
1 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子29歳以下
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1237 1:15:03 興梠　聡志 ｺｳﾛｷ ｻﾄｼ 宮崎大学手術部
2 1209 1:18:07 松山 真司 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 鹿児島大学
3 1225 1:20:31 柏田 史人 ｶｼﾜﾀﾞ ﾌﾐﾄ 延岡ＭＣ
4 1248 1:22:11 溝辺　勇輝 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｳｷ -
5 1001 1:23:04 後藤　勇斗 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 振徳高校　１年
6 1222 1:33:28 岡本　圭史 ｵｶﾓﾄ ｹｲｼ 熊本空港事務所
7 1211 1:35:44 倉山　竜成 ｸﾗﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ JA都城
8 1002 1:37:35 中村　祐馬 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ -
9 1229 1:38:37 野田　春樹 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｷ ギスマ

10 1203 1:44:44 早田 将基 ﾜｻﾀﾞ ﾏｻｷ -
11 1227 1:44:53 地頭所 樹仁亜 ｼﾞﾄｳｼﾞｮ ｼﾞｭﾆｱ 延岡クリニック
12 1221 1:47:34 今元　大喜 ｲﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ -
13 1230 1:48:04 新屋 卓磨 ｼﾝﾔ ﾀｸﾏ -
14 1240 1:49:56 中山 大樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ -
15 1215 1:52:25 石井 渉 ｲｼｲ ﾜﾀﾙ にしもろＲＣ
16 1218 1:52:42 赤木　惇一 ｱｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 祝吉走ろう会
17 1232 1:54:59 七田 祐 ｼﾁﾀ ﾕｳ -
18 1219 1:55:27 今田　拓晃 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ -
19 1234 1:56:29 隈元 貴史 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶｼ -
20 1213 1:57:14 内山 宗紀 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ -
21 1249 1:57:36 松岡　裕己 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ -
22 1228 1:59:58 新保　裕希 ﾆｲﾎﾞ ﾋﾛｷ -
23 1210 2:00:24 根本 雅之 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 東海大学
24 1206 2:02:10 牛島 要 ｳｼｼﾞﾏ ｶﾅﾒ -
25 1202 2:02:19 益留　祐太 ﾏｽﾄﾞﾒ ﾕｳﾀ 南九州大学
26 1243 2:04:19 佐藤　光将 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ -
27 1205 2:07:47 福盛　祐弥 ﾌｸﾓﾘ ﾕｳﾔ JA都城
28 1204 2:07:57 岩松　昴志 ｲﾜﾏﾂ ﾀｶｼ スポーツクラブ　ＪＯＹＦＩＴ都
29 1242 2:08:07 春田　侑樹 ﾊﾙﾀ ﾕｳｷ 宮崎銀行　三股支店
30 1238 2:08:29 森田 悠矢 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾔ -
31 1241 2:08:29 岡元 亮二 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ -
32 1201 2:09:11 山下　翔太 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 南九州大学
33 1239 2:09:21 河津 光洋 ｶﾜﾂﾞ ﾐﾂﾋﾛ 霧島陸上部
34 6007 2:15:12 寶樂　大夢 ﾎｳﾗｸ　ﾋﾛﾑ -
35 1223 2:21:26 金丸　裕也 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳﾔ -
36 1236 2:24:56 合志　裕太 - -
37 1244 2:28:18 坂之下 樹 ｻｶﾉｼﾀ ﾕｳｷ -
38 1220 2:34:46 片平　貴之 ｶﾀﾋﾗ ﾀｶﾕｷ -
39 1226 2:35:18 栂尾 彬孝 ﾄｶﾞｵ ﾖｼﾕｷ 都城東高校
40 1217 2:36:02 福重　未来 ﾌｸｼｹﾞ ﾐﾗｲ 祝吉走ろう会
41 1231 2:36:55 沖田 大知 ｵｷﾀ ﾀﾞｲﾁ 都城木青会
42 1235 2:45:55 内田　貴也 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾔ -

2 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子30代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1251 1:13:23 服部　真也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ -
2 1266 1:14:48 福﨑　崇宏 ﾌｸｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ -
3 1262 1:16:56 室屋 貞治 ﾑﾛﾔ ｻﾀﾞﾊﾙ -
4 1274 1:17:32 谷口　みつぐ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ -
5 1285 1:19:13 道山 大吾 ﾐﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 建昌福祉会
6 1369 1:19:37 沼口 直人 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 久峰ナイトラン
7 1260 1:19:54 鈴木 祐一郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
8 1349 1:19:58 服部　翼 ﾊｯﾄﾘ ﾀｽｸ -
9 1308 1:20:34 坂井 裕則 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾘ -

