
- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

ハーフ男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/11/27

スタート： 10:20:00

会場: 八女市黒木体育センター

主催: 八女市・八女市教育委員会

1時間11分26秒1 佐藤 大和2 不知火RCサトウ ヤマト

1時間12分37秒2 西 一貴9 ニシ カズタカ

1時間15分26秒3 菱刈 大貴14 ＳＫＹＶＩＬＬＡＧＥヒシカリ ダイキ

1時間15分53秒4 吉田 翔8 三養基陸協ヨシダ ショウ

1時間16分26秒5 香林 亮栄12 カバヤシ リョウエイ

1時間16分49秒6 樋口 直樹5 GGRC熊本ヒグチ ナオキ

1時間17分07秒7 鹿子木 章4 カナコギ アキラ

1時間17分30秒8 神近 大基25 ガレットＡＣカミチカ ダイキ

1時間17分35秒9 高原 健吾7 タカハラ ケンゴ

1時間20分14秒10 春田 聖州3 八代RCハルタ セイシュウ

1時間20分18秒11 権藤 秀則82 ゴンドウ ヒデノリ

1時間22分10秒12 宮原 友和22 KURUMEレーシンミヤハラ トモカズ

1時間22分34秒13 松藤 隆文18 CLUTCHマツフジ タカフミ

1時間22分36秒14 石川 昌敬10 室見川ＲＣイシカワ マサタカ

1時間22分55秒15 渡邊 慶17 ワタナベ ケイ

1時間23分02秒16 井上 裕馬28 海響ACイノウエ ユウマ

1時間23分28秒17 古荘 公久29 フルショウ キミヒサ

1時間23分38秒18 勝野 博史38 福岡陸協カツノ ヒロシ

1時間23分54秒19 北山 裕也84 キタヤマ ユウヤ

1時間23分56秒20 中本 計三54 ナカモト ケイゾウ

1時間24分09秒21 佐々木 遼也43 福岡陸協ササキ リョウヤ

1時間24分16秒22 久米 隆道27 熊本山鹿ＲＣクメ タカミチ

1時間24分36秒23 松下 和樹53 マツシタ カズキ

1時間25分22秒24 城戸 和紀133 キド カズノリ

1時間25分42秒25 原口 拓馬85 ハラグチ タクマ

1時間25分53秒26 早稲田 大輔23 ワセダ ダイスケ

1時間25分57秒27 宮崎 裕二34 ミヤザキ ユウジ

1時間26分03秒28 詫摩 大樹42 タクマ ヒロキ

1時間26分24秒29 石津 和紀52 OBRCイシヅ カズノリ

1時間26分26秒30 松永 憲児134 マツナガ ケンジ

1時間26分29秒31 三浦 裕太6 福岡陸協ミウラ ユウダイ

1時間26分48秒32 平本 祐樹41 ヒラモト ユウキ

1時間26分59秒33 田村 昌大78 タムラ マサヒロ

1時間27分00秒34 星崎 真治83 ポジション シンジ

1時間27分45秒35 渡辺 浩二20 ワタナベ コウジ

1時間27分45秒36 久保山 悟35 福岡陸上競技連盟クボヤマ サトル

1時間27分50秒37 浜栗 昌彦37 福岡陸協ハマグリ マサヒコ

1時間28分11秒38 岩田 茂65 クラブＲ２九州イワタ シゲル

1時間28分17秒39 伊藤 成立81 イトウ シゲタツ

1時間28分30秒40 佐坂 徳成114 ササカ トクナリ

1時間28分31秒41 高野 誠二49 福岡陸協タカノ セイジ

1時間28分51秒42 花田 誠61 ハナダ マコト

1時間29分11秒43 宮崎 聖明109 ミヤザキ トシアキ

1時間30分08秒44 比嘉 光男333 ヒガ ミツオ

1時間30分09秒45 横山 暢久36 Rise熊本ヨコヤマ ノブヒサ

1時間30分32秒46 林田 臣矢105 福岡陸協ハヤシダ シンヤ

1時間30分47秒47 米田 幸司91 熊本陸協ヨネダ コウジ

1時間30分50秒48 平尾 大輔138 ヒラオ ダイスケ

1時間31分23秒49 寺田 逸朗182 テラダ イツロウ

1時間31分32秒50 市耒 周治351 イチキ シュウジ
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1時間31分38秒51 高場 淳史156 タカバ アツシ

