
第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　　中学女子の部1年生 1，500m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 
l �（27） �明日山　理子 �（粕屋町） �5’13’’3 

2 �（2） �岡宮　彩花 �（志免町） �5’27’’2 

3 �（51） �藤田　真唯 �（粕屋町） �5’40’’5 

4 �（11） �宮崎　美咲 �（志免町） �5’43’’8 

5 �（46） �山口　紅梨 �（志免町） �5’48”0 

6 �（38） �八木　陽咲 �（篠栗町） �5’51’’2 

7 �（4） �山下　紗和 �（宇美町） �5’52’’2 

8 �（5） �田上　果杏 �（志免町） �5’52’’9 

9 �（50） �吉田　美咲 �（新宮町） �5’53’’7 

10 �（53） �吉田　結菜 �（新宮町） �5’55’’3 

11 �（22） �森　野々花 �（粕屋町） �5’56’’8 

12 �（43） �御厨　祐貴 �（志免町） �5’58’’4 

13 �（18） �馬場　春桜 �（篠栗町） �5’59’’6 

14 �（41） �八尋　美音 �（篠栗町） �6’04’’7 

15 �（36） �宮崎　美咲 �（粕屋町） �6’06’’9 

16 �（24） �川口　凛 �（新宮町） �6’08’’9 

17 �（39） �山内　七穂 �（粕屋町） �6’09”2 

18 �（8） �中島　さくら �（志免町） �6’10”6 

19 �（7） �山口　れもん �（宇美町） �6’13’’1 

20 �（28） �木村　英里奈 �（志免町） �6’14’’6 

21 �（25） �小西　里菜 �（粕屋町） �6’15’’6 

22 �（14） �柳川　翠音 �（志免町） �6’16”0 

23 �（23） �後藤　千晶 �（志免町） �6’19”2 

24 �（34） �万田　優奈 �（志免町） �6’21’’2 

25 �（20） �廣光　麻衣 �（志免町） �6’23’’3 

26 �（17） �白石　愛乃 �（志免町） �6’23’’7 

27 �（52） �木村　綾香 �（新宮町） �6’24’’8 

28 �（31） �原　優奈 �（志免町） �6’27”3 

29 �（32） �松尾　沙和子 �（篠栗町） �6’27’’7 

30 �（40） �熊本　祐紀 �（志免町） �6’30’’1 

31 �（37） �井村　天音 �（志免町） �6’32’’7 

32 �（47） �中陣　あやの �（新宮町） �6’33”5 

33 �（48） �片渕　亜美 �（粕屋町） �6’34”0 

34 �（33） �上西　涼心 �（粕屋町） �6’34’’6 

35 �（19） �林　希美 �（粕屋町） �6’35’’0 

36 �（12） �石橋　佳子 �（篠栗町） �6’37’’1 

37 �（15） �中山　冴良 �（篠栗町） �6’38’’2 

38 �（42） �河津　結 �（粕屋町） �6’38”4 

39 �（10） �安達　咲菜 �（粕屋町） �6’40’’1 

40 �（16） �寺田　和偉業 �（粕屋町） �6’41’’9 

41 �（49） �西村　美優 �（志免町） �6’43’’8 

42 �（44） �藤木　彩愛 �（篠栗町） �6’45’’9 

43 �（35） �真辺　美愛 �（篠栗町） �6’58’’1 

44 �（1） �梅木　南美 �（宇美町） �6’58”9 

45 �（13） �谷元　香月 �（粕屋町） �7’05”0 

46 �（9） �相川　臭覚 �（篠栗町） �7’29’’7 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　中学女子の部　2年生 1，500m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 
l �（1） �下村　日奈子 �（宇美町） �5’20’’8 