10 1370 1:20:49 村上 雄祐 ﾑﾗｶﾐ ｽｳｽｹ 宮大陸上部ＯＢ
11 1280 1:21:25 都原 伸介 ﾄﾊﾗ ｼﾝｽｹ Ｐａｒｔｙ＇ｚ



12 1259 1:21:37 柴 祐樹 ｼﾊﾞ ﾕｳｷ -
13 1271 1:22:16 的場 耕生 ﾏﾄﾊﾞ ｺｳｾｲ -
14 1307 1:22:57 江藤 創志 ｴﾄｳ ｿｳｼ -
15 1256 1:23:19 蛭間 崇元 ﾋﾙﾏ ﾀｶﾊﾙ 千葉大クラブ
16 1300 1:23:56 平武　輝彦 ﾋﾗﾀｹ ﾃﾙﾋｺ -
17 1335 1:25:08 西 圭字 ﾆｼ ｹｲｼﾞ 宮原教材
18 1321 1:25:53 長友 正和 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻｶｽﾞ 延岡郵便局
19 1350 1:26:00 中邨　順一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
20 1301 1:26:59 小玉 賢太 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾀ 小玉ＥＮＧ
21 1323 1:27:08 餅原 正敏 ﾓﾁﾊﾗ ﾏｻﾄｼ -
22 1278 1:27:40 下石　雅也 ｼﾓｲｼ ﾏｻﾔ 鹿児島県庁
23 1361 1:28:01 岡山 剛史 ｵｶﾔﾏ ﾀｹｼ -
24 1312 1:28:07 清池 大舟 ｾｲｹ ﾀﾞｲｼ -
25 1287 1:31:52 桑畑 晃樹 ｸﾜﾊﾀ ｺｳｷ -
26 1322 1:32:06 中 つよし ﾅｶ ﾂﾖｼ チーム濵田海
27 1343 1:32:22 山川 和久 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｻ -
28 1326 1:32:56 向井 良徳 ﾑｶｲ ﾖｼﾉﾘ -
29 1330 1:33:23 菱田 孝之 ﾋｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ -
30 1284 1:33:37 橋之口 健志 ﾊｼﾉｸﾁ ﾀｹｼ -
31 1319 1:33:40 前原　元紀 ﾏｴﾊﾗ ﾓﾄｷ -
32 1356 1:34:10 川添　竜二 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｭｳｼﾞ -
33 1366 1:34:32 北村　義人 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾄ -
34 1354 1:35:45 植松　崇 ｳｴﾏﾂ ﾀｶｼ -
35 1362 1:36:23 八ヶ代　和希 ﾔｶｼﾛ ｶｽﾞｷ -
36 1327 1:36:26 石矢 宣敬 ｲｼﾔ ﾉﾌﾞﾀｶ -
37 1345 1:38:20 坂本 匡史 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞﾌﾐ -
38 1344 1:38:44 森田 宗一 ﾓﾘﾀ ｿｳｲﾁ -
39 1255 1:39:06 中島 俊彦 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾋｺ ＴＭＣ
40 1336 1:39:38 斉藤 真之介 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 九州保健福祉大
41 1332 1:40:41 中西　悠太 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ -
42 1292 1:41:31 柏原 亮平 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾍｲ -
43 1309 1:42:16 中嶋 博史 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ -
44 6012 1:42:44 蛯原　洋平 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 清永組
45 1338 1:42:56 高村 一紘 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
46 1277 1:43:02 堀内　賢 ﾎﾘｳﾁ ｻﾄﾙ -
47 1359 1:43:04 谷口 伸一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ -
48 1265 1:43:13 仮屋崎　剛史 ｶﾘﾔｻﾞｷ ﾂﾖｼ スポーツクラブ　ＪＯＹＦＩＴ都
49 1306 1:44:10 隈元　大樹 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ -
50 1333 1:44:27 津江　貴介 ﾂｴ ﾀｶﾕｷ チームちどり
51 1334 1:44:47 熊澤　和人 ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄ -
52 1320 1:44:56 矢花 誠 ﾔﾊﾞﾅ ﾏｺﾄ 福岡パルコ
53 1250 1:46:07 岡元　猛 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ -
54 1293 1:46:19 池田 和貴 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ -
55 1295 1:46:36 堀内 寛之 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾕｷ -
56 1340 1:46:40 中堀 靖範 ﾅｶﾎﾘ ﾔｽﾉﾘ 熊本県庁
57 1364 1:46:40 田牧　幸一 ﾀﾏｷ ｺｳｲﾁ -
58 1290 1:46:41 田畑　潤二 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ -
59 1353 1:47:20 上川　一弘 ｶﾐｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ -
60 1258 1:47:28 小玉 鉄平 ｺﾀﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 小玉ＥＮＧ
61 1328 1:47:53 下川 誠一郎 ｼﾓｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ ゆるり
62 1373 1:48:24 三吉 晋介 ﾐﾖｼ ｼﾝｽｹ アステム
63 1270 1:48:24 姫野 友貴 ﾋﾒﾉ ﾕｳｷ サンヨー食品
64 1355 1:48:52 坂本　譲司 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ -
65 1316 1:49:18 山田 洋平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ -
66 1325 1:50:19 杉本 学 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 霧島陸上部
67 1347 1:51:21 宮本　正志 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼ -
68 1317 1:52:22 吉村　正人 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾄ -
69 1324 1:53:35 池光 由文 ｲｹﾐﾂ ﾖｼﾌﾐ -
70 1368 1:53:50 中村　清人 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾋﾄ -



71 1281 1:55:44 古澤 政人 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾄ -
72 1272 1:55:53 原澤 諒 ﾊﾗｻﾜ ﾘｮｳ -
73 1342 1:56:46 荒木 秀次 ｱﾗｷ ｼｭｳｼﾞ -
74 1264 1:57:19 川越　由二郎 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｼﾞﾛｳ 清永組
75 1291 1:57:22 白尾 國貴 ｼﾗｵ ｸﾆﾀｶ -
76 1310 1:57:50 工藤 丈明 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｱｷ -
77 1294 1:58:13 櫻井 敦郎 ｻｸﾗｲ ｱﾂﾛｳ -
78 1267 1:58:47 向野　恭平 ｺｳﾉ ｷｮｳﾍｲ -
79 1374 1:59:02 松浦 孝博 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ -
80 1337 1:59:08 後藤 直樹 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ -
81 1357 2:00:28 稲尾 真悟 ｲﾅｵ ｼﾝｺﾞ -
82 1351 2:03:52 益田　貴章 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ -
83 1313 2:04:29 村田 友也 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ -
84 1263 2:04:59 出水　康政 ﾃﾞﾐｽﾞ ﾔｽﾏｻ -
85 1352 2:05:31 一木　祐二 ｲﾁｷ ﾕｳｼﾞ うぉ～り～会
86 1311 2:05:41 松村 明 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾗ -
87 1363 2:07:02 後藤　善史 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾌﾐ -
88 1252 2:10:01 竹山　裕一 ﾀｹﾔﾏ ﾕｳｲﾁ どりーむわーくす
89 1360 2:12:38 請田 直大 ｳｹﾀ ﾅｵﾋﾛ なにやろ
90 1331 2:13:05 坂東　道太 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾀ 宮崎銀行　三股支店
91 1286 2:13:40 岩田 一寿 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｻ うぉ～り～会
92 1378 2:13:50 西村　慎吾 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 正道会館
93 1375 2:14:48 山本 知志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ -
94 6014 2:17:34 甲斐　義人 ｶｲ ﾖｼﾄ -
95 1257 2:21:17 永澤 良浩 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾋﾛ サンヨー食品
96 1315 2:24:36 松ヶ野 陽志 ﾏﾂｶﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 医療法人参篤会
97 1289 2:26:00 西　智成 ﾆｼ ﾄﾓﾅﾘ JA都城
98 1297 2:30:19 中村　豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ -
99 1273 2:31:05 照屋　翔 - -

100 1376 2:31:33 岡田 哲弥 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ -
101 1296 2:31:42 古川 慶彰 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｱｷ -
102 1261 2:31:42 長友 孝太 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳﾀ -
103 1314 2:35:18 溝口 修二 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 都城東高等学校
104 1379 2:35:19 宇都　洋一 ｳﾄ ﾖｳｲﾁ -
105 1372 2:36:07 田中 朝美 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 小料理の店千早
106 1254 2:40:24 鮫島　源基 ｻﾒｼﾏ ｹﾞﾝｷ -
107 1268 2:41:58 丸目　祐希 ﾏﾙﾒ ﾕｳｷ -
108 1299 2:42:19 大塚　裕充 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐ -
109 1253 2:42:30 前原　昌太 ﾏｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ JA都城
110 1329 2:43:13 上原 洋一 ｳｴﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 都城木青会
111 1348 2:45:56 税所　浩己 ｻｲｼｮ ﾋﾛｷ -
112 1341 2:46:57 内田 篤志 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｼ -
113 1365 2:48:04 尾田原　広巳 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐ -

3 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子40代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1457 1:13:35 蒲生　英樹 ｶﾓｳ ﾋﾃﾞｷ -
2 1458 1:14:13 大久保　誠 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 三股陸上クラブ
3 1465 1:18:38 米田 透 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｵﾙ 妻ケ丘中教諭
4 1474 1:18:49 貴島　潔 ｷｼﾞﾏ ｷﾖｼ 大川原造林
5 1426 1:20:17 溝添 順輝 ﾐｿﾞｿﾞｴ ﾖｼﾃﾙ 観音さくらの里
6 1490 1:21:16 長友 諭 ﾅｶﾞﾄﾓ ｻﾄｼ -
7 1551 1:22:44 長倉　正朋 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾄﾓ 県庁
8 1402 1:23:56 柏崎　健治 ｶｼﾜｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ -
9 1448 1:24:23 井下 喜仁 ｲﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾄ -

10 1472 1:24:49 永田 隆行 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ -
11 1511 1:26:04 清水 徳雄 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｵ チーム■しみず
12 1416 1:26:09 水町 英二 ﾐｽﾞﾏﾁ ｴｲｼﾞ 三股駅伝クラブ
13 1537 1:27:28 山本 英雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ らんぼチーム



14 1427 1:28:26 三宅 昭祥 ﾐﾔｹ ｱｷﾋﾛ Ａｎ
15 1393 1:29:18 橋本 季士郎 ﾊｼﾓﾄ ｷｼﾛｳ -
16 1442 1:29:30 石橋 純一 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
17 1513 1:29:37 大田 勝信 ｵｵﾀ ｶﾂﾉﾌﾞ -
18 1539 1:30:14 青木 貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ -
19 1550 1:30:47 丸山　浩紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ -
20 1514 1:31:43 丸野 知巳 ﾏﾙﾉ ﾄﾓﾐ -
21 1443 1:31:56 相葉 光秀 ｱｲﾊﾞ ﾐﾂﾋﾃﾞ ランナーズ宮崎
22 1439 1:32:11 大田原　健 ｵｵﾀﾊﾞﾗ ﾀｹｼ -
23 1455 1:33:42 小手川 達哉 ｺﾃｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ -
24 1491 1:34:19 温水 信彦 ﾇｸﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ -
25 1392 1:34:21 吉見 雅博 ﾖｼﾐ ﾏｻﾋﾛ 吉見病院陸上部
26 1495 1:34:29 佐原 寿史 ｻﾊﾗ ﾋｻｼ 鹿大異種移植
27 1499 1:34:39 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ -
28 1459 1:35:29 後藤　慎太郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 三股ジュニア
29 1546 1:35:34 上釜 正裕 ｳｴｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ さつま３８会
30 1408 1:35:37 深水 義人 ﾌｶﾐ ﾖｼﾄ なごみ苑
31 1456 1:36:22 田中　晋治 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ -
32 1524 1:36:59 川畑 敏彦 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼﾋｺ -
33 1435 1:37:07 尾崎 一博 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 個人
34 1430 1:37:23 千場 政晴 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾊﾙ -
35 1450 1:37:35 白坂 進 ｼﾗｻｶ ｽｽﾑ -
36 1424 1:38:02 前畑　太郎 ﾏｴﾊﾀ ﾀﾛｳ ホット・ロード
37 1510 1:39:03 上野 博史 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ クラオウ
38 1484 1:39:07 道本 真二 ﾐﾁﾓﾄ ｼﾝｼﾞ -
39 1506 1:40:41 村田　宏文 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾌﾐ 南生建設㈱
40 1479 1:40:44 菅谷 諭 ｽｶﾞﾔ ｻﾄｼ ロドリＲＣ
41 1428 1:40:54 桑田 直樹 ｸﾜﾀ ﾅｵｷ Ａｎ
42 1497 1:41:06 赤野 浩一 ｱｶﾉ ｺｳｲﾁ -
43 1545 1:41:33 坂本 浩之 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ -
44 1468 1:41:44 下石 雄士 ｼﾓｲｼ ﾀｹｼ -
45 1410 1:41:45 中西 弘一朗 ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ -
46 1498 1:41:54 郡司 毅 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｹｼ -
47 1535 1:41:59 江上 卓 ｴｶﾞﾐ ﾏｻﾙ -
48 1502 1:43:19 日高 順一 ﾋﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
49 1483 1:43:28 江藤 武 ｴﾄｳ ﾀｹｼ （株）アトル
50 1445 1:43:51 川越 慎吾 ｶﾜｺﾞｴ ｼﾝｺﾞ -
51 1399 1:43:54 永田 浩 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 伊藤園
52 1429 1:44:08 鈴木 伸介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ ロドリＲＣ
53 1460 1:44:22 斉藤　武 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 三股中女子ソフトテニス部後援会
54 1516 1:45:00 小柳 典義 ｺﾔﾅｷﾞ ﾉﾘﾖｼ -
55 1394 1:45:06 串間 貴史 ｸｼﾏ ﾀｶｼ -
56 1477 1:45:41 長谷川　光浩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ -
57 1519 1:45:41 上村 慎作 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｻｸ ＨＭＣ
58 1503 1:45:44 穴井 秀幸 ｱﾅｲ ﾋﾃﾞﾕｷ -
59 1414 1:45:56 竹元 和也 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾔ -
60 1489 1:45:56 古舘 博樹 ﾌﾙﾀﾁ ﾋﾛｷ -
61 1463 1:46:12 外山　繁 ﾄﾔﾏ ｼｹﾞﾙ -
62 1496 1:46:35 米倉 俊喜 ﾖﾈｸﾗ ﾄｼｷ -
63 1382 1:46:47 柿原 誠 ｶｷﾊﾗ ﾏｺﾄ -
64 1527 1:46:59 鈴木　伸行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ -
65 1523 1:47:03 横濱 伸二 ﾖｺﾊﾏ ｼﾝｼﾞ -
66 1405 1:47:50 時任　俊郎 ﾄｷﾄｳ ﾄｼﾛｳ -
67 1547 1:48:02 石川 隆幸 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ -
68 1533 1:48:08 木原　博文 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 三股ジュニア
69 1500 1:49:17 徳永 健一 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 神拳勝舞×７
70 1423 1:49:26 松窪　伸介 ﾏﾂｸﾎﾞ ｼﾝｽｹ チーム ゆるり
71 1422 1:49:29 椎木　一也 ｼｲｷﾞ ｶｽﾞﾔ -
72 1543 1:49:48 山下 靖彦 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｺ -



73 1418 1:49:50 山下 真治 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ -
74 1446 1:50:10 原田 裕文 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ -
75 1486 1:50:43 安見 和樹 ﾔｽﾐ ｶｽﾞｷ -
76 1541 1:52:08 横山 隆宏 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ -
77 1470 1:52:32 比江島 信也 ﾋｴｼﾞﾏ ｼﾝﾔ -
78 1485 1:52:37 前田 博 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 花岡学園
79 1531 1:53:02 後藤田　武志 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾀｹｼ -
80 1425 1:53:10 清武 順 ｷﾖﾀｹ ｼﾞｭﾝ -
81 1530 1:53:34 米永　大吾 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾀﾞｲｺﾞ -
82 1437 1:53:36 後藤　伸介 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｽｹ -
83 1505 1:54:07 成瀬　一正 ﾅﾙｾ ｶｽﾞﾏｻ チームＨＯＭ
84 1381 1:54:22 柚木崎　春一 ﾕｷｻﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ -
85 1508 1:54:49 松下　俊二 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ -
86 1419 1:54:50 花本 大介 ﾊﾅﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ -
87 1492 1:55:14 福原 聡 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄｼ 仔猫重工
88 1471 1:55:22 海野 光輝 ｳﾐﾉ ｺｳｷ 闘魂クラブ
89 1473 1:55:24 川島 博史 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ -
90 1522 1:55:27 海江田 誠 ｶｲｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 乙房苑
91 1534 1:56:27 川原　芳郎 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾛｳ JA都城
92 1525 1:56:42 杉尾　政広 ｽｷﾞｵ ﾏｻﾋﾛ チーム　ＧＩＳＵＭＡ
93 1515 1:56:51 村上 秀幸 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 公認会計士
94 1520 1:56:57 鬼塚 久充 ｵﾆﾂｶ ﾋｻﾐﾂ -
95 1548 1:57:19 工藤 智義 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾖｼ -
96 1452 1:57:21 真崎 哲也 ﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 真崎自動車
97 1526 1:57:31 和田　建一朗 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮崎銀行　三股支店
98 1384 1:58:24 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ チーム松本
99 1544 1:58:28 水上 勇一 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｲﾁ 熊本県庁