1時間31分49秒52 宮下 修48 うさおＲＣミヤシタ オサム

1時間31分54秒53 廣中 和久66 ヒロナカ カズヒサ

1時間32分10秒54 麻﨑　雄太89 ﾏｻｷ　ﾕｳﾀ

1時間32分31秒55 藤本 祐輔71 フジモト ユウスケ

1時間32分37秒56 武藤 良太21 ムトウ リョウタ

1時間33分04秒57 藤木 将130 フジキ マサシ

1時間33分11秒58 伊東 聖57 うさおＲＣイトウ セイ

1時間33分30秒59 桑原 時矢87 クワハラ トキヤ

1時間34分20秒60 武田 清己111 タケダ キヨミ

1時間34分25秒61 青木 やすのり142 アオキ ヤスノリ

1時間34分30秒62 相川 崇147 久留米サブトラックアイカワ タカシ

1時間34分44秒63 下田 純一127 シモダ ジュンイチ

1時間34分51秒64 柳瀬 充宏72 ヤナセ ミツヒロ

1時間34分55秒65 村上 元気108 筑豊陸上競技クラブムラカミ ゲンキ

1時間35分04秒66 坂本 憲昭391 サカモト ノリアキ

1時間35分07秒67 蓑田 泰樹31 ミノダ タイキ

1時間35分14秒68 鹿子生 輝行106 カコオ テルユキ

1時間35分28秒69 尾崎 尚之104 オザキ ナオユキ

1時間35分34秒70 池田 豊137 イケダ ユタカ

1時間35分37秒71 浅田 和美44 アサダ カズミ

1時間35分41秒72 太田黒 剛101 オオタグロ ツヨシ

1時間35分46秒73 小宮 隆弘102 コミヤ タカヒロ

1時間36分10秒74 吉川 真郷152 ヨシカワ マサト

1時間36分20秒75 豊原 栄司110 トヨハラ エイジ

1時間36分20秒76 野口 晃司222 ノグチ コウジ

1時間36分27秒77 石橋 浩二86 イシバシ コウジ

1時間36分50秒78 柿本 光明45 カキモト ミツアキ

1時間36分58秒79 古家 清輝143 フルイエ キヨテル

1時間37分16秒80 野田 慎一朗129 ノダ シンイチロウ

1時間37分23秒81 江頭 大輔92 熊本エガシラ ダイスケ

1時間37分29秒82 緒方 春樹100 P aint.RCオガタ ハルキ

1時間37分36秒83 高田 一浩73 タカダ カズヒロ

1時間37分40秒84 島 しゅんご144 シマ シュンゴ

1時間37分47秒85 冨田 祐介76 トミタ ユウスケ

1時間37分53秒86 坂本 匡史77 サカモト タダフミ

1時間37分59秒87 服部 清一384 ハットリ セイイチ

1時間38分10秒88 野明 俊裕198 ノアケ トシヒロ

1時間38分22秒89 東田 宏二90 ヒガシダ コウジ

1時間38分23秒90 久本 学119 ヒサモト マナブ

1時間38分29秒91 鷲津 進317 ワシズ ススム

1時間38分29秒92 山田 英司171 ヤマダ エイジ

1時間38分36秒93 白水 孝始32 シロウズ タカハル

1時間38分47秒94 久保 健79 クボ タケシ

1時間38分56秒95 古荘 雄麻15 フルショウ ユウマ

1時間39分07秒96 新川 紘基356 シンカワ ヒロキ

1時間39分08秒97 深川 英巳170 佐賀陸協フカガワ ヒデミ

1時間39分25秒98 北 昭彦216 キタ アキヒコ

1時間39分31秒99 山本 耕一154 ヤマモト コウイチ

1時間39分43秒100 佐竹 陸220 サタケ リク
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1時間40分04秒101 古賀 則幸55 RUNLIFEコガ ノリユキ