2 �（16） �小倉　涼花 �（志免町） �5’29’’3 

3 �（10） �下川逸　果菜衛 �（志免町）／ �5’34’’1 

4 �（43） �深堀　由梨香 �（志免町） �5’35”l 

5 �（11） �野本　菜月 �（粕屋町） �5’43’’4 

6 �（40） �西村　優菜 �（志免町） �5’46’’9 

7 �（39） �古野　美咲 �（粕屋町） �5’47’’1 

8 �（15） �森岡　つぐみ �（志免町） �5’47”7 

9 �（6） �南武　ひなた �（新宮町） �5’54”4 

10 �（13） �有吉　舞桜 �（志免町） �5’57’’2 

11 �（12） �山口　乗荊 �（新宮町） �5’58’’8 

12 �（19） �池辺　好美 �（志免町） �6’01’’4 

13 �（5） �後藤　美海 �（粕屋町） �6’01’’7 

14 �（21） �原藤　亜弥 �（篠栗町） �6’01’’9 

15 �（37） �和田　美咲 �（志免町） �6’03”7 

16 �（35） �河野　愛未 �（志免町） �6’04’’9 

17 �（45） �山下　千尋 �（篠栗町） �6’10”5 

18 �（9） �安河内　真衣 �（新宮町） �6’11’’0 

19 �（7） �櫻井　絢菜 �（宇美町） �6’11’’2 

20 �（32） �田畑　妃兼理 �（志免町） �6’12’’4 

21 �（8） �中村　倖子 �（粕屋町） �6’15’’3 

22 �（29） �久永　里歩 �（宇美町） �6’17”2 

23 �（34） �岸　天音 �（新宮町） �6’19”8 

24 �（30） �林　笑花 �（粕屋町） �6’23’’5 

25 �（28） �福山　美優 �（新宮町） �6’26’’1 

26 �（23） �川久保　翠 �（篠栗町） �6’26’’2 

27 �（31） �西　美乃 �（新宮町） �6’29’’1 

28 �（47） �古賀　愛翔 �（宇美町） �6’33’’2 

29 �（41） �鶴岡　愛 �（志免町） �6’37’’3 

30 �（27） �小山田　未来 �（須恵町） �6’38’’8 

31 �（26） �橋口　采音 �（宇美町） �6’39’’2 

32 �（33） �吉玉　漂奈 �（粕屋町） �6’43’’4 

33 �（17） �松野　陽菜 �（粕屋町） �6’46’’0 

34 �（44） �田川　令奈 �（宇美町） �6’51’’4 

35 �（22） �今村　あゆみ �（志免町） �6’55’’7 

36 �（25） �百田　佳南子 �（粕屋町） �6’56’’8 

37 �（42） �八尋　美早 �（篠栗町） �6’57’’1 

38 �（20） �大山　菜々香 �（粕屋町） �6’58’’2 

39 �（4） �鎌　美羽 �（宇美町） �6’59’’l 

40 �（14） �小西　琳子 �（粕屋町） �7’14’’9 

41 �（2） �横山　里捺 �（須恵町） �7’29’’0 

（46） �今泉　目薬 �（須恵町） �DNF 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　中学女子の部1－3年生 3，000m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 

1 �（10） �乙守　歩美 �（粕屋町） �10’51”9 

2 �（2） �松田　彩希 �（粕屋町） �11’14”5 

3 �（3） �藤江　愛奈 �（篠栗町） �11’21’’4 

4 �（8） �荒巻　利花呼 �（篠栗町） �11’31”7 

5 �（7） �山本　杏奈 �（須恵町） �11’36’’1 

6 �（12） �奥　響子 �（新宮町） �12’23”9 

7 �（9） �白川　萌萌 �（新宮町） �12’31’’7 

8 �（13） �田村　優衣 �（須恵町） �13’05’’3 

9 �（4） �竹山　向日葵 �（須恵町） �13’26’’2 

10 �（1） �太田　陽菜 �（須恵町） �13’31’’2 

11 �（16） �四牟田かおり �（須恵町） �13’56’’7 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）

○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　中学男子の部1年生 3，000m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 
l �（54） �橋爪　優作 �（志免町） �10’26”1 