100 1480 1:58:44 曽我部 浩典 ｿｶﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ -
101 1404 1:58:59 久島　幸彦 ｷｭｳｼﾏ ﾕｷﾋｺ -
102 1417 1:59:26 吉田 紀夫 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｵ -
103 1462 2:00:35 吉田　和男 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ ランナーズ宮崎
104 1538 2:00:47 椿谷 浩明 ﾂﾊﾞｷﾀﾆ ﾋﾛｱｷ Ａｎ
105 1549 2:01:05 溝川 信一 ﾐｿﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ -
106 1380 2:01:14 足利　雄一 ｱｼｶｶﾞ ﾕｳｲﾁ -
107 1444 2:02:56 吉田 智之 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 西諸ＲＣ
108 1507 2:03:26 森部　陽一郎 ﾓﾘﾍﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ チームちどり
109 1509 2:03:38 小野　貴行 ｵﾉ ﾀｶﾕｷ -
110 1386 2:04:15 金丸 敏明 ｶﾈﾏﾙ ﾄｼｱｷ チームゆるり
111 1433 2:04:31 松崎 逸 ﾏﾂｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 三股ジュニア
112 1406 2:05:18 安達 昌弘 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ -
113 1451 2:05:45 河野 和弘 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾋﾛ -
114 1512 2:05:56 森田 尚孝 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾀｶ モリタ
115 1447 2:05:59 草留 哲也 ｸｻﾄﾞﾒ ﾃﾂﾔ かずきぱぱ
116 1532 2:06:07 中垣　信隆 ﾅｶｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ -
117 1409 2:06:23 神田 雅彦 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾋｺ Ａｎ
118 1482 2:07:24 新福 正果 ｼﾝﾌﾟｸ ﾏｻｶ しまや
119 1395 2:09:47 渡邉 智明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ -
120 1420 2:11:09 小田 祐造 ｵﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ -
121 1441 2:11:41 金丸　恵造 ｶﾈﾏﾙ ｹｲｿﾞｳ -
122 1440 2:12:33 岩元　正之 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ -
123 1438 2:13:07 瀬戸山　剛 ｾﾄﾔﾏ ﾂﾖｼ -
124 1466 2:13:59 大崎 雅彦 ｵｵｻｷ ﾏｻﾋｺ -
125 1431 2:14:35 芥川 大 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ -
126 1388 2:15:59 東 友和 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｶｽﾞ 三股ジュニア
127 1542 2:16:10 百丸 俊昭 ﾋｬｸﾏﾙ ﾄｼｱｷ デーリィ
128 1552 2:17:12 中村　和博 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
129 1398 2:17:25 豊留 卓哉 ﾄﾖﾄﾞﾒ ﾀｸﾔ 都城東高校
130 1461 2:17:40 古上　潤一 ｺｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
131 1518 2:18:03 薫陸 早一 ｸﾝﾘｸ ｿｳｲﾁ -



132 1521 2:19:03 新森 博之 ｼﾝﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 都城清掃公社
133 1390 2:19:28 片岡　伸児 ｶﾀｵｶ ｼﾝｼﾞ 都城東高校
134 1501 2:19:46 中島 博文 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ -
135 1504 2:20:51 平本 大栄 ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｴｲ -
136 1488 2:21:24 岩切 寿典 ｲﾜｷﾘ ﾄｼﾉﾘ -
137 1387 2:22:16 江島 幸作 ｴｼﾞﾏ ｺｳｻｸ 伊藤園
138 1517 2:23:04 若月 秀朗 ﾜｶﾂｷ ﾋﾃﾞｱｷ -
139 1478 2:28:02 石田 裕二 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ -
140 1475 2:28:36 日野　正昭 ﾋﾉ ﾏｻｱｷ -
141 1403 2:29:01 長岡　隆史 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ 三股中女子ソフトテニス部後援会
142 1432 2:29:04 南谷 智昭 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾁｱｷ -
143 1528 2:33:29 三好　規夫 - -
144 1464 2:34:15 石川 博章 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ -
145 1434 2:40:44 神川 敏幸 ｼﾞｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ -
146 1389 2:48:06 徳永　俊一 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ JA都城

4 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子50代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1604 1:18:32 眞渕 和幸 ﾏﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 小倉ＳＡＴ
2 1560 1:21:42 寺田 逸朗 ﾃﾗﾀﾞ ｲﾂﾛｳ ＦＲＵＮさんき
3 1554 1:24:28 大友 直樹 ｵｵﾄﾓ ﾅｵｷ -
4 1644 1:25:43 米丸　浩一 ﾖﾈﾏﾙ ｺｳｲﾁ -
5 1605 1:26:23 豊田 英章 ﾄﾖﾀ ﾋﾃﾞｱｷ チームＴＭＣ
6 1642 1:26:47 松林 洋一 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ 姶良市役所
7 1594 1:26:59 今田 直行 ｲﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 玉名クラブ
8 1632 1:28:28 二ノ方　洋昭 ﾆﾉｶﾀ ﾋﾛｱｷ -
9 1588 1:30:51 野元 健一 ﾉﾓﾄ ｹﾝｲﾁ -