1時間40分10秒102 平賀 健太199 ヒラガ ケンタ

1時間40分16秒103 前田 英徳26 マエダ ヒデノリ

1時間40分46秒104 野間口 勇223 ノマグチ イサム

1時間40分55秒105 永瀬 与志弘256 ナガセ ヨシヒロ

1時間40分59秒106 内田 明62 福岡陸上競技協会ウチダ アキラ

1時間41分06秒107 鳥羽 強145 トバ ツヨシ

1時間41分10秒108 米田 龍太355 ヨネダ リュウタ

1時間41分18秒109 田中 善也70 タナカ ヨシナリ

1時間41分23秒110 小場 友弘290 コバ トモヒロ

1時間41分28秒111 竹中 統善123 タケナカ ツナヨシ

1時間41分32秒112 馬場 康博174 ババ ヤスヒロ

1時間41分46秒113 前田 一精173 マエダ イッセイ

1時間41分49秒114 徳永 隆117 トクナガ タカシ

1時間41分50秒115 後藤 誠一郎125 ゴトウ セイイチロウ

1時間41分53秒116 嶋添 恭平51 シマゾエ キョウヘイ

1時間42分00秒117 中山 雄一朗350 ナカヤマ ユウイチロウ

1時間42分09秒118 林田 光晴93 福岡陸協ハヤシダ ミツハル

1時間42分13秒119 高松 純二75 タカマツ ジュンジ

1時間42分24秒120 大川内 将至郎330 オオカワチ ショウジロウ

1時間42分27秒121 伊藤 正樹185 イトウ マサキ

1時間42分44秒122 牧 茂樹148 マキ シゲキ

1時間42分46秒123 小手川 達哉300 コテガワ タツヤ

1時間42分48秒124 堤 和幸294 ツツミ カズユキ

1時間42分50秒125 内村 弘一郎160 ウチムラ コウイチロウ

1時間43分25秒126 藤吉 大輔155 福岡陸上競技協会フジヨシ ダイスケ

1時間43分27秒127 北村 公一132 キタムラ コウイチ

1時間43分48秒128 境 秀文402 サカイ ヒデフミ

1時間43分55秒129 藤木 誠94 フジキ マコト

1時間44分08秒130 本郷 健作501 ホンゴウ ケンサク

1時間44分26秒131 青沼 龍馬80 アオヌマ リョウマ

1時間44分29秒132 南里 秀彦149 ナンリ ヒデヒコ

1時間44分40秒133 泊 宗正205 トマリ ムネマサ

1時間45分16秒134 中原 浩一168 ナカハラ ヒロカズ

1時間45分22秒135 古賀 大万418 コガ ヒロタカ

1時間45分32秒136 熊本 涼548 クマモト リョウ

1時間45分35秒137 高村 三善278 タカムラ ミヨシ

1時間46分00秒138 小倉 玄久210 オグラ ハルヒサ

1時間46分12秒139 延 勇輝329 ノブ ユウキ

1時間46分19秒140 近藤 史明281 コンドウ フミアキ

1時間46分31秒141 鴨川 誠宣131 カモガワ マサノリ

1時間46分44秒142 坂口 隆274 サカグチ タカシ

1時間46分47秒143 中野 秀二63 ナカノ シュウジ

1時間47分06秒144 南嶋 祐二325 ミナミジマ ユウジ

1時間47分07秒145 友山 剛186 トモヤマ ツヨシ

1時間47分24秒146 平山 成一163 ヒラヤマ セイイチ

1時間47分28秒147 西村 健司206 ニシムラ ケンジ

1時間47分41秒148 中島 忠122 ナカシマ タダシ

1時間47分51秒149 古木 秀卓316 フルキ シュウタク

1時間48分13秒150 高田 幸司218 タカタ コウジ
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1時間48分25秒151 谷口 隆幸200 タニグチ タカユキ

