
（上位10名）

順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所　属

1 11 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 0:46:36 神奈川県 東海大学

2 6  東 　遊馬 ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾏ 0:46:39 福岡県 九電工

3 4 山下　 洸 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾄ 0:46:43 三重県 ＮＴＮ

4 98 松尾 淳之介 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 0:46:44 神奈川県 東海大学

5 9 村澤　明伸 ﾑﾗｻﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 0:46:46 東京都 日清食品グループ

6 12 鎧坂　哲哉 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ 0:46:48 宮崎県 旭化成

7 102 館澤　亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 0:47:04 神奈川県 東海大学

8 8 今井　篤弥 ｲﾏｲ ｱﾂﾔ 0:47:20 福岡県 トヨタ自動車九州

9 130 吉村　大輝 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 0:47:24 宮崎県 旭化成

10 26 圓井　彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ 0:47:25 広島県 マツダ

　第５７回唐津１０マイルロードレース大会が平成２９年２月１２日(日）唐津市陸上競技
場を起点に虹ノ松原で折り返すコースで開かれました。
  一般１０マイルは、鬼塚翔太（東海大学）選手が４６分３６秒で優勝しました。
  また女子１０キロは、宮城亜支亜（大分東明高校）選手が３３分３０秒で優勝、高校男
子１０キロは、岩室天輝（大牟田高校）選手が２９分４４秒で優勝、高校女子５キロは、
花田咲絵（筑紫女学園高校）選手が１６分２３秒で昨年に引き続き優勝しました。
　各種目の上位成績は下記のとおりです。

≪第５７回１０マイルロードレース大会結果≫

≪一般１０マイル≫

≪１０マイル　スタート地点≫

≪２位で力走する 東選手≫

≪トップで力走する 鬼塚選手≫

≪１０マイル表彰式≫



（上位10名）

順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所属ｸﾗﾌﾞ名

1 42 宮城 亜支亜 ﾐﾔｷﾞ ｴｲｼﾞｱ 0:33:30 大分県 大分東明高校

2 1 高木　結加 ﾀｶｷ ﾕｲｶ 0:33:40 福岡県 福岡大学

3 8 辻田　翔子 ﾂｼﾞﾀ ｼｮｳｺ 0:34:36 福岡県 筑紫女学園高校

4 14 寺尾　紗耶 ﾃﾗｵ ｻﾔ 0:34:37 山口県 中村女子高校

5 41 新名　風花 ﾆｲﾅ ﾌｳｶ 0:34:38 大分県 大分東明高校

6 25 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 0:34:42 福岡県 福岡大学

7 7 飯島　理子 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 0:34:49 福岡県 筑紫女学園高校

8 27 今村 菜々子 ｲﾏﾑﾗ ﾅﾅｺ 0:35:01 福岡県 福岡大学

9 17 坂元　えり ｻｶﾓﾄ ｴﾘ 0:35:05 熊本県 肥後銀行

10 4  森  佳奈子 ﾓﾘ ｶﾅｺ 0:35:06 福岡県 筑紫女学園高校

（上位10名）

1 304 岩室　天輝 ｲﾜﾑﾛ ﾀｶｷ 0:29:44 福岡県 大牟田高校

2 341 大保　海士 ﾀﾞｲﾎ ｶｲｼ 0:29:50 福岡県 東海大福岡高校

3 22 森川　弘康 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 0:29:52 福岡県 自由ヶ丘高校

4 21 高橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 0:29:53 福岡県 自由ヶ丘高校

5 226 津田　将希 ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ 0:29:53 福岡県 福岡大学附属大濠高校

6 56 井手　孝一 ｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ 0:29:53 佐賀県 鳥栖工業高校

7 285 伊東　颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 0:29:55 大分県 大分東明高校

8 279 木付　 琳 ｷﾂｷ ﾘﾝ 0:30:00 大分県 大分東明高校

9 280 久綱　一輝 ﾋｻﾂﾅ ｶｽﾞｷ 0:30:01 大分県 大分東明高校

10 458 改木　悠真 ｶｲｷ ﾕｳﾏ 0:30:05 大分県 鶴崎工業高校

（上位10名）

1 6 花田　咲絵 ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ 0:16:23 福岡県 筑紫女学園高校

2 75 松本　亜子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｺ 0:16:27 福岡県 大牟田高校

3 121 大久保 麻紀 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｷ 0:16:53 佐賀県 佐賀清和高校

4 86 菅田　雅香 ｽｶﾞﾀ ﾐﾔｶ 0:17:05 福岡県 東海大福岡高校

5 28 酒井　珠乃 ｻｶｲ ﾀﾏﾉ 0:17:05 山口県 高川学園高校

6 107 鈴木　千華 ｽｽﾞｷ ﾁｶ 0:17:12 福岡県 柳川高校

7 40 足立 佳那恵 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅｴ 0:17:14 山口県 山口豊浦高校

8 18 安田　萌加 ﾔｽﾀﾞ ﾓｶ 0:17:16 愛媛県 今治北高校

9 41 坪井　皓香 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾛｶ 0:17:23 山口県 山口豊浦高校

10 3 田中　佑香 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ 0:17:29 佐賀県 鳥栖工業高校

≪女子１０キロ≫

≪高校男子１０キロ≫

≪高校女子５キロ≫