10 1569 1:32:02 甲斐 清章 ｶｲ ｷﾖｱｷ -
11 1617 1:32:20 奈良迫　祥一 ﾅﾗｻｺ ｼｮｳｲﾁ 保護第１ＲＣ
12 1631 1:32:29 井上　宗男 ｲﾉｳｴ ﾑﾈｵ さわやか会
13 1633 1:32:52 矢崎　智 ﾔｻﾞｷ ｻﾄﾙ 伊総ＲＣ（３）
14 1590 1:33:39 野元 康幸 ﾉﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 鹿児島ランラボ
15 6013 1:34:39 多良　久 ﾀﾗ ﾋｻｼ -
16 1591 1:34:45 西 龍史 ﾆｼ ﾘｭｳｼ ポレポレ
17 1593 1:35:22 椎葉 光輝 ｼｲﾊﾞ ﾐﾂﾃﾙ -
18 1683 1:35:23 夏田　茂 ﾅﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾙ ランナーズ宮崎
19 1576 1:36:04 関屋　一智 ｾｷﾔ ｶｽﾞﾄﾐ -
20 1597 1:36:26 崎田　清文 ｻｷﾀ ｷﾖﾌﾐ 天ヶ城アスリートクラブ
21 1564 1:36:36 岡田　一正 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ -
22 1658 1:37:26 松田 広一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 宮崎伴走者協会
23 1596 1:37:27 大場 健司 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ コマツ宮崎
24 1613 1:37:59 櫛山 章治 ｸｼﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ さつま３８会
25 1672 1:39:18 永田　武志 ﾅｶﾞﾀ ﾀｹｼ ひとよし応援隊
26 1575 1:39:52 鬼塚　俊朗 ｵﾆﾂｶ ﾄｼｱｷ 宮崎太陽銀行
27 1582 1:41:28 茶圓　耕一 ﾁｬｴﾝ ｺｳｲﾁ -
28 1660 1:41:50 佐々木 真司 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 都於郡マンショ
29 1659 1:41:52 原 隆雄 ﾊﾗ ﾀｶｵ ＴＫＣ九州会
30 1620 1:42:10 前田　秀敏 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ なし
31 1567 1:42:34 清水　秀和 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 薩摩トライアスロンクラブ
32 1595 1:42:40 梅下 利幸 ｳﾒｼﾀ ﾄｼﾕｷ 潮見走友会
33 1663 1:42:48 前田 義人 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾄ -
34 1673 1:43:00 東　靖彦 ﾋｶﾞｼ ﾔｽﾋｺ -
35 1568 1:43:00 緒方 浩典 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ -
36 1606 1:43:56 久寿米木 征男 ｸｽﾒｷﾞ ﾕｸｵ ＮＴＴ－ＦＴ
37 1623 1:44:14 山中 敦夫 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｵ -
38 1583 1:44:26 今坂　厚美 ｲﾏｻｶ ｱﾂﾐ -
39 1602 1:44:33 堀川 哲英 ﾎﾘｶﾜ ﾃﾂﾋﾃﾞ うさおＲＣ宮崎
40 1609 1:44:39 小原 広敬 ｺﾊﾞﾙ ﾋﾛﾉﾘ -
41 1574 1:45:12 森　康彦 ﾓﾘ ﾔｽﾋｺ -



42 1580 1:45:25 川元　辰郎 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ ＪＡそお鹿児島走好会
43 1592 1:45:43 小牧 利一 ｺﾏｷ ﾄｼｶｽﾞ 宮崎県庁
44 1621 1:46:26 堀之内 孝則 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｶﾉﾘ -
45 1607 1:46:39 東別府 進 ﾋｶﾞｼﾍﾞｯﾌﾟ ｽｽﾑ -
46 1626 1:46:54 里中 耕也 ｻﾄﾅｶ ｺｳﾔ -
47 1662 1:47:11 野中 公文 ﾉﾅｶ ﾏｻﾌﾐ -
48 1679 1:47:25 徳地　正明 ﾄｸﾁ ﾀﾀﾞｱｷ -
49 1641 1:47:53 松下 正 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 鹿児島の島々
50 1656 1:48:21 有里　益朗 ｱﾘｻﾄ ﾏｽﾛｳ -
51 1577 1:49:03 大森　洋一 ｵｵﾓﾘ ﾖｳｲﾁ -
52 1614 1:50:31 白坂 一浩 ｼﾗｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ さつま３８会
53 1589 1:50:47 兒玉 正章 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｱｷ 健康おた倶楽部
54 1570 1:51:30 横山 直人 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾄ -
55 1653 1:52:12 内枦保 誠 ｳﾁﾍﾎﾞ ﾏｺﾄ -
56 1654 1:52:26 道山 幸治 ﾐﾁﾔﾏ ﾕｷﾊﾙ -
57 1615 1:53:12 立宅 良次 ﾘｯﾀｸ ﾖｼﾂｸﾞ さつま３８会
58 1562 1:54:00 中川 吉和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ -
59 1572 1:54:11 井上 隆夫 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ -
60 1558 1:54:21 野村 公禎 ﾉﾑﾗ ｷﾐﾋｻ ポレポレ
61 1556 1:54:24 井川原 浩文 ｲｶﾞﾜﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ -
62 1647 1:55:04 烏丸 淳一郎 ｶﾗｽﾏﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ -
63 1611 1:55:33 兒玉 昌信 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ あいおい損害保
64 1566 1:55:38 沓掛　孝 ｸﾂｶｹ ﾀｶｼ -
65 1649 1:55:39 山崎 健司 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞ -
66 1655 1:55:52 新生 幸義 ﾆｲｸﾗ ﾕｷﾖｼ -
67 1645 1:55:55 原口　稔 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 高木鉄工
68 1674 1:56:31 杉山　正治 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ ドゥ．アシスト
69 1622 1:56:47 内田 博久 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ -
70 1618 1:56:48 竹之内　利文 ﾀｹﾉｳﾁ ﾄｼﾌﾐ デーリィ
71 1587 1:56:48 三島 幸一郎 ﾐｼﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ -
72 1652 1:57:07 柿本 克己 ｶｷﾓﾄ ｶﾂﾐ ＨＯＭ
73 1553 1:57:17 村上 隆文 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾌﾐ ＢＬＡＳＴ
74 1682 1:57:56 岡田　辰男 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｵ 岡田塾
75 1657 1:58:16 石崎　敬三 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｿﾞｳ みやざき物産館KONNE
76 1667 1:58:18 兼松 英文 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞﾌﾐ -
77 1616 1:58:24 金丸 栄一郎 ｶﾈﾏﾙ ｴｲｲﾁﾛｳ -
78 1665 1:59:12 丸田 邦徳 ﾏﾙﾀ ｸﾆﾉﾘ -
79 1585 1:59:17 清水 昭 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ -
80 1640 2:00:44 磯部 善行 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾕｷ -
81 1630 2:01:15 酒井　伯文 ｻｶｲ ﾉﾘﾌﾐ ＴＯＣ
82 1661 2:01:32 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ -
83 1598 2:01:41 安藤　晋二 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 宮崎東小
84 1586 2:03:04 中野 博文 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ -
85 1670 2:03:40 西川 和司 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｼ 情報図書館
86 1680 2:03:42 濱川　清 ﾊﾏｶﾜ ｷﾖｼ 中部農林復興局
87 1634 2:05:01 越智　靖 ｵﾁ ﾔｽｼ -
88 1677 2:06:09 蔵道 昭 ｸﾗﾐﾁ ｱｷﾗ -
89 1681 2:08:08 米田　吉行 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾕｷ -
90 1648 2:08:09 太田 徳生 ｵｵﾀ ﾉﾘｵ -
91 1671 2:09:45 斉藤 雅幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ -
92 1638 2:10:35 奥村 泰元 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾓﾄ -
93 1603 2:11:29 根岸 秀年 ﾈｷﾞｼ ﾋﾃﾞﾄｼ -
94 1579 2:11:31 金城　康成 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾅﾘ 宮崎地方法務局都城支局
95 1651 2:11:38 崎山 博司 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 米の山病院
96 1563 2:13:22 横山 健一郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
97 1668 2:14:15 野上 勝利 ﾉｶﾞﾐ ｶﾂﾄｼ -
98 1637 2:16:05 清田 康夫 ｷﾖﾀ ﾔｽｵ 熊大ランナーズ
99 1624 2:16:54 安部 浩之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ -

100 1578 2:17:51 藤原　和公 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾀｶ チーム極楽寺



101 1608 2:19:06 前田 英寿 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｻ -
102 1619 2:19:35 近藤　和之 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ -
103 1666 2:20:01 磯部 佳也 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾔ -
104 1610 2:20:20 華田 克則 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ -
105 1635 2:20:49 瀬戸口　光広 ｾﾄｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ ちょーしもん
106 1584 2:28:24 新城 安朝 ｱﾗｼﾛ ﾔｽﾄﾓ -
107 1571 2:36:31 東 泰志 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｼ -

5 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子60代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1698 1:24:43 吉峰　拓一 ﾖｼﾐﾈ ﾀｸｲﾁ 宮崎学園高教員
2 1696 1:26:15 井上　次福 ｲﾉｳｴ ﾂｷﾞﾖｼ 宮崎市農業委員会
3 1734 1:26:27 平嶺 明光 ﾋﾗﾐﾈ ｱｷﾐﾂ かめさんくらぶ
4 1717 1:28:39 矢野 忠利 ﾔﾉ ﾀﾀﾞﾄｼ -
5 1729 1:35:50 松葉　重孝 ﾏﾂﾊﾞ ｼｹﾞﾀｶ ＷＩＬＬ
6 1714 1:38:11 嘉藤 正純 ｶﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ 三股クラブ
7 1742 1:40:38 東 功 ﾋｶﾞｼ ｲｻｵ 新富走ろう会
8 1738 1:40:39 眞方　正之 ﾏｶﾞﾀ ﾏｻﾕｷ -
9 1721 1:42:28 中薗 和信 ﾅｶｿﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾌﾞ -

10 1733 1:42:30 新原 和美 ﾆｲﾊﾗ ｶｽﾞﾐ -
11 1741 1:43:02 中水　博 ﾅｶﾐｽﾞ ﾋﾛｼ -
12 1730 1:44:08 福田　純也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 走るセ－ルスマン
13 1764 1:44:11 南　洋一 ﾐﾅﾐ ﾖｳｲﾁ Ｒ．Ｃ楽々
14 1755 1:45:02 竹元 仁伍 ﾀｹﾓﾄ ｼﾞﾝｺﾞ -
15 1699 1:45:03 長友　富男 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾄﾐｵ -
16 1703 1:45:35 永友 光二 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｼﾞ 走ＲＵＮ会
17 1716 1:45:48 大木 紳二 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ -
18 1727 1:46:10 上村　長治 ｶﾐﾑﾗ ｵｻﾊﾙ -
19 1691 1:46:21 横田 昌典 ﾖｺﾀ ﾏｻﾉﾘ -
20 1752 1:46:24 近藤　久男 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｵ -
21 1757 1:47:32 上小牧　國美 ｶﾐｺﾏｷ ｸﾆﾐ 清永組
22 1765 1:47:44 金丸　修 ｶﾈﾏﾙ ｵｻﾑ 宮崎伴走者協会
23 1687 1:48:05 熊谷 治士 ｸﾏｶﾞｴ ﾊﾙﾋﾄ -
24 1710 1:48:12 東牧　辰哉 ﾋｶﾞｼﾏｷ ﾀﾂﾔ -
25 1720 1:51:10 日高 克久 ﾋﾀﾞｶ ｶﾂﾋｻ -
26 1697 1:51:53 那須　涼一 ﾅｽ ﾘｮｳｲﾁ -
27 1708 1:54:21 堀　憲生 ﾎﾘ ﾉﾘｵ ポレポレ
28 1704 1:54:25 上村 陽一 ｶﾝﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 三股町役場
29 1718 1:55:06 阿萬 正次 ｱﾏﾝ ｼｮｳｼﾞ -
30 1723 1:55:15 湊　敏徳 ﾐﾅﾄ ﾄｼﾉﾘ -
31 1719 1:56:06 鬼塚 一郎 ｵﾆﾂｶ ｲﾁﾛｳ ｉｃｃｈａｎｓ
32 1689 1:56:29 大休寺 拓夫 ﾀﾞｲｷｭｳｼﾞ ﾀｸｵ -
33 1758 1:57:13 石塚 正登 ｲｼﾂｶ ﾏｻﾄ 宮銀ファンラン
34 1751 1:57:38 外西 憲章 ﾎｶﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 西太良クラブ
35 1736 1:58:22 沼口　常雄 ﾇﾏｸﾞﾁ  ﾂﾈｵ -
36 1706 1:58:57 長友 正文 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾌﾐ -
37 1759 1:59:30 中馬　信博 ﾁｭｳﾏﾝ ﾉﾌﾞﾋﾛ 三股ジュニア
38 1700 1:59:47 勇美　敏夫 ｲｻﾐ ﾄｼｵ -
39 1744 2:00:15 山領 順吉 ﾔﾏﾘｮｳ ｼﾞｭﾝｷﾁ 玉野コンサル
40 1754 2:00:26 川添 良一 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｮｳｲﾁ -
41 1712 2:00:54 齊藤　司 ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ ランナーズ宮崎
42 1732 2:00:58 阪口　隆利 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ -
43 1753 2:03:20 藤田　重信 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ランナーズ宮崎
44 1685 2:04:08 倉山　幸一 ｸﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ 笑顔の里
45 1745 2:04:24 川上 弘 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ ＫＯＧＡＮＥＩ
46 1702 2:05:00 布施　高志 ﾌｾ ﾀｶｼ -
47 1686 2:10:07 田島　正嗣 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾂｸﾞ -
48 1728 2:10:53 為実　卓蔵 ﾀﾒｻﾞﾈ ﾀｸｿﾞｳ -
49 1762 2:11:41 稗苗　邦夫 ﾋｴﾅｴ ｸﾆｵ -



50 1692 2:12:01 外山 智行 ﾄﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ サンヨー食品
51 1748 2:14:17 抜水　博人 ﾇｸﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ -
52 1690 2:14:45 宇藤 純一 ｳﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
53 1713 2:17:05 那須　誠也 ﾅｽ ｾｲﾔ -
54 1749 2:18:07 八重尾　信夫 ﾔｴｵ ﾉﾌﾞｵ チームヤエオ
55 1707 2:19:22 山口 泰之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ -
56 1726 2:20:48 山住　誠 ﾔﾏｽﾞﾐ ﾏｺﾄ -
57 1735 2:21:36 斉田 清秀 ｻｲﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ -
58 1767 2:24:50 渡辺 儀彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ ランナーズ宮崎
59 1763 2:25:04 堀内　義雄 ﾎﾘｳﾁ ﾖｼｵ -
60 1766 2:27:45 貝瀬 正泰 ｶｲｾ ﾏｻﾔｽ 豊栄走友会
61 1743 2:27:55 瀬尾 辰典 ｾｵ ﾀﾂﾉﾘ ４地区切寄
62 1725 2:28:25 永井　行雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｵ -
63 1761 2:29:02 山下　道男 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾁｵ -
64 1693 2:31:25 吉岡 久文 ﾖｼｵｶ ﾋｻﾌﾐ 串間市民病院
65 1694 2:31:58 野海 芳久 ﾉｳﾐ ﾖｼﾋｻ -
66 1760 2:35:38 宮永　修 ﾐﾔﾅｶﾞ ｵｻﾑ -
67 1709 2:36:02 山口　康二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 祝吉走ろう会
68 1688 2:38:28 蓑毛 重人 ﾐﾉﾓ ｼｹﾞﾄ -
69 1731 2:40:29 山元　英人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ -
70 1701 2:44:22 伴田　聡 ﾊﾞﾝﾀﾞ ｻﾄｼ -

