
- 第３３回茶のくに八女ハーフマラソン -

５km男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2022/11/27

スタート： 10:40:00

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

17分04秒1 中村 泰二5052 舞鶴ランニングクラブナカムラ タイジ

17分58秒2 榎 正人5018 空知陸協エノキ マサト

18分08秒3 大村 友希5085 オオムラ ユウキ

18分58秒4 梶山 耐成5100 カジヤマ タイセイ

21分23秒5 本田 雅義5060 ホンダ マサヨシ

23分34秒6 江渕 太晴5142 エブチ タイセイ

23分35秒7 梶原 剛5150 カジワラ ツヨシ

23分59秒8 酒井 唯人5077 サカイ ユイト

24分00秒9 蓑田 渓登5125 ミノダ ケイト

24分39秒10 高木 伸泰5040 タカキ ノブヤス

25分09秒11 吉澤 勝5123 ヨシザワ マサル

25分48秒12 谷口 悠5073 タニグチ ユウ

25分48秒13 谷口 智5072 タニグチ トモ

26分09秒14 緒方 鉄心5116 オガタ テッシン

26分16秒15 成島 圭悟5063 ナルシマ ケイゴ

26分24秒16 櫟村 哲也5010 ラクムラ テツヤ

26分36秒17 松藤 正巳5157 マツフジ マサミ

26分45秒18 椿原 幹陽5121 ツバハラ トモハル

27分11秒19 湯川 耕治5131 ユカワ コウジ

27分43秒20 常高 武5097 ツネタカ タケシ

27分46秒21 江渕 勝彦5021 エブチ カツヒコ

27分51秒22 藤吉 寿行5057 フジヨシ ヒサユキ

29分00秒23 樋口 遼太郎5153 ヒグチ リョウタロウ

29分10秒24 麻生 翔天5014 アソウ カケル

29分11秒25 橋爪 裕平5109 ハシヅメ ユウヘイ

29分21秒26 高田  義廣5001 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

29分29秒27 宮崎 正成5134 ミヤザキ ショウセイ

29分29秒28 松井 昭夫5054 マツイ アキオ

29分30秒29 斎藤 準5084 サイトウ ヒトシ

30分02秒30 田中 悠太5117 タナカ ユウタ

30分11秒31 楢橋 そな5023 ナラハシ ソナ

30分11秒32 近藤 美好5144 コンドウ ミヨシ

30分19秒33 松元 一輝5130 マツモト カズキ

30分41秒34 成島 翔5061 ナルシマ ショウ

30分52秒35 三谷 健二郎5042 ミタニ ケンジロウ

31分20秒36 安藤 倫明5044 アンドウ ミチアキ

32分03秒37 松元 勝秀5127 マツモト カツヒデ

32分33秒38 中村 栄佑5110 ナカムラ エイスケ

32分36秒39 才所 道弘5145 サイショ ミチヒロ

32分39秒40 黒岩 一文5024 クロイワ カズフミ

32分58秒41 江郷 健5070 エゴウ ケン

33分13秒42 境 冨美彦5038 サカイ フミヒコ

33分26秒43 坂本 亮5046 サカモト リョウ

33分35秒44 田中 淳5111 タナカ アツシ

33分39秒45 樋口 雄三5065 ヒグチ ユウゾウ

33分49秒46 前原 智成5154 マエハラ チナリ

34分24秒47 鈴木 譲5135 スズキ ユズル

34分30秒48 佐藤 隆裕5147 サトウ タカヒロ

34分56秒49 中尾 俊生5039 ナカオ トシユク

34分57秒50 中島 惇5113 ナカシマ アツシ
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35分06秒51 成島 悠悟5064 ナルシマ ユウゴ

35分12秒52 渡邉 信篤5160 ワタナベ ノブアツ

35分26秒53 二又 琢真5013 フタマタ タクマ

35分40秒54 佐方 紘明5051 サカタ コウメイ

36分59秒55 楢橋 りく5022 ナラハシ リク

37分56秒56 川口 剛5050 カワグチ タケシ

38分17秒57 梶原 紳5152 カジワラ シン

38分28秒58 樺島 孝至5012 カバシマ タカユキ

38分29秒59 秋山 聡5011 アキヤマ サトシ

38分44秒60 松丸　完治5003 ﾏﾂﾏﾙ　ｶﾝｼﾞ

39分18秒61 中村 征機5019 ナカムラ セイキ

39分42秒62 宮﨑　直樹5008 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ

40分14秒63 平塚 祥二5148 ヒラツカ ショウジ

40分14秒64 平塚 利男5119 ヒラツカ トシオ

40分48秒65 緒方 孝道5029 オガタ タカミチ

41分30秒66 正木 康夫5201 マサキ ヤスオ

41分30秒67 吉田 峻也5091 ヨシダ シュンヤ

45分25秒68 坂井　亮一5161 サカイ　リョウイチ　

45分37秒69 柳　善次郎5007 ﾔﾅｷﾞ　ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ

47分45秒70 古川 邦彦5095 フルカワ クニヒコ

48分05秒71 松本 尚5025 マツモト タカシ

48分35秒72 松岡 嘉彦5027 マツオカ ヨシヒコ

49分25秒73 澤勢　正敏5002 ｻﾜｾ　ﾏｻﾄｼ

50分02秒74 金子 隆昭5016 カネコ タカアキ

50分29秒75 森川 道則5104 モリカワ ミチノリ

51分38秒76 田中 誠司5138 タナカ セイジ

52分11秒77 久保 力5096 クボ チカラ

54分57秒78 上島 等5031 ウエシマ ヒトシ

1時間04分52秒79 永島　勝5009 ﾅｶﾞｼﾏ　ﾏｻﾙ
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