2 �（27） �木村　太河 �（新宮町） �10’37’’3 

3 �（24） �宮森　湧也 �（新宮町） �10’37’’8 

4 �（33） �奥村　直史 �（新宮町） �10’55’’3 

5 �（22） �石立　和樹 �（須恵町） �11’00”0 

6 �（39） �福島　雅己 �（志免町） �11’03’’3 

7 �（2） �飛松　翔平 �（志免町） �11’05’’0 

8 �（46） �松本　美麗 �（篠栗町） �11’13’’5 

9 �（16） �今泉　太一 �（須恵町） �11’15’’4 

10 �（53） �牟田　昌弘 �（須恵町） �11’17’’6 

ll �（8） �吉村　裕太郎 �（志免町） �11’18’’4 

12 �（17） �手塚　雄大 �（志免町） �11’19’’7 

13 �（35） �新保　敦大 �（宇美町） �11’22’’0 

14 �（10） �北島　海音 �（須恵町） �11’29”5 

15 �（42） �黒木　翔太 �（志免町） �11’33’’2 

16 �（13） �横木　崇裕 �（須恵町） �11’33’’3 

17 �（4） �佐藤　陽太 �（宇美町） �11’33’’8 

18 �（9） �上津原　雅大 �（篠栗町） �11’35”6 

19 �（11） �伊藤　瑠唯 �（志免町） �11’36’’9 

20 �（29） �川上　大利 �（志免町） �11’39’’9 

21 �（28） �光安　啓太 �（粕屋町） �11’42”6 

22 �（21） �下村　周 �（篠栗町） �11’44’’1 

23 �（49） �真名子　凌成 �（篠栗町） �11’44’’8 

24 �（59） �長野　良庵 �（粕屋町） �11’47’’8 

25 �（62） �宮崎　寛之 �（粕屋町） �11’56’’7 

26 �（38） �村川　優心 �（宇美町） �11’57’’1 

27 �（12） �狩又　諒哉 �（篠栗町） �12’04”7 

28 �（65） �結城　未来翔 �（粕屋町） �12’08”6 

29 �（44） �江口　輝星 �（須恵町） �12’09’’1 

30 �（58） �矢鳴　優喜 �（新宮町） �12’17’’1 

31 �（34） �阿部　武流 �（粕屋町） �12’26’’5 

32 �（20） �奥野　圭佑 �（志免町） �12’27’’4 

33 �（61） �濱田　直輝 �（新宮町） �12’28’’8 

34 �（25） �井上　光陽 �（粕屋町） �12’29’’1 

35 �（43） �松尾　智也 �（篠栗町） �12’32’’6 

36 �（63） �中牟田　玲旺 �（志免町） �12’36’’2 

37 �（55） �秋吉　桃輝 �（篠栗町） �12’36’’5 

38 �（l） �大場　拓海 �（宇美町） �12’36’’9 

39 �（14） �中西　龍哉 �（志免町） �12’37’’8 

40 �（57） �山崎　健司 �（志免町） �12’38’’9 

41 �（56） �田村　友人 �（粕屋町） �12’41’’1 

42 �（41） �安河内　寛太 �（宇美町） �12’44’’2 

43 �（60） �山崎　蒼佑 �（志免町） �12’45’’1 

44 �（7） �木村　隆人 �（宇美町） �12’55’’6 

45 �（66） �城戸　紋士 �（新宮町） �12’58’’2 

46 �（30） �安部　友葵 �（新宮町） �13’12’’2 

47 �（32） �奥田　義幸 �（新宮町） �13’12’’8 

48 �（51） �浅沼　太陽 �（志免町） �13’14’’7 

49 �（68） �三海　太雅 �（新宮町） �13’17’’0 

50 �（15） �桑原　悠大 �（篠栗町） �13’31’’7 

51 �（67） �今村　翼冴 �（新宮町） �13’36”7 

52 �（36） �谷口　雅人 �（志免町） �13’51’’0 

53 �（23） �渋谷　拓翔 �（志免町） �14’09’’5 

54 �（26） �大谷　祐晴 �（志免町） �14’49’’8 

55 �（19） �吉江　最那 �（須恵町） �9’45”9 

56 �（3） �中村　慶太 �（篠栗町） �9’54”0 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　中学男子の部　2年生 3，000m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 
l �（28） �占部　大空 �（新宮町） �9’44’’0 