1時間48分30秒152 山下 良361 ヤマシタ マコト

1時間48分50秒153 小野 謙一136 オノ ケンイチ

1時間48分53秒154 鵤 剛24 イカルガ ツヨシ

1時間49分01秒155 末次 正樹244 スエツグ マサキ

1時間49分05秒156 吉田 博海490 ヨシダ ヒロミ

1時間49分11秒157 峰 重治179 ミネ シゲハル

1時間49分29秒158 森山 哲也187 モリヤマ テツヤ

1時間49分35秒159 獅々賀 岳史323 シシガ タケシ

1時間49分41秒160 飯野 亮城335 イイノ リョウジョウ

1時間49分42秒161 稲井 龍二150 イナイ リュウジ

1時間49分54秒162 中村 直史367 ナカムラ ナオフミ

1時間50分06秒163 川又 洋一118 カワマタ ヨウイチ

1時間50分18秒164 中村 清295 ナカムラ キヨシ

1時間50分18秒165 中島 新一217 福岡陸協ナカシマ シンイチ

1時間50分22秒166 吉元 のりひで243 ヨシモト ノリヒデ

1時間50分27秒167 木原 雄也121 キハラ ユウヤ

1時間50分27秒168 二宮 誠司284 ニノミヤ セイジ

1時間50分32秒169 村上 秀幸233 ムラカミ ヒデユキ

1時間50分32秒170 中本 真生124 室見川R Cナカモト マオ

1時間50分32秒171 向野 利一郎232 コウノ リイチロウ

1時間50分45秒172 麻生 健治59 LACアソウ ケンジ

1時間51分08秒173 髙田 忠宏177 タカダ タダヒロ

1時間51分18秒174 石原 隆之250 イシハラ タカユキ

1時間51分24秒175 馬場 克也56 福岡陸上競技協会ババ カツヤ

1時間51分30秒176 吉村 栄治219 ヨシムラ エイジ

1時間51分30秒177 鋤田 誠214 スキタ マコト

1時間51分32秒178 芦原 裕幸297 アシハラ ヒロユキ

1時間51分32秒179 竹岸 勝299 タケギシ マサル

1時間51分36秒180 横山 健一郎181 ヨコヤマ ケンイチロウ

1時間51分39秒181 田中 幸喜246 タナカ コウキ

1時間52分22秒182 中村 祐太353 ナカムラ ユウタ

1時間52分40秒183 福嶋 伸二175 フクシマ シンジ

1時間52分43秒184 姫野 誠也116 ヒメノ セイヤ

1時間52分44秒185 松延 直樹495 マツノブ ナオキ

1時間52分46秒186 木村 信人209 キムラ ノブト

1時間53分06秒187 木村 正一270 キムラ ショウイチ

1時間53分11秒188 御手洗 竜太285 ミタライ リュウタ

1時間53分11秒189 酒井 創匠452 サカイ ソウタ

1時間53分11秒190 石丸 勝明258 イシマル カツアキ

1時間53分14秒191 久篠 康範120 クシノ ヤスノリ

1時間53分16秒192 佐藤 正人529 サトウ マサト

1時間53分21秒193 早崎 重雄183 ハヤサキ シゲオ

1時間53分36秒194 滝口 靖史196 タキグチ ヤスシ

1時間53分42秒195 秋吉 雄三265 アキヨシ ユウゾウ

1時間53分48秒196 濱崎 享613 ハマサキ ススム

1時間54分03秒197 片岡 優樹286 カタオカ ユウキ

1時間54分20秒198 江崎 清孝302 エサキ キヨタカ

1時間54分27秒199 古賀 隆喜268 コガ タカキ

1時間54分33秒200 諸岡 賢一517 モロオカ ケンイチ
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1時間54分36秒201 田島 淳行277 タシマ ヨシユキ

