33 菅原　叶望517 ｽｶﾞﾊﾗ ｶﾅﾐ 日向市

9分51秒34 太田　愛菜518 ｵｵﾀ ｱｲﾅ 日向市

9分54秒35 田中　遥歌603 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 延岡市

10分08秒36 黒木　杏佳604 ｸﾛｷﾞ ｷｮｳｶ 日向市

10分11秒37 岩﨑　青音505 ｲﾜｻｷ ｱｵﾈ 延岡市

10分15秒38 亀田　凰志213 ｶﾒﾀﾞ ｺｳｼ 美郷町

10分17秒39 阿南　美音507 ｱﾅﾝ ﾐｵ 日向市

10分19秒40 前谷　朱音607 ﾏｴﾀﾆ ｱｶﾈ 美郷町

10分22秒41 宮本　蒼士110 ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｼ 美郷町

10分26秒42 四角目　侑海413 ｼｶｸﾒ ﾕｳｶ 日向市

10分31秒43 猪股　なのほ406 ｲﾉﾏﾀ ﾅﾉﾎ 美郷町

10分31秒44 竹口　禾倖609 ﾀｹｸﾞﾁ ｶｺ 美郷町

10分33秒45 西園　真帆503 ﾆｼｿﾞﾉ ﾏﾎ 都城市

10分36秒46 楠田　想空111 ｸｽﾀﾞ ｿﾗ 美郷町

10分38秒47 黒木　萌音401 ｸﾛｷﾞ ﾓﾈ 延岡市

10分39秒48 長尾　夢栞614 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｶ 美郷町

10分40秒49 安田　彩夏510 ﾔｽﾀﾞ ｻﾔｶ 門川町

10分40秒50 杉谷　歩乃佳411 ｽｷﾞﾀﾆ ﾎﾉｶ 日向市
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10分41秒51 黒木　花音410 ｸﾛｷ ｶﾉﾝ 日向市

10分43秒52 東木場　葵520 ﾋｶﾞｼｺﾊﾞ ｱｵｲ 美郷町

10分51秒53 田中　莉乃512 ﾀﾅｶ  ﾘﾉ 美郷町

10分55秒54 阿南　舞音508 ｱﾅﾝ ﾏｵ 日向市

10分57秒55 菊池　月美409 ｷｸﾁ ﾐiﾂｷ 美郷町

11分04秒56 請関　朋哉201 ｳｹｾﾞｷ ﾄﾓﾔ 宮崎市

11分14秒57 西田　桜矢216 ﾆｼﾀﾞ ｵｳﾔ 美郷町

11分15秒58 奥野　正幸102 ｵｸﾉ ﾏｻﾕｷ 日南市

11分31秒59 高見　涼615 ﾀｶﾐ ﾘｮｳ 美郷町

11分39秒60 芥川　大志101 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾀｲｼ 延岡市

11分42秒61 吉永　光之介107 ﾖｼﾅｶﾞ ｺｳﾉｽｹ 美郷町

12分04秒62 溝脇　愛史407 ﾐｿﾞﾜｷ ｱｲﾐ 美郷町

12分16秒63 下田　琴音519 ｼﾓﾀﾞ ｺﾄﾈ 美郷町

14分15秒64 本田　翔吾312 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 美郷町
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