6 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子70歳以上
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1771 1:45:17 比良田　政文 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾌﾐ -
2 1779 1:49:43 齋藤　憲夫 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ 小林マスターズ
3 1776 1:54:09 齋藤 正健 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｹ 国富町教委
4 1772 1:55:13 吉田 源市 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁ -
5 1781 1:57:35 尾畑　充宏 ｵﾊﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東諸マスターズ
6 1778 1:57:53 大塚　眞男 ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｵ -
7 1769 2:00:34 佐藤　孝政 ｻﾄｳ ﾀｶﾏｻ RC楽々
8 1768 2:01:19 宮林　延宏 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
9 1780 2:03:13 島村　芳幸 ｼﾏﾑﾗ ﾖｼﾕｷ コスモクラブ都城

10 1784 2:09:01 竹下 正文 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾌﾐ ＨＯＭ
11 1775 2:20:47 村尾　保義 ﾑﾗｵ ﾔｽﾖｼ -
12 1773 2:29:24 樋口　義彦 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋｺ みまた応援隊
13 1783 2:37:49 大津　武士 ｵｵﾂ ﾀｹｼ 大津ふぁみりー
14 1770 2:44:49 松村 智樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ 宮崎伴走者協会
15 1786 2:50:09 堤　信義 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞﾖｼ 玲峰走歩会

7 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子29歳以下
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1803 1:36:26 内山 美希 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷ 都城市陸協
2 1805 1:38:40 彌生 優子 ﾔﾖｲ ﾕｳｺ 水俣医療センタ
3 1806 1:45:04 佐藤 文香 ｻﾄｳ ﾌﾐｶ -
4 1792 1:47:28 山崎 華瑛 ﾔﾏｻｷ ﾊﾅｴ -
5 1797 1:53:15 中野　未菜 ﾅｶﾉ ﾐﾅ -
6 1795 1:56:05 河野　友架 ｶﾜﾉ ﾕｶ 三股西小学校
7 1793 1:57:19 相良 亜紀 ｻｶﾞﾗ ｱｷ -
8 1005 2:00:06 甲佐　かんな ｺｳｻ ｶﾝﾅ 学生
9 1796 2:13:40 岩田 由加里 ｲﾜﾀ ﾕｶﾘ うぉ～り～会

10 1798 2:14:44 末吉 由佳 ｽｴﾖｼ ﾕｶ 霧島陸上部
11 1799 2:15:08 安富 恵美 ﾔｽﾄﾐ ﾒｸﾞﾐ 霧島陸上部
12 1788 2:21:20 田野　恵理華 ﾀﾉ ｴﾘｶ 南九州大学
13 1789 2:21:21 安治川 実咲 ｱｼﾞｶﾜ ﾐｻｷ 南九州大学
14 1004 2:26:33 東 寛子 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｺ -
15 1804 2:28:03 甲斐　真由 ｶｲ ﾏﾕ -
16 1791 2:29:24 新保　実奈美 ﾆｲﾎﾞ ﾐﾅﾐ -
17 1790 2:31:43 竹下 夏実 ﾀｹｼﾀ ﾅﾂﾐ -



18 1802 2:34:46 山元　愛絵 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶｴ -
19 1801 2:37:21 長友　恵 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾒｸﾞﾐ 祝吉走ろう会
20 1794 2:37:21 三好　可那 ﾐﾖｼ ｶﾅ 祝吉走ろう会

8 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子30代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1818 1:25:56 大迫 若菜 ｵｵｻｺ ﾜｶﾅ 三股陸上クラブ
2 1835 1:45:05 杉 ルリ子 ｽｷﾞ ﾙﾘｺ -
3 1814 1:47:27 吉田 恵梨歌 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ -
4 1813 1:49:33 下石　和美 ｼﾓｲｼ ｶｽﾞﾐ 鹿児島県庁
5 1822 1:56:42 入佐 美由紀 ｲﾘｻ ﾐﾕｷ -
6 1836 1:58:20 大田尾 悠子 ｵｵﾀｵ ﾕｳｺ -
7 1823 2:00:46 吉丸　美穂 ﾖｼﾏﾙ ﾐﾎ -
8 1837 2:08:01 小宇都 あずさ ｺｳﾄ ｱｽﾞｻ -
9 1831 2:09:01 児玉 圭子 ｺﾀﾞﾏ ｹｲｺ 県立宮崎病院

10 1815 2:11:15 林　里実 ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ -
11 1834 2:14:11 新増　奈央 ｼﾝﾏｽ ﾅｵ チームちどり
12 1811 2:14:21 岩元 恵利華 ｲﾜﾓﾄ ｴﾘｶ -
13 1828 2:15:06 田中　百合 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 清永組
14 1839 2:17:25 岡﨑　瑞穂 ｵｶｻﾞｷ ﾐｽﾞﾎ -
15 1833 2:20:48 甲斐 千枝子 ｶｲ ﾁｴｺ スポーツクラブ　ＪＯＹＦＩＴ都
16 1820 2:21:10 藤川 恵子 ﾌｼﾞｶﾜ ｹｲｺ -
17 1825 2:23:55 宮本　絵美 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾐ -
18 1829 2:27:27 谷川　佳代子 ﾀﾆｶﾜ ｶﾖｺ BLAST
19 1812 2:31:07 新村 美樹 ｼﾝﾑﾗ ﾐｷ ｓｉｇｎ
20 1810 2:33:36 後藤 薫子 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾙｺ -
21 1840 2:34:56 山下　陽子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ -
22 1826 2:36:07 田中 明日美 ﾀﾅｶ ｱｽﾐ 小料理の店千早
23 1832 2:41:55 畝原 裕子 ｳﾈﾊﾗ ﾕｳｺ 喜多医院
24 1838 2:45:55 松ヶ野 さやか ﾏﾂｶﾞﾉ ｻﾔｶ -
25 1830 2:48:04 尾田原　梨絵 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾘｴ -
26 1808 2:48:55 川越　美香 ｶﾜｺﾞｴ ﾐｶ -