1時間54分47秒202 川原 博樹641 カワハラ ヒロキ

1時間54分58秒203 松下 光仁167 マツシタ ミツヒト

1時間55分06秒204 原 輝彦197 ハラ テルヒコ

1時間55分10秒205 川上 高博224 カワカミ タカヒロ

1時間55分12秒206 柳内 寅寿373 ヤナギウチ トモヒサ

1時間55分23秒207 太田 智章506 オオタ トモアキ

1時間55分47秒208 田淵 大志248 タブチ タイシ

1時間55分55秒209 中村 良洋431 ナカムラ ヨシヒロ

1時間55分56秒210 江崎 昇二264 エサキ ショウジ

1時間56分05秒211 辻 守之180 ツジ モリユキ

1時間56分12秒212 後藤 佑太262 ゴトウ ユウタ

1時間56分20秒213 永尾 真明178 ナガオ マサアキ

1時間56分25秒214 有働 功一306 ウドウ コウイチ

1時間56分27秒215 深江 一輝211 フカエ カズキ

1時間56分29秒216 伊豫 茂樹157 イヨ シゲキ

1時間56分33秒217 古賀 讓兒202 コガ ジョウジ

1時間56分36秒218 永尾 哲彦237 ナガオ テツヒコ

1時間56分47秒219 西田 晋慈347 ニシダ シンジ

1時間56分58秒220 江口 哲267 エグチ アキラ

1時間57分05秒221 木村 隆幸172 キムラ タカユキ

1時間57分09秒222 小山 和章352 コヤマ カズアキ

1時間57分19秒223 寺崎 比呂志251 テラサキ ヒロシ

1時間57分29秒224 納堂 信明395 ノウドウ ノブアキ

1時間57分31秒225 宇野 公浩238 ウノ クニヒロ

1時間57分47秒226 原田 秀俊208 ハラダ ヒデトシ

1時間57分56秒227 平木 洋二379 ヒラキ ヨウジ

1時間58分04秒228 泉田 健一215 イズミダ ケンイチ

1時間58分08秒229 坂本 俊夫165 サカモト トシオ

1時間58分09秒230 野口 士朗261 ノグチ シロウ

1時間58分16秒231 茂田 孝288 シゲタ タカシ

1時間58分20秒232 森 龍一郎188 モリ リュウイチロウ

1時間58分20秒233 泉 立哉266 イズミ タツヤ

1時間58分31秒234 河野 敏治497 カワノ トシハル

1時間58分42秒235 古賀 隆浩334 コガ タカヒロ

1時間58分43秒236 大塚 好文289 オオツカ ヨシフミ

1時間58分45秒237 柿原 誠438 カキハラ マコト

1時間58分50秒238 守川 泰一郎269 モリカワ タイイチロウ

1時間58分51秒239 佐藤 治254 サトウ オサム

1時間58分54秒240 池田 祥秀67 イケダ ショウシュウ

1時間59分24秒241 楊 帆636 ヨウ ハン

1時間59分41秒242 辻 靖之235 ツジ ヤスユキ

1時間59分47秒243 橋本 誓士401 ハシモト チカシ

2時間00分03秒244 小松 輝久226 コマツ テルヒサ

2時間00分09秒245 松山 勝也337 マツヤマ カツヤ

2時間00分14秒246 入澤 健一532 イリサワ ケンイチ

2時間00分16秒247 叶光 雄飛404 カノミツ ユウヒ

2時間00分17秒248 田中 大輔486 タナカ ダイスケ

2時間00分28秒249 許山 修治520 ノミヤマ シュウジ

2時間00分34秒250 峰松 稔126 ミネマツ ミノル

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

ハーフ男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
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スタート： 10:20:00

会場: 八女市黒木体育センター

主催: 八女市・八女市教育委員会

2時間00分37秒251 佐々木 功420 ササキ イサオ

2時間00分37秒252 今福 徳男371 イマフク トクオ

2時間00分40秒253 三井 哲也429 ミツイ テツヤ

2時間00分41秒254 北野 吉克272 キタノ ヨシカツ

2時間00分43秒255 江藤 潤410 エトウ ジュン

2時間00分45秒256 金子 政彦260 カネコ マサヒコ

2時間00分52秒257 大野 徹287 オオノ トオル

2時間00分55秒258 鈴元 宏和225 スズモト ヒロカズ

2時間01分07秒259 溝辺 明弘236 ミゾベ アキヒロ

2時間01分13秒260 高尾 亮裕318 タカオ アキヒロ

2時間01分18秒261 高木 基光146 タカキ モトミツ

2時間01分22秒262 武道 宏339 ブドウ ヒロシ

2時間01分29秒263 楢橋 卓矢190 ナラハシ タクヤ

2時間01分29秒264 浦本 祥平589 ウラモト ショウヘイ

2時間01分36秒265 和田 正典96 ワダ マサノリ

2時間01分48秒266 三原 龍明234 ミハラ タツアキ

2時間01分52秒267 小川 久典192 オガワ ヒサノリ

2時間01分58秒268 平尾 正名322 ヒラオ マサカタ

2時間02分20秒269 松本 哲也416 マツモト テツヤ

2時間02分24秒270 内野 猛久362 ウチノ タケヒサ

2時間02分33秒271 中野 陽一314 ナカノ ヨウイチ

2時間02分41秒272 濵田 洋仁514 ハマダ ヒロヒト

2時間02分45秒273 長岡 健朗376 ナガオカ ケンロウ

2時間02分49秒274 佐々木 広光359 ササキ ヒロミツ

2時間03分04秒275 重松 泰之291 シゲマツ ヤスユキ

2時間03分16秒276 薗田 徹弥293 ソノダ テツヤ

2時間03分40秒277 林 洋平669 ハヤシ ヨウヘイ

2時間03分49秒278 森 一哉304 モリ カズヤ

2時間04分19秒279 井手 宏典363 イデ ヒロノリ

2時間04分21秒280 小野 彰洋600 オノ アキヒロ

2時間04分35秒281 吉田 健一184 ヨシダ ケンイチ

2時間05分01秒282 兼武 徹471 カネタケ トオル

2時間05分09秒283 平石 好人370 ヒライシ ヨシヒト

2時間06分16秒284 靍田 好美511 ツルタ ヨシミ

2時間06分28秒285 井上 貴公533 イノウエ タカヒロ

2時間06分29秒286 池末 英資433 イケスエ エイシ

2時間06分54秒287 野田 哲平546 ノダ テッペイ

2時間07分19秒288 永野 剛志447 ナガノ タケシ

2時間07分23秒289 河邉 博315 カワベ ヒロシ

2時間07分26秒290 熊懐 孝338 クマダキ タカシ

2時間07分31秒291 今村 修663 イマムラ オサム

2時間07分39秒292 立石 弘実189 タテイシ ヒロミ

2時間07分42秒293 内田 真平276 申請中ウチダ シンペイ

2時間07分49秒294 小川 武宏453 オガワ タケヒロ

2時間07分57秒295 橋本 隆生422 ハシモト タカオ

2時間08分04秒296 近藤 光男230 コンドウ ミツオ

2時間08分11秒297 百武 康平345 ヒャクタケ コウヘイ

2時間08分19秒298 宮崎 崚平460 ミヤザキ リョウヘイ

2時間08分29秒299 高松 寛司649 タカマツ カンジ

2時間08分34秒300 田中 義孝212 タナカ ヨシタカ
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2時間08分35秒301 山本 健太郎374 ヤマモト ケンタロウ

