
順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 県名 所属ｸﾗﾌﾞ名

1 11 佐々木　悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ  0:47:12 宮崎県 旭化成

2 3 菊池　昌寿 ｷｸﾁ ﾏｻﾄｼ  0:47:16 千葉県 富士通

3 1 工藤　有生 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ  0:47:18 東京都 駒澤大学

4 8 北村　聡 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ  0:47:19 東京都 日清食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

5 1042 茂木　圭次郎 ﾓｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ  0:47:20 宮崎県 旭化成

6 2 藤本　拓 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸ  0:47:23 愛知県 ﾄﾖﾀ自動車

7 7 渡邊　一磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ  0:47:33 埼玉県 東洋大学

8 1019 久井原　歩 ﾋｻｲﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ  0:48:05 福岡県 黒崎播磨

9 1018 金子　幸司 ｶﾈｺ ｺｳｼﾞ  0:48:05 福岡県 黒崎播磨

10 12 江頭　賢太郎 ｴｶﾞｼﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  0:48:05 東京都 明治大学

　第５５回唐津１０マイルロードレース大会が２月８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マイルは佐々木悟（旭化成）が４７分１２秒で優勝、唐津関係では上位入賞を
めざし力走したものの残念ながら上位入賞はなりませんでした。
  女子１０キロは高島由香（デンソー）が３２分３３秒で制しました。
  高校男子１０キロは古賀淳紫（鳥栖工）がラストスパートをかけ２９分４８秒で、高校
女子５キロは横石悠貴（白石）と吉木愛海（山口・中村女子）が大会新となる１６分４８
秒の同タイムでゴールしたが、横石が着差で優勝しました。
　各種目毎の上位成績は下記のとおりです

≪第５５回１０マイルロードレース大会結果≫

≪一般１０マイル≫

≪１０マイル表彰≫

≪文化体育館前≫

≪高校男子10キロｽﾀｰﾄ≫

≪先頭で戻ってくる佐々木選手≫



順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 県名 所属ｸﾗﾌﾞ名

1 106 高島　由香 ﾀｶｼﾏ ﾕｶ  0:32:33 三重県 ﾃﾞﾝｿｰ

2 2025 宇都宮　亜依 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲ  0:33:30 宮崎県 宮崎銀行

3 2021 中村　祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ  0:33:31 宮崎県 宮崎銀行

4 2008 猪原　千佳 ｲﾊﾗ ﾁｶ  0:33:32 熊本県 肥後銀行

5 2003 阿部　沙香 ｱﾍﾞ ｻﾔｶ  0:33:33 埼玉県 しまむら

6 2062 加冶屋　ななこ ｶｼﾞﾔ ﾅﾅｺ  0:33:35 愛知県 小島ﾌﾟﾚｽ

7 2029 結城　彩花 ﾕｳｷ ｱﾔｶ  0:33:38 福岡県 福岡大学

8 105 前川　晴菜 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾅ  0:33:51 長崎県 十八銀行女子陸上部

9 101 堀江　美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ  0:34:03 兵庫県 ﾉｰﾘﾂ

10 2047 津﨑　紀久代 ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ  0:34:03 兵庫県 ﾉｰﾘﾂ

1 3097 古賀　淳紫 ｺｶﾞ ｷﾖｼ  0:29:48 佐賀県 鳥栖工業高校

2 3323 舟津　彰馬 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ  0:29:53 福岡県 福大大濠高校

3 3262 吉岡　幸輝 ﾖｼｵｶ ｺｳｷ  0:29:57 佐賀県 白石高校

4 3005 求　大地 ﾓﾄﾒ ﾀﾞｲﾁ  0:30:12 愛媛県 今治北高校

5 3108 西野　匠哉 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ  0:30:13 佐賀県 鳥栖工業高校

6 3196 馬場　祐輔 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ  0:30:19 福岡県 陸上つつみ教室

7 3024 土井　大輔 ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ  0:30:29 福岡県 九州国際大学付属高校

8 3099 德川　稜汰 ﾄｸｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ  0:30:33 佐賀県 鳥栖工業高校

9 3261 副島　孝輝 ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｷ  0:30:38 佐賀県 白石高校

10 3310 米倉　慎悟 ﾖﾈｸﾗ ｼﾝｺﾞ  0:30:40 福岡県 東海大学付属第五高校

1 4079 横石　悠貴 ﾖｺｲｼ ﾕｷ  0:16:48 佐賀県 白石高校

2 4069 吉木　愛海 ﾖｼｷ ｱﾐ  0:16:48 山口県 中村女子高校

3 4128 花田　咲絵 ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ  0:16:53 福岡県 筑紫女学園高校

4 4101 谷　真以子 ﾀﾆ ﾏｲｺ  0:17:19 福岡県 東海大学付属第五高校

5 4041 大屋　美優 ｵｵﾔ ﾐﾕｳ  0:17:20 福岡県 柳川高校

6 4097 福田　妃加里 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾘ  0:17:27 福岡県 東海大学付属第五高校

7 4102 立花　薫乃 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｷﾉ  0:17:33 福岡県 東海大学付属第五高校

8 4107 上原　典霞 ｳｴﾊﾗ ﾉﾘｶ  0:17:34 熊本県 尚絅高校

9 4019 永沼　侑花 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｶ  0:17:35 福岡県 九州国際大学付属高校

10 4074 後藤　沙也香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ  0:17:36 熊本県 文徳高校

≪女子１０キロ≫

≪高校男子１０キロ≫

≪高校女子５キロ≫