9 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子40代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1867 1:35:53 黒木　秀子 ｸﾛｷ ｼｭｳｺ -
2 1865 1:45:36 吉田　能厘子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 熊本ＣＡＣ
3 1873 1:45:45 杉尾　美智子 ｽｷﾞｵ ﾐﾁｺ メルヘン
4 1847 1:47:36 松岡 聖子 ﾏﾂｵｶ ｾｲｺ ランナーズ宮崎
5 1863 1:48:44 半代 美友紀 ﾊﾝﾀﾞｲ ﾐﾕｷ -
6 1842 1:52:51 三宅 修子 ﾐﾔｹ ｼｭｳｺ Ａｎ
7 1853 1:54:14 橋本 玲子 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲｺ -
8 1849 1:54:48 津江　友紀 ﾂｴ ﾕｷ チームちどり
9 1871 1:57:38 前田　由紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷ 日本情報クリエイトくらサポ宮崎

10 1850 1:58:00 小西 美和 ｺﾆｼ ﾐﾜ -
11 1874 1:58:00 三島 富美子 ﾐｼﾏ ﾌﾐｺ -
12 1844 1:59:33 尾方 美幸 ｵｶﾞﾀ ﾐﾕｷ -
13 1875 2:03:34 原田 由紀子 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷｺ -
14 1857 2:04:52 溝川 理恵 ﾐｿﾞｶﾜ ﾘｴ -
15 1852 2:06:59 池田 亜矢子 ｲｹﾀﾞ ｱﾔｺ -
16 1859 2:07:27 竹内 砂織 ﾀｹｳﾁ ｻｵﾘ -
17 1861 2:07:42 日高　明美 ﾋﾀﾞｶ ｱｹﾐ -
18 1860 2:08:11 西　ひろみ ﾆｼ ﾋﾛﾐ -
19 1866 2:09:04 中野　誠子 ﾅｶﾉ ｻﾄｺ -
20 1876 2:10:55 熊本　昭子 ｸﾏﾓﾄ ｼｮｳｺ -
21 1862 2:16:17 野崎 かおり ﾉｻﾞｷ ｶｵﾘ チームけんたろ
22 1843 2:17:09 川崎 優紀 ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ -
23 1872 2:17:48 佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ -
24 1858 2:22:05 金子 めぐみ ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 西諸ＲＣ



25 1851 2:23:03 岩崎 マヤ ｲﾜｻｷ ﾏﾔ -
26 1845 2:26:21 堤 容野 ﾂﾂﾐ ﾖｼﾉ サバトラ三毛
27 1848 2:26:53 轟木　幸与 ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾁﾖ -
28 1864 2:28:36 日野　明未 ﾋﾉ ｱｹﾐ -
29 1868 2:32:15 寺尾 美帆 ﾃﾗｵ ﾐﾎ -
30 1855 2:36:26 古川 美樹 ﾌﾙｶﾜ ﾐｷ -

10 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子50代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1880 1:37:45 本村　鯉恵 ﾓﾄﾑﾗ ﾘｴ -
2 1885 1:42:23 佐々木 理恵 ｻｻｷ ﾘｴ 都於郡マンショ
3 1877 1:45:12 鬼束 清美 ｵﾆﾂｶ ｷﾖﾐ -
4 1895 1:48:02 永野　仁美 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾄﾐ -
5 1881 1:52:22 押川 ひとみ ｵｼｶﾜ ﾋﾄﾐ -
6 1882 2:03:11 黒木 千穂 ｸﾛｷﾞ ﾁﾎ ２００Ｋ
7 1879 2:09:42 鬼塚　百合子 ｵﾆﾂｶ ﾕﾘｺ 宮崎ヤクルト
8 1887 2:13:00 安藤　直子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ -
9 1892 2:13:36 田山地 ひとみ ﾀﾔﾏﾁﾞ ﾋﾄﾐ -

10 1888 2:13:38 大野　靖子 ｵｵﾉ ﾔｽｺ ランナーズ宮崎
11 1884 2:18:47 奥田　陽美 ｵｸﾀﾞ ﾊﾙﾐ -
12 1889 2:20:18 黒木　尚子 ｸﾛｷ ﾅｵｺ -
13 1891 2:21:59 湯地 美喜子 ﾕｼﾞ ﾐｷｺ -
14 1893 2:25:04 畑中　昭美 ﾊﾀﾅｶ ｼｮｳﾐ -
15 1894 2:25:04 湊　祐子 ﾐﾅﾄ ﾕｳｺ -
16 1890 2:27:00 新保　三千代 ﾆｲﾎﾞ ﾐﾁﾖ -
17 1878 2:31:49 阿多 紀子 ｱﾀ ﾉﾘｺ -

11 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子60代
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1903 1:34:47 西　文子 ﾆｼ ﾌﾐｺ 熊本ＣＡＣ
2 1908 1:49:39 尾崎　英子 ｵｻﾞｷ ｴｲｺ 三股ジュニア
3 1902 2:00:09 月野 美枝子 ﾂｷﾉ ﾐｴｺ -
4 1898 2:03:13 前田　冨士子 ﾏｴﾀﾞ ﾌｼﾞｺ はよ走ＲＵＮ会
5 1904 2:08:25 島田　ツヤ子 ｼﾏﾀﾞ ﾂﾔｺ -
6 1899 2:09:46 白坂 淳子 ｼﾗｻｶ ｼﾞｭﾝｺ -
7 1906 2:12:02 古中　真由美 ｺﾅｶ ﾏﾕﾐ -
8 1901 2:15:03 為実　紀志江 ﾀﾒｻﾞﾈ ｷｼｴ -
9 1896 2:16:26 大休寺 順子 ﾀﾞｲｷｭｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ -

10 1910 2:24:24 甲斐　悦子 ｶｲ ｴﾂｺ -
11 1913 2:29:27 籾山 陽子 ﾓﾐﾔﾏ ﾖｳｺ チ－ムＨＯＭ
12 1909 2:29:27 相良 るみ子 ｻｶﾞﾗ ﾙﾐｺ チ－ムＨＯＭ
13 1911 2:34:23 幸　悦子 ﾕｷ ｴﾂｺ -
14 1900 2:44:48 松村 とし子 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｺ 宮崎伴走者協会
15 1897 2:48:03 岩倉　節子 ｲﾜｸﾗ ｾﾂｺ -

12 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 女子70歳以上
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1915 2:16:38 生野　フジ ｾｲﾉ ﾌｼﾞ -
2 1914 2:34:18 山元　睦子 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｺ -

13 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 男子障がい者
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1921 1:37:18 坂田 正文 ｻｶﾀ ﾏｻﾌﾐ -
2 1917 1:40:50 上原　佑介 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｽｹ ユニファイド・ラン
3 1922 1:45:48 仁田脇　年弘 ﾆﾀﾜｷ ﾄｼﾋﾛ -
4 1919 1:45:53 中村　崇寿 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 三股クラブ
5 1916 1:47:08 渡辺 啓介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ ユニファイド
6 1920 1:53:23 吉留　知隆 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾄﾓﾀｶ ユートリーアスリート
7 1918 2:06:43 八重尾　翔 ﾔｴｵ ｼｮｳ チームヤエオ



8 1006 2:28:48 金丸 仁一 ｶﾈﾏﾙ ﾖｼｶｽﾞ 宮崎中央支援
9 1924 2:48:04 小林　正己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ -


