
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

2km高学年
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

6分40秒1 水野　龍志921 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾕｷ 日向市

6分51秒2 押川　晴斗901 ｵｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 宮崎市

7分13秒3 長友　駿仁909 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾊﾔﾄ 日向市

7分14秒4 山中　寿世夢714 ﾔﾏﾅｶ ｼﾞｭｾﾑ 日向市

7分17秒5 那須　美紗希1206 ﾅｽ ﾐｻｷ 日向市

7分27秒6 東　剛志915 ﾋｶﾞｼ ﾀｶｼ 美郷町

7分29秒7 水野　龍吾825 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｺﾞ 日向市

7分29秒8 清水　暖太709 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 宮崎市

7分32秒9 大野　翔暉811 ｵｵﾉ ｶｹﾙ 日向市

7分37秒10 馬目　裕太806 ﾏﾉﾒ ﾕｳﾀ 延岡市

7分40秒11 河内　瀬桜1108 ｶﾜﾁ ｾﾅ 日向市

7分41秒12 三股　虎太郎916 ﾐﾏﾀ ｺﾀﾛｳ 美郷町

7分45秒13 田野　瑛一朗706 ﾀﾉ ｴｲｲﾁﾛｳ 延岡市

7分47秒14 梶原　駿之介902 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 宮崎市

7分47秒15 甲斐　波統910 ｶｲ ﾅﾐﾄ 日向市

7分48秒16 中川　莉穂1113 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾎ 門川町

7分53秒17 佐保　京1003 ｻﾎ ﾐﾔｺ 日之影町

7分56秒18 竹田　光希813 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 日向市

7分57秒19 橋本　和憲702 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 日之影町

7分57秒20 甲斐　ひなの1110 ｶｲ ﾋﾅﾉ 門川町

7分58秒21 奈須　美咲1112 ﾅｽ ﾐｻｷ 門川町

8分00秒22 一政　亮介712 ｲﾁﾏｻ ﾘｮｳｽｹ 門川町

8分00秒23 黒木　翔星814 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｾｲ 日向市

8分02秒24 松岡　功倫802 ﾏﾂｵｶ ｶﾂﾋﾄ 椎葉村

8分04秒25 川邉　瑠佳1109 ｶﾜﾍﾞ ﾙｲｶ 門川町

8分07秒26 蒲生　駿718 ｶﾓｳ ｼｭﾝ 美郷町

8分09秒27 黒木　浩輔708 ｸﾛｷ ｺｳｽｹ 日向市

8分10秒28 米田　理央1111 ﾖﾈﾀﾞ ﾘｵ 門川町

8分10秒29 山本　寛汰919 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 美郷町

8分12秒30 井上　智夢719 ｲﾉｳｴ ﾄﾑ 美郷町

8分14秒31 粟田　駿也903 ｱﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 日向市

8分14秒32 小田　春空722 ｵﾀﾞ ﾊﾙｸ 美郷町

8分15秒33 甲斐　よしの1204 ｶｲ ﾖｼﾉ 門川町

8分19秒34 河内　優桜1006 ｶﾜﾁ ﾕﾅ 日向市

8分22秒35 甲斐　真大717 ｶｲ ﾏﾋﾛ 美郷町

8分23秒36 杉谷　日呂824 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛ 日向市

8分24秒37 黒木　彩華1205 ｸﾛｷﾞ ｻﾔｶ 門川町

8分30秒38 太田　くるみ1214 ｵｵﾀ ｸﾙﾐ 日向市

8分30秒39 大野　日那大818 ｵｵﾉ ﾋﾅﾀ 美郷町

8分31秒40 梶本　陽友吾823 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋｭｳｺﾞ 日向市

8分34秒41 黒木　波瑠904 ｸﾛｷ ﾊﾙ 宮崎市

8分34秒42 田口　彩未1201 ﾀｸﾞﾁ ｱﾐ 日向市

8分40秒43 中野　結奈1118 ﾅｶﾉ ﾕｳﾅ 美郷町

8分41秒44 岩﨑　青奈1005 ｲﾜｻｷ ｾｲﾅ 延岡市

8分42秒45 田村　瑞樹920 ﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 美郷町

8分43秒46 田原　旬平923 ﾀﾊﾞﾙ ｼｭﾝﾍﾟｲ 美郷町

8分44秒47 西田　郁弥723 ﾆｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 美郷町

8分47秒48 中田　早統912 ﾅｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 美郷町

8分48秒49 べリス　フランチェスカ1105 ﾍﾞﾘｽ ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ 日向市

8分48秒50 川邉　音奈1207 ｶﾜﾍﾞ ﾘｽﾞﾅ 門川町
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8分50秒51 亀田　大我819 ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 美郷町

8分53秒52 上村　恵梨1210 ｶﾐﾑﾗ ｴﾘ 美郷町

8分58秒53 池田　陸721 ｲｹﾀﾞ ﾘｸ 美郷町

9分01秒54 甲斐　大成807 ｶｲ ﾀｲｾｲ 椎葉村

9分01秒55 松村　萌花1101 ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴｶ 延岡市

9分04秒56 甲斐　ひなた1010 ｶｲ ﾋﾅﾀ 美郷町

9分04秒57 後藤　央713 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ 門川町

9分11秒58 稲森　玄士716 ｲﾅﾓﾘ ﾊﾙﾄ 美郷町

9分14秒59 河野　晶菜1208 ｶﾜﾉ ｱｷﾅ 日向市

9分16秒60 大村　瑞穂1014 ｵｵﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 美郷町

9分16秒61 永友　優祐704 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｽｹ 延岡市

9分17秒62 林田　咲1102 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｷ 延岡市

9分19秒63 木代　真優1011 ｷｼﾛ ﾏﾕ 美郷町

9分27秒64 大賀　駿805 ｵｵｶﾞ ｼｭﾝ 日向市

9分29秒65 矢野　涼華1212 ﾔﾉ ｽｽﾞｶ 美郷町

9分33秒66 大野　百々絵1115 ｵｵﾉ ﾓﾓｴ 門川町

9分33秒67 田原　清華1008 ﾀﾊﾞﾙ ｻﾔｶ 美郷町

9分34秒68 長友　遥生922 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾊﾙｷ 美郷町

9分35秒69 請関　渉707 ｳｹｾﾞｷ ｱﾕﾑ 宮崎市

9分36秒70 三股　旺示720 ﾐﾏﾀ ｵｳｼﾞ 美郷町

9分37秒71 中田　和佑1125 ﾅｶﾀﾞ ｱﾕ 美郷町

9分40秒72 松葉　果南1106 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾅ 日向市

9分40秒73 西園　陽樹801 ﾆｼｿﾞﾉ ﾊﾙｷ 都城市

9分43秒74 吉玉　桜梨1012 ﾖｼﾀﾏ ﾐﾘ 日向市

9分43秒75 村田　澪音1015 ﾑﾗﾀ ﾚﾉﾝ 美郷町

9分43秒76 木代　美湖1213 ｷｼﾛ ﾐｺ 美郷町

9分44秒77 緒方　頼724 ｵｶﾞﾀ ﾗｲ 美郷町

9分44秒78 内山　恵莉1104 ｳﾁﾔﾏ ｴﾘ 日向市

9分46秒79 濱砂　佳史703 ﾊﾏｽﾅ ﾖｼﾌﾐ 椎葉村

9分47秒80 新名　琴菜1002 ﾆｲﾅ ｺﾄﾅ 日向市

9分47秒81 永友　慶祐705 ﾅｶﾞﾄﾓ ｹｲｽｹ 延岡市

9分48秒82 平澤　綸望1107 ﾋﾗｻﾜ ﾘﾐ 門川町

9分51秒83 林田　花菜恵1007 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾅｴ 日向市

9分55秒84 長尾　朱音1215 ﾅｶﾞｵ ｱｶﾈ 美郷町

10分05秒85 下田　夢乃1016 ｼﾓﾀﾞ ﾕﾒﾉ 美郷町

10分06秒86 海野　結花1124 ｳﾐﾉ ﾕｲｶ 日向市

10分07秒87 一政　慎吾804 ｲﾁﾏｻ ｼﾝｺﾞ 日向市

10分08秒88 松垣　香澄1114 ﾏﾂｶﾞｷ ｶｽﾐ 門川町

10分08秒89 田原　翼816 ﾀﾊﾞﾙ ﾂﾊﾞｻ 美郷町

10分09秒90 高瀬　翔輝914 ﾀｶｾ ｼｮｳｷ 美郷町

10分09秒91 藤本　健志817 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 美郷町

10分11秒92 山下　愛純1103 ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾐ 日向市

10分18秒93 緒方　斗夢924 ｵｶﾞﾀ ﾄﾑ 美郷町

10分21秒94 坂本　翔平815 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 美郷町

10分27秒95 菅原　悠希1013 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 日向市

10分27秒96 田中　乃杏1216 ﾀﾅｶ ﾉｱ 美郷町

10分36秒97 木村　寿唯1116 ｷﾑﾗ ｼﾞｭｲ 美郷町

10分38秒98 鎌田　心海1120 ｶﾏﾀﾞ ｺｳﾐ 美郷町

10分39秒99 甲斐　莉子1122 ｶｲ ﾘｺ 美郷町

11分22秒100 金丸　満季1017 ｶﾅﾏﾙ ﾐﾂｷ 美郷町
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11分28秒101 久米田　美穂1117 ｸﾒﾀﾞ ﾐﾎ 美郷町

12分36秒102 黒木　咲1009 ｸﾛｷﾞ ｻｷ 美郷町
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