2時間08分39秒302 森 美智也229 モリ ミチヤ

2時間08分42秒303 菅原 幸典360 スガハラ ユキノリ

2時間08分47秒304 宮原 大志623 ミヤハラ ヒロシ

2時間08分50秒305 東 健太郎651 ヒガシ ケンタロウ

2時間08分50秒306 下高 敏彰419 シモタカ トシアキ

2時間08分51秒307 奥村 博明403 オクムラ ヒロアキ

2時間09分08秒308 松隈 明彦393 マツグマ アキヒコ

2時間09分40秒309 牟田 誠人582 ムタ マコト

2時間09分49秒310 野田 敏治448 ノダ トシハル

2時間09分54秒311 弓削 英記454 ユゲ ヒデキ

2時間09分55秒312 野本 純一477 ノモト ジュンイチ

2時間10分00秒313 小櫻 義信392 コザクラ ヨシノブ

2時間10分10秒314 山田 智博530 ヤマダ トモヒロ

2時間10分14秒315 山下 建三411 ヤマシタ ケンゾウ

2時間10分21秒316 井上 涼太503 イノウエ リョウタ

2時間10分21秒317 山室 実606 ヤマムロ マコト

2時間10分28秒318 古賀 宏310 コガ ヒロシ

2時間10分28秒319 吉岡 静治368 ヨシオカ セイジ

2時間10分31秒320 林 博幸597 ハヤシ ヒロユキ

2時間10分39秒321 成清 賢次540 ナリキヨ ケンジ

2時間10分56秒322 酒井 研道451 サカイ ケンジ

2時間11分14秒323 藤村 正和227 フジムラ マサカズ

2時間11分18秒324 一宮 邦匡561 イチミヤ クニタダ

2時間11分30秒325 八谷 誠一462 ハチヤ セイイチ

2時間11分34秒326 扇 大祐644 オオギ ダイスケ

2時間11分45秒327 城戸 宏道474 キド ヒロミチ

2時間11分47秒328 片山 俊一633 カタヤマ シュンイチ

2時間12分18秒329 藤崎 岳文650 フジサキ タケフミ

2時間12分23秒330 早田 哲二387 ソウダ テツジ

2時間12分25秒331 野口 隆弘375 ノグチ タカヒロ

2時間12分31秒332 馬場 潤寧203 ババ ジュンネイ

2時間12分41秒333 村嶋 貴雄303 クラブＲ２九州ムラシマ タカオ

2時間12分45秒334 堺 義一602 サカイ ヨシカズ

2時間12分58秒335 居福 純也421 イフク ジュンヤ

2時間13分01秒336 船津 孝245 フナツ タカシ

2時間13分16秒337 岩崎 唯人221 イワサキ ユイト

2時間13分28秒338 大田 貴久553 オオタ タカヒサ

2時間13分45秒339 坂田 嵩佳428 サカダ タカヨシ

2時間13分53秒340 山田 雅彦463 ヤマダ マサヒコ

2時間14分02秒341 南里 康弘240 ナンリ ヤスヒロ

2時間14分19秒342 中村 大吉407 ナカムラ ダイキチ

2時間14分45秒343 記伊 哲也588 キイ テツヤ

2時間14分46秒344 住 隆博283 スミ タカヒロ

2時間15分03秒345 中島 崇人396 ナカシマ タカト

2時間15分07秒346 柿本 良治378 カキモト リョウジ

2時間15分36秒347 竹田 純一516 タケダ ジュンイチ

2時間15分37秒348 田中 康裕478 タナカ ヤスヒロ

2時間15分43秒349 金崎 敬太郎382 カネザキ ケイタロウ

2時間15分49秒350 堀内 信也377 ホリウチ シンヤ
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2時間15分55秒351 畑田 朝博364 ハタダ トモヒロ

2時間16分08秒352 藤本 逸夫483 フジモト イツオ

2時間16分11秒353 古賀 満保383 コガ ミチヤス

2時間16分19秒354 佐藤 和文357 サトウ カズフミ

2時間16分25秒355 佐藤 寛将344 サトウ ヒロマサ

2時間16分35秒356 佐藤 信一郎409 サトウ シンイチロウ

2時間16分36秒357 西依 一彦194 ニシヨリ カズヒコ

2時間16分41秒358 福田 敦296 フクダ アツシ

2時間17分01秒359 坂田 智宏596 サカダ トモヒロ

2時間17分05秒360 小手田 忠昭464 コテダ タダアキ

2時間17分07秒361 小川 賢一577 オガワ ケンイチ

2時間17分13秒362 城野 雅文485 キノ マサフミ

2時間17分21秒363 吉山 尚吾372 ヨシヤマ ショウゴ

2時間17分26秒364 漆山 翔一523 ウルシヤマ ショウイチ

2時間17分50秒365 中西 誠二239 ナカニシ セイジ

2時間18分11秒366 松尾 隆幸252 マツオ タカユキ

2時間18分15秒367 山口 真人557 ヤマグチ マコト

2時間18分48秒368 中島 暢昭504 ナカシマ ノブアキ

2時間18分51秒369 弓 大輔509 ユミ ダイスケ

2時間19分17秒370 田島 照規507 タジマ ミツノリ

2時間19分31秒371 波戸根 一志560 ハトネ カズシ

2時間19分48秒372 松尾 達也469 マツオ タツヤ

2時間19分51秒373 日置 脩典358 ヒオキ シュウスケ

2時間20分01秒374 田中 翔士624 タナカ ショウシ

2時間20分13秒375 財前 慎一609 ザイゼン シンイチ

2時間20分16秒376 杉本 敏郎467 スギモト トシロウ

2時間20分22秒377 吉永 圭介571 ヨシナガ ケイスケ

2時間20分22秒378 松原 正博527 マツバラ マサヒロ

2時間20分26秒379 北原 正701 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間20分34秒380 野村 真樹535 ノムラ マサキ

2時間21分05秒381 野口 淳二545 ノグチ ジュンジ

2時間21分33秒382 谷口 康生434 タニグチ ヤスオ

2時間21分36秒383 石橋 康文496 イシバシ ヤスフミ

2時間21分54秒384 平井 亮661 ヒライ リョウ

2時間21分59秒385 原 良雄426 ハラ ヨシオ

2時間22分24秒386 平 大輔271 ヒラ ダイスケ

2時間22分37秒387 藤沢 洋樹637 フジサワ ヒロキ

2時間22分37秒388 高田 芳晴241 タカダ ヨシハル

2時間22分43秒389 坂口 良介481 サカグチ リョウスケ

2時間22分46秒390 飯塚 洋輔487 イイヅカ ヨウスケ

2時間23分19秒391 矢野 勉342 ヤノ ツトム

2時間23分21秒392 山根 洋介479 ヤマネ ヨウスケ

2時間23分27秒393 米田 奨吾354 ヨネダ ショウゴ

2時間23分35秒394 吉村 剛662 ヨシムラ ゴウ

2時間23分40秒395 近藤 啓一郎394 コンドウ ケイイチロウ

2時間23分41秒396 相浦 光久461 アイウラ ミツヒサ

2時間24分10秒397 田口 房幸449 タグチ フサユキ

2時間24分34秒398 堀内 一志450 ホリウチ カズシ

2時間25分32秒399 山口 昭二388 ヤマグチ ショウジ

2時間25分32秒400 田中 浩二400 タナカ コウジ
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2時間25分45秒401 水木 英彦414 ミズキ ヒデヒコ