2 �（10） �川井　流星 �（志免町） �9’49’’7 

3 �（31） �木畑　光貴 �（新宮町） �9’52’’5 

4 �（33） �馬場　日向 �（篠栗町） �9’53’’1 

5 �（50） �小笹　龍雅 �（粕屋町） �9’54’’8 

6 �（1） �副島　拓真 �（宇美町） �9’59’’1 

7 �（13） �加来　汰成 �（志免町） �10’04’’4 

8 �（56） �渡辺　大仁 �（粕屋町） �10’19’’1 

9 �（40） �守田　　昂 �（須恵町） �10’46”1 

10 �（45） �川添　幸吉 �（志免町） �10’57’’9 

11 �（18） �木庭　達哉 �（粕屋町） �10’59”4 

12 �（64） �古賀　柾希 �（志免町） �10’59”4 

13 �（63） �松永　爽一郎 �（新宮町） �11’01’’0 

14 �（32） �神谷　馬夏斗 �（篠栗町） �11’03”0 

15 �（23） �坂本　昇午 �（篠栗町） �11’06’’4 

16 �（46） �川鍋　虎太郎 �（須恵町） �11’07”9 

17 �（36） �宮下　冴士朗 �（志免町） �11’11’’9 

18 �（39） �猿渡　隼 �（志免町） �11’13”3 

19 �（22） �高田　圭 �（志免町） �11’14’’9 

20 �（59） �林　昭成 �（新宮町） �11’18’’7 

21 �（17） �船原　健士郎 �（須恵町） �11’19’’4 

22 �（25） �川中　耕平 �（志免町） �11’20’’3 

23 �（6） �有川　泰司 �（粕屋町） �11’20’’6 

24 �（19） �中寄　励 �（志免町） �11’23’’3 

25 �（24） �島本　葉緒 �（篠栗町） �11’24’’4 

26 �（53） �船越　雑品 �（粕屋町） �11’27’’5 

27 �（61） �藤　　大翔 �（篠栗町） �11’28’’7 

28 �（60） �金子　智弥 �（新宮町） �11’31’’3 

29 �（34） �尾上　海翔 �（新宮町） �11’36”0 

30 �（42） �宮本　泰希 �（志免町） �11’39”4 

31 �（5） �丸山　祥汰 �（須恵町） �11’41”6 

32 �（38） �金子　修大 �（粕屋町） �11’55’’1 

33 �（41） �村岡　泰地 �（粕屋町） �11’55’’4 

34 �（43） �山田　健祐 �（須恵町） �11’57”6 

35 �（16） �橋本　智哉 �（志免町） �11’58”0 

36 �（21） �藤井　尊斗 �（粕屋町） �12’00”3 

37 �（4） �吉田　一輝 �（宇美町） �12’08’’7 

38 �（47） �柴田　大輝 �（粕屋町） �12’10’’2 

39 �（48） �山辺　駿平 �（志免町） �12’10’’6 

40 �（27） �岸本　康誠 �（新宮町） �12’15’’9 

41 �（35） �篠原　佑汰 �（篠栗町） �12’16’’1 

42 �（49） �北崎　太耀 �（須恵町） �12’16’’8 

43 �（ll） �谷口　雄大 �（須恵町） �12’18’’5 

44 �（8） �古賀　春丞 �（須恵町） �12’19’’6 

45 �（12） �石崎　蒼汰 �（粕屋町） �12’33’’6 

46 �（54） �初村　空運 �（志免町） �12’39’’1 

47 �（7） �小原　髄弥 �（宇美町） �12’41’’4 

48 �（51） �前川　佑我 �（志免町） �12’54’’6 

49 �（9） �案浦　直哉 �（粕屋町） �12’56’’0 

50 �（52） �江口　昇汰 �（須恵町） �12’57’’7 

51 �（57） �吉村　隼弥 �（篠栗町） �13’26”6 

52 �（14） �四牟日　夏希 �（須恵町） �13’36’’2 

53 �（29） �黒瀬　壱輝 �（篠栗町） �16’32’’5 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　中学男子の部　3年生 3，000m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 

1 �（65） �上里　聡史 �（新宮町） �9’10”5 

2 �（64） �高木　駿太 �（粕屋町） �9’13’’8 

3 �（68） �上里　誠司 �（新宮町） �9’26’’8 

4 �（67） �秦　優斗 �（粕屋町） �10’11’’1 



第53回　糟屋郡民マラソン大会

○期日　平成28年11月23日（水）
○会場　宇美町総合スポーツ公園　陸上競技場
○種目　一般女子Aの部（40歳未満） 3，000m

順位 �腰ゼッケン �氏　　名 �町　　名 �記　　録 

1 �（17） �堤　万亜子 �（粕屋町） �11’54’’4 