2時間26分27秒402 鹿子木 勝博587 カナコギ カツヒロ

2時間26分39秒403 高宮 弘行537 タカミヤ ヒロユキ

2時間26分55秒404 岩崎 徹592 イワサキ トオル

2時間27分13秒405 江口 祐二569 エグチ ユウジ

2時間27分22秒406 風浦 実408 カザウラ ミノル

2時間27分32秒407 豊嶋 邦雄552 トヨシマ クニオ

2時間27分39秒408 末益 康隆615 スエマス ヤスタカ

2時間27分40秒409 上田 啓次586 ウエダ ケイジ

2時間27分55秒410 濱田 大志郎525 ハマダ ダイシロウ

2時間29分05秒411 古閑 正恭542 コガ マサヤス

2時間29分09秒412 稗田 圭559 ヒエダ ケイ

2時間29分10秒413 山上 義幸627 ヤマガミ ヨシユキ

2時間29分25秒414 佐田 篤俊574 サタ アツトシ

2時間29分31秒415 野中 和仁423 ノナカ カズヒト

2時間29分41秒416 藤田 直樹665 フジタ ナオキ

2時間29分51秒417 笹村 剛典440 ササムラ タカノリ

2時間30分05秒418 古賀 裕280 コガ ユタカ

2時間30分15秒419 澤崎 雄介397 サワサキ ユウスケ

2時間30分42秒420 高島 幸伸625 タカシマ ユキノブ

2時間30分53秒421 竹下 智志664 タケシタ サトシ

2時間31分06秒422 上村 浩朗620 ウエムラ ヒロアキ

2時間31分22秒423 羽立 誠484 ハダテ マコト

2時間32分08秒424 緒方 謙一611 オガタ ケンイチ

2時間32分25秒425 今冨 隆文436 イマドミ タカフミ

2時間32分36秒426 中園 義徳568 ナカゾノ ヨシノリ

2時間33分22秒427 嬉野 竜一336 ウレシノ リュウイチ

2時間33分34秒428 渡邊 慎介666 ワタナベ シンスケ

2時間34分11秒429 野村 良紀635 ノムラ ヨシキ

2時間34分37秒430 宇藤 純一412 ウトウ ジュンイチ

2時間34分48秒431 上村 幸一348 ウエムラ コウイチ

2時間36分18秒432 金色 豊次郎88 カナイロ トヨジロウ

2時間36分30秒433 小池 賢二498 コイケ ケンジ

2時間36分56秒434 平城 達也539 ヒラキ タツヤ

2時間37分20秒435 福田 泰祐439 フクタ タイスケ

2時間37分41秒436 川上 正人247 カワカミ マサト

2時間37分48秒437 折原 琢磨489 オリハラ タクマ

2時間37分51秒438 飯盛　陽一646 ｲｻｶﾞｲ　ﾖｳｲﾁ

2時間38分14秒439 春田 弘樹536 ハルタ ヒロキ

2時間38分19秒440 大村 勧508 オオムラ ススム

2時間38分54秒441 甲斐 圭祐482 カイ ケイスケ

2時間39分07秒442 原口 創531 ハラグチ ハジメ

2時間39分22秒443 鮎川 晋一473 アユカワ シンイチ

2時間40分18秒444 小ヶ倉 淳一443 コガクラ ジュンイチ

2時間40分47秒445 隅田 康明424 スミダ ヤスアキ

2時間42分46秒446 池口 豊476 イケグチ ユタカ

2時間42分52秒447 古川 義都549 フルカワ ヨシト

2時間42分52秒448 三上 裕貴488 ミカミ ユウキ

2時間43分46秒449 田井 克昌415 タイ カツマサ

2時間44分26秒450 森山 光徳534 モリヤマ ミツノリ
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2時間44分29秒451 田中 良昭365 タナカ ヨシアキ

2時間44分49秒452 御船 弘治446 ミフネ ヒロハル

2時間44分53秒453 伊藤 政和475 イトウ マサカズ

2時間45分15秒454 寺中 章386 テラナカ アキラ

2時間46分04秒455 近藤 翔590 コンドウ ショウ

2時間46分05秒456 大野 孝一599 オオノ コウイチ

2時間46分18秒457 安川 茂564 ヤスカワ シゲル

2時間47分15秒458 尾形 進566 オガタ ススム

2時間48分13秒459 村上 幸二645 ムラカミ コウジ

2時間48分17秒460 中嶋 勝紀324 ナカシマ カツノリ

2時間49分56秒461 井上 勝喜502 イノウエ カツヨシ

2時間50分03秒462 東川　正幸583 ﾋｶﾞｼｶﾜ　ﾏｻﾕｷ

2時間50分27秒463 小松 弘貴621 コマツ ヒロキ

2時間52分20秒464 平島 稔617 ヒラシマ ミノル

2時間53分31秒465 原 大輔550 ハラ ダイスケ

2時間56分28秒466 遠嶋 茂人492 トオジマ シゲト

2時間58分32秒467 佐藤 邦典655 サトウ クニノリ

2時間59分17秒468 池田 淳二543 イケダ ジュンジ

2時間59分37秒469 古賀 悟575 コガ サトル

3時間00分53秒470 溝口 修二308 ミゾグチ シュウジ

3時間02分08秒471 工藤 紀元563 クドウ トシモト

3時間02分53秒472 諸藤 秋彦632 モロフジ アキヒコ

3時間03分34秒473 小﨑 勉435 コザキ ツトム

3時間04分20秒474 奥野 光明612 オクノ ミツアキ

3時間11分41秒475 永野 安男604 熊本ナガノ ヤスオ

3時間13分34秒476 川口　一彦647 ｶﾜｸﾞﾁ　ｶｽﾞﾋｺ

3時間23分29秒477 北島　茂672 ｷﾀｼﾞﾏ　ｼｹﾞﾙ

3時間28分45秒478 梅崎 友嗣670 ウメザキ ユウジ
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