
ハーフ一般男子 29歳以下
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1007 1時間11分32秒 川畑 潤一郎 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 空自築城
2 1045 1時間13分18秒 桑原 陶馬 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｳﾏ -
3 1090 1時間17分14秒 松本 英大 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ -
4 1016 1時間18分40秒 仲尾 隆平 ﾅｶｵ ﾘｭｳﾍｲ -
5 1019 1時間18分44秒 亀安 勇斗 ｶﾒﾔｽ ﾕｳﾄ -
6 1018 1時間21分27秒 平郡 成志郎 ﾍｸﾞﾘ ｾｲｼﾛｳ 小倉リハ病院
7 1110 1時間21分42秒 山口 駿哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 福岡県庁
8 1108 1時間21分52秒 飯沼 幸平 ｲｲﾇﾏ ｺｳﾍｲ -
9 1046 1時間24分10秒 馬場 優 ﾊﾞﾊﾞ ｽｸﾞﾙ -
10 1065 1時間25分45秒 川辺 啓伍 ｶﾜﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ Ｔｅａｍ結
11 1010 1時間25分56秒 松尾 由樹 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ チーム久保田
12 1113 1時間25分58秒 久保 勇輝 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ アイジ九州
13 1129 1時間26分34秒 西野 海人 ﾆｼﾉ ｶｲﾄ ＦＦＬＣ
14 1107 1時間26分53秒 竹中 佑征 ﾀｹﾅｶ ﾕｳｾｲ 小倉リハ
15 1033 1時間27分56秒 米谷 亮祐 ｺﾒﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 福岡県庁
16 1178 1時間28分11秒 山口 知則 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ -
17 1095 1時間28分23秒 高田 貴大 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ -
18 1302 1時間28分27秒 北林 康喜 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 九州大学
19 1079 1時間29分03秒 川上 叙佑 ｶﾜｶﾐｼﾞｮｳ ABCMART
20 1270 1時間29分44秒 今川 桃大朗 ｲﾏｶﾞﾜ ﾓﾓﾀﾛｳ -
21 1656 1時間29分50秒 岩隈 貴哉 ｲﾜｸﾏ ﾀｶﾔ -
22 1235 1時間29分52秒 上瀧 俊 ｺｳﾀｷ ﾀｶｼ 日本製鉄
23 1229 1時間30分02秒 鞘野 寛基 ｻﾔﾉ ﾋﾛｷ -
24 2665 1時間30分03秒 高山 諒徳 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ -
25 1493 1時間31分56秒 下田 健矢 ｼﾓﾀﾞｹﾝﾔ -
26 1481 1時間31分59秒 浦野 敦也 ｳﾗﾉ ｱﾂﾔ -
27 1134 1時間32分10秒 千代丸 翼 ﾁﾖﾏﾙ ﾂﾊﾞｻ 岩﨑ＲＣ
28 1251 1時間32分35秒 飯田 大生 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ -
29 1080 1時間32分50秒 城戸 寿輝 ｷﾄﾞ ﾄｼｷ トクヤマ
30 1037 1時間33分45秒 中川 裕紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ -
31 1232 1時間34分10秒 岡本 卓大 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾋﾛ -
32 1042 1時間34分21秒 今村 周平 ｲﾏﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ -
33 1199 1時間35分12秒 上田 滉平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ -
34 1429 1時間35分44秒 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ -
35 1105 1時間36分37秒 秋吉 翔太 ｱｷﾖｼ ｼｮｳﾀ 九州工業大学
36 1188 1時間36分40秒 山田 竣 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ -
37 1643 1時間37分22秒 藤丸 剛 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾀｹｼ -
38 1245 1時間37分48秒 毛利 匠 ﾓｳﾘ ﾀｸﾐ -
39 1852 1時間38分12秒 吉田 健志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ -
40 1326 1時間38分27秒 秋吉 勇佑 ｱｷﾖｼ ﾕｳｽｹ -
41 1236 1時間39分18秒 横尾 昌紀 ﾖｺｵ ﾏｻﾉﾘ -
42 2686 1時間39分36秒 髙田 久史 ﾀｶﾀ ﾋｻｼ 福岡県
43 1052 1時間40分01秒 冨原 和博 ﾄﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
44 2235 1時間40分33秒 立石 憲 ﾀﾃｲｼ ｹﾝ -
45 1486 1時間40分52秒 池永 大祥 ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾖｼ 東亜大学
46 1644 1時間41分13秒 畑中 智尊 ﾊﾀﾅｶ ﾄｼﾀｶ -
47 1327 1時間42分47秒 永野 陽祐 ﾅｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ -
48 1657 1時間43分02秒 神谷 英佑 ｶﾐﾔ ｴｲｽｹ 北九州市立大学
49 2098 1時間44分38秒 力丸 紘光 ﾘｷﾏﾙ ﾋﾛﾐﾂ 高千穂倉庫運輸
50 1490 1時間44分59秒 梅田 夏樹 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 航空自衛隊
51 1253 1時間45分19秒 松坂 祥吾 ﾏﾂｻﾞｶ ｼｮｳｺﾞ -
52 2297 1時間45分25秒 渡邊 雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ -
53 2357 1時間45分28秒 前田 倖佑 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 第一生命
54 1732 1時間45分44秒 知念 真輝 ﾁﾈﾝ ﾏｻｷ -
55 1444 1時間46分16秒 末永 将崇 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ -
56 2269 1時間46分20秒 井上 晶雄 ｲﾉｳｴ ｱｷｵ -
57 1654 1時間47分28秒 横谷 竜彦 ﾖｺﾀﾆ ﾀﾂﾋｺ -



58 1474 1時間48分13秒 原田 慎 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝ 九州エノキ
59 1227 1時間48分49秒 光武 直之 ﾐﾂﾀｹ ﾅｵﾕｷ -
60 1217 1時間49分41秒 荒川 僚 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 水巻学園
61 2567 1時間49分46秒 門前 樹明 ﾓﾝｾﾞﾝ ｼｹﾞｱｷ 福岡和白病院
62 2445 1時間50分03秒 荒木 亮輔 ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ 濱田重工
63 1257 1時間50分04秒 鎌森 隆博 ｶﾏﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 安川電機
64 2711 1時間50分31秒 黒田  健太 ｸﾛﾀﾞｹﾝﾀ 福岡銀行
65 2039 1時間50分41秒 眞武 徹 ﾏﾀｹ ﾄｵﾙ -
66 2299 1時間50分50秒 吉田 文平 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ -
67 2321 1時間51分11秒 鶴添  文人 ﾂﾙｿﾞｴ ﾌﾐﾄ ローム･アポロ
68 1997 1時間51分35秒 守時 克哉 ﾓﾘﾄｷｶﾂﾔ -
69 1221 1時間51分35秒 國廣 大輝 ｸﾆﾋﾛ ﾀﾞｲｷ -
70 1554 1時間52分09秒 徳永 龍 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｵﾙ ブルーランナー
71 1596 1時間52分23秒 木山 大地 ｷﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ チーム久保田
72 1488 1時間53分02秒 永添 稔典 ﾅｶﾞｿｴ ﾄｼﾉﾘ 門司松ケ江病院
73 1485 1時間53分08秒 矢野 健 ﾔﾉ ﾀｹｼ -
74 1254 1時間53分35秒 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ -
75 2342 1時間53分49秒 児玉 崇 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｼ -
76 1627 1時間54分39秒 松陰 宏之 ﾏﾂｶｹﾞ ﾋﾛﾕｷ 東邦走遊会
77 1602 1時間54分49秒 北川 格 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 芳野病院
78 2320 1時間55分05秒 津下 大晃 ﾂｼﾀ ﾋﾛｱｷ -
79 1576 1時間55分22秒 吉田 一平 ﾖｼﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ -
80 1768 1時間55分32秒 山田 克啓 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ -
81 2682 1時間55分56秒 小山 貴司 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ -
82 2629 1時間56分03秒 賀久 祥太郎 ｶｸ ｼｮｳﾀﾛｳ -
83 2279 1時間56分22秒 平下 貴視 ﾋﾗｼﾀ ﾀｶｼ -
84 2273 1時間56分49秒 藤木 翼 ﾌｼﾞｷ ﾂﾊﾞｻ -
85 1836 1時間58分25秒 森脇 大志 ﾓﾘﾜｷ ﾀｲｼ -
86 2315 1時間58分46秒 中山 健太郎 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ -
87 2667 1時間58分59秒 徳渕 敦将 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾀｲｽｹ -
88 2316 2時間00分19秒 舩越 蓮 ﾌﾅｺｼ ﾚﾝ -
89 1642 2時間00分56秒 中島 廣一郎 ﾅｶｼﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ -
90 2308 2時間01分06秒 松元 隆道 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ -
91 2169 2時間01分11秒 杉山 達哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂﾔ -
92 2170 2時間01分37秒 藤浦 孝樹 ﾌｼﾞｳﾗ ｺｳｷ 日本製鉄
93 2263 2時間01分42秒 坂口 翔人 ｻｶｸﾞﾁ ｶｹﾄ -
94 1303 2時間02分09秒 河原 康仁 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ 九州大学
95 2118 2時間02分20秒 兼重 祐己 ｶﾈｼｹﾞ ﾕｳｷ -
96 2413 2時間03分30秒 下田 竜太郎 ｼﾓﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ ＴＭＫ　Ｒ＆Ｐ
97 1294 2時間04分23秒 有熊 翔 ｱﾘｸﾏ ｼｮｳ -
98 2431 2時間04分43秒 中村 和也 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ -
99 2738 2時間05分56秒 高平 幸樹 ﾀｶﾋﾗ ｺｳｷ -
100 2646 2時間05分58秒 野元 翔太郎 ﾉﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ヒゲマラソン部
101 2678 2時間06分29秒 高田 凜太郎 ﾀｶﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ -
102 2154 2時間06分37秒 河野 寿 ｶﾜﾉ ﾋｻｼ しんきたバス
103 2741 2時間06分59秒 小林 太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ 日産自動車九州
104 2566 2時間07分03秒 大貝 隆史 ｵｵｶﾞｲ ﾀｶﾌﾐ -
105 2302 2時間07分13秒 井上 勝太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ -
106 2669 2時間07分24秒 佐々木 烈 ｻｻｷ ﾚﾂ -
107 1001 2時間08分07秒 可児 昌大 ｶﾆ ﾏｻﾋﾛ ８ＳＱ
108 2486 2時間10分26秒 高山 晃 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾗ -
109 2684 2時間12分05秒 住友 雄太 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳﾀ -
110 1926 2時間12分40秒 八浪 悟士 ﾔﾂﾅﾐ ｻﾄｼ -
111 2077 2時間12分50秒 高田 一樹 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ -
112 1733 2時間14分16秒 横井 武明 ﾖｺｲ ﾀｹｱｷ -
113 2422 2時間14分25秒 岩﨑 将孝 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾀｶ 岩﨑ＲＣ
114 2317 2時間15分16秒 野崎 日向 ﾉｻﾞｷ ﾋﾑｶ -
115 2313 2時間15分16秒 甲木 雄一朗 ｶﾂｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ レーダー
116 2199 2時間15分17秒 舛添 太一 ﾏｽｿﾞｴ ﾀｲﾁ -



117 2198 2時間15分44秒 近藤 加寿心 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ フジコー
118 1798 2時間15分45秒 上田平 祐樹 ｳｴﾀﾋﾞﾗ ﾕｳｷ -
119 2138 2時間17分01秒 壱岐尾 亮介 ｲｷｵ ﾘｮｳｽｹ -
120 2420 2時間17分54秒 石見 亘 ｲｼﾐ ﾜﾀﾙ -
121 2587 2時間19分08秒 近藤 大幹 ｺﾝﾄﾞｳﾋﾛｷ -
122 2683 2時間22分43秒 池田 陽太 ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾀ -
123 2262 2時間23分03秒 守田 光希 ﾓﾘﾀ ｺｳｷ 椛組
124 2552 2時間27分10秒 高田 稜 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ -
125 2631 2時間28分24秒 田嶋 顕 ﾀｼﾏ ｱｷﾗ -
126 2166 2時間29分39秒 金山 俊志 ｶﾅﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ スポバラ整骨院
127 2571 2時間30分41秒 金谷 貴明 ｶﾅﾔ ﾀｶｱｷ -
128 2537 2時間31分16秒 諌山 和典 ｲｻﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ -
129 2653 2時間31分59秒 小山田 寛幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ -
130 2681 2時間32分47秒 柳本 大 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ -
131 2642 2時間33分22秒 大見 昌吾 ｵｵﾐ ｼｮｳｺﾞ -
132 1402 2時間34分32秒 上野 信 ｳｴﾉ ｼﾝ -
133 1724 2時間34分33秒 福田 壮志朗 ﾌｸﾀﾞ ｿｳｼﾛｳ -
134 2595 2時間39分06秒 山本 裕士 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼ -
135 1844 2時間41分42秒 藤田 浩嘉 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾖｼ -

ハーフ一般男子 30歳代
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1011 1時間15分40秒 澤水 亮吾 ｻﾜﾐｽﾞ ﾘｮｳｺﾞ 福岡銀行
2 1013 1時間15分44秒 重谷 茂人 ｼｹﾞﾀﾆ ﾀｶﾄ 明希クラブ
3 1006 1時間17分43秒 杉田 達也 ｽｷﾞﾀ ﾀﾂﾔ 直鞍クラブ
4 1014 1時間18分32秒 山下 翔 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 苅田与原ＲＣ
5 1050 1時間18分34秒 石井 一行 ｲｼｲ ｶｽﾞﾕｷ チームひよこ
6 1012 1時間18分59秒 林 宏樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 小倉記念病院
7 1028 1時間19分58秒 伊原 良一 ｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 丸菱
8 1026 1時間21分14秒 周山 真武 ｽﾔﾏ ﾏｻﾀｹ おかげさま
9 1250 1時間21分25秒 野津 文高 ﾉﾂ ﾌﾐﾀｶ 航空自衛隊
10 1030 1時間21分26秒 稲葉 大輔 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
11 1047 1時間22分45秒 田中 裕紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ -
12 1043 1時間22分53秒 井上 諒一 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｲﾁ -
13 1098 1時間23分12秒 大宅 良輔 ｵｵﾔ ﾘｮｳｽｹ -
14 1087 1時間23分17秒 土井 貴洋 ﾄﾞｲ ﾀｶﾋﾛ -
15 1041 1時間23分32秒 森山 勇二 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｼﾞ -
16 1021 1時間23分41秒 藤田 幸樹 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ -
17 1059 1時間24分02秒 狩又 亮治 ｶﾘﾏﾀ ﾘｮｳｼﾞ -
18 1070 1時間24分10秒 長谷 悠紀 ﾊｾ ﾕｳｷ -
19 1205 1時間25分05秒 岸上 和樹 ｷｼｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ -
20 1076 1時間25分23秒 篠原 勇太 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ ＩＧ北九州
21 1248 1時間26分28秒 田井中 純 ﾀｲﾅｶ ｼﾞｭﾝ -
22 1063 1時間26分34秒 藤原 良多 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ -
23 1081 1時間26分36秒 佐藤 慎治 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ げんかいＡＣ
24 1119 1時間26分49秒 末永 崇洋 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 長府製作所
25 1237 1時間26分55秒 浦瀬 公明 ｳﾗｾ ｷﾐｱｷ -
26 1066 1時間26分57秒 百瀬 彰宏 ﾓﾓｾ ｱｷﾋﾛ -
27 1216 1時間27分11秒 田部 俊幸 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ ブリヂストン
28 1084 1時間27分30秒 松田 桂輔 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 八幡落陽会
29 1064 1時間28分04秒 田中 康紀 ﾀﾅｶ ﾔｽﾉﾘ ｆｅｎｒｉｒ
30 1156 1時間29分12秒 三根 直樹 ﾐﾈ ﾅｵｷ -
31 1371 1時間29分21秒 柳 裕樹 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 玄海ＡＣ
32 1040 1時間29分28秒 楠 拓晃 ｸｽﾉｷ ﾋﾛｱｷ -
33 1231 1時間29分30秒 野中 幸司 ﾉﾅｶ ｺｳｼﾞ -
34 1266 1時間30分16秒 内藤 裕之 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 九州工業大学
35 2448 1時間30分38秒 管野 大地 ｽｶﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ -
36 1089 1時間30分52秒 末延 健太 ｽｴﾉﾌﾞ ｹﾝﾀ -
37 1225 1時間31分01秒 末崎 武尊 ｽｴｻｷ ﾀｹﾙ ほうらい葛原



38 1200 1時間31分05秒 財津 卓 ｻﾞｲﾂ ｽｸﾞﾙ -
39 1171 1時間31分12秒 重松 宏明 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｱｷ -
40 1155 1時間31分21秒 江内田 周 ｴﾅｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 筑前新宮ＲＣ
41 1061 1時間31分40秒 小嶋 太輔 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｽｹ -
42 1141 1時間31分52秒 川又 洋一 ｶﾜﾏﾀ ﾖｳｲﾁ ＣＴＣ
43 1036 1時間31分53秒 馬場 祐樹 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ -
44 1054 1時間32分09秒 長 武史 ﾁｮｳ ﾀｹｼ -
45 1440 1時間32分20秒 山本 拓郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾛｳ ＴＥＡＭ－Ｍ
46 1318 1時間32分27秒 西山 哲広 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ -
47 1173 1時間32分53秒 渡邊 光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ チーム黒豹
48 1150 1時間33分56秒 坪川 彰宏 ﾂﾎﾞｶﾜ ｱｷﾋﾛ -
49 1355 1時間34分08秒 井田 昌寛 ｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ -
50 1195 1時間34分32秒 古川 智尉 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔｽ ガチＲＵＮ？
51 1334 1時間34分33秒 高田 昌治 ﾀｶﾀ ﾏｻﾊﾙ -
52 1269 1時間34分52秒 波多野 耕三 ﾊﾀﾉ ｺｳｿﾞｳ 山口ランネット
53 1219 1時間34分57秒 篠原 啓介 ｼﾉﾊﾗ ｹｲｽｹ -
54 1592 1時間35分19秒 飯山 俊成 ｲｲﾔﾏ ﾄｼﾅﾘ -
55 1347 1時間35分21秒 松永 和典 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ -
56 1579 1時間35分23秒 大神 祐隆 ｵｵｶﾞﾐ ﾋﾛﾀｶ ミコフィット
57 1649 1時間35分28秒 細川 恵一 ﾎｿｶﾜ ｹｲｲﾁ -
58 1096 1時間35分52秒 野田 順一 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
59 1099 1時間36分20秒 山中 省司 ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳｼﾞ ＫＢ
60 1039 1時間36分48秒 加持 優一 ｶﾓﾁ ﾕｳｲﾁ シダー
61 1473 1時間36分49秒 中井 尚人 ﾅｶｲ ﾅｵﾄ -
62 1376 1時間37分00秒 山木 和貴 ﾔﾏｷ ｶｽﾞﾀｶ -
63 1263 1時間37分18秒 後藤 亮 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ 福岡マスターズ
64 1524 1時間37分22秒 林田 健児 ﾊﾔｼﾀﾞｹﾝｼﾞ -
65 1359 1時間37分26秒 木佐貫 純司 ｷｻﾇｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ -
66 1308 1時間37分37秒 松尾 正一 ﾏﾂｵ ｼｮｳｲﾁ -
67 1192 1時間37分52秒 緒方 将志 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｼ -
68 1196 1時間38分33秒 小柳 亨介 ｺﾔﾅｷﾞ ｷｮｳｽｹ -
69 1435 1時間38分36秒 大島 卓 ｵｵｼﾏ ｽｸﾞﾙ -
70 1382 1時間38分49秒 時本 拓弥 ﾄｷﾓﾄ ﾀｸﾐ -
71 1161 1時間39分25秒 松田 好正 ﾏﾂﾀﾞﾖｼﾏｻ イルカ薬局RC
72 1476 1時間39分56秒 池内 智之 ｲｹｳﾁ ﾄﾓﾕｷ -
73 1179 1時間40分09秒 松尾 高志 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ -
74 1445 1時間40分12秒 藤本 弘晃 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ -
75 1615 1時間40分32秒 呉 秀明 ｸﾚ ﾋﾃﾞｱｷ -
76 1594 1時間40分59秒 高橋 祐也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 行橋商工会議所
77 1034 1時間41分00秒 森 健一 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ しょうじ隊長
78 2238 1時間41分04秒 奥田 智裕 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ -
79 1158 1時間41分04秒 木戸 史人 ｷﾄﾞﾌﾐﾄ イルカ薬局RC
80 1650 1時間41分20秒 渡邉 智好 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾖｼ -
81 2584 1時間41分29秒 藤木 誠 ﾌｼﾞｷ ﾏｺﾄ -
82 1800 1時間41分43秒 福谷 啓 ﾌｸﾔ ｹｲ -
83 2145 1時間42分15秒 舛田 雅一 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 行橋商工会議所
84 1209 1時間42分37秒 上仮屋 進也 ｶﾐｶﾘﾔ ｼﾝﾔ 苅田町役場
85 1149 1時間43分13秒 落合 壮治 ｵﾁｱｲ ｿｳｼﾞ Ｉｇ北九州
86 1568 1時間43分17秒 笠原 三四郎 ｶｻﾊﾗ ｶｻﾊﾗ -
87 1159 1時間43分19秒 鮫島 秀明 ｻﾒｼﾏﾋﾃﾞｱｷ イルカ薬局RC
88 1421 1時間43分21秒 伊東 裕恭 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ まらそんぬ
89 1394 1時間43分31秒 桃園 博 ﾓﾓｿﾞﾉ ﾋﾛｼ ミコフィット
90 1646 1時間43分32秒 畠中 喜崇 ﾊﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ -
91 1316 1時間43分48秒 早川 智也 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾔ -
92 1570 1時間43分59秒 森本 善弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 九州東邦
93 1211 1時間44分04秒 糸山 雄一郎 ｲﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
94 2259 1時間44分12秒 辻 純之介 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 椛組
95 1351 1時間44分12秒 宮本 法生 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾘｵ こころネット
96 1605 1時間44分13秒 津崎 文範 ﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾉﾘ -



97 1366 1時間44分18秒 城丸 崇 ｼﾛﾏﾙ ﾀｶｼ -
98 1393 1時間44分33秒 丸山 雄大 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ -
99 2246 1時間44分40秒 服部 真一郎 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ -
100 1641 1時間44分42秒 藤岡 正平 ﾌｼﾞｵｶ ｼｮｳﾍｲ -
101 1218 1時間44分52秒 矢野 謙史朗 ﾔﾉ ｹﾝｼﾛｳ -
102 2203 1時間45分01秒 富永 猛 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｹｼ 築城基地
103 1518 1時間45分09秒 田島 貴文 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ -
104 2209 1時間45分09秒 田中 智博 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ -
105 1548 1時間45分10秒 眞武 豊 ﾏﾀｹ ﾕﾀｶ -
106 1842 1時間45分17秒 犬丸 誠 ｲﾇﾏﾙ ﾏｺﾄ -
107 1313 1時間45分36秒 山本 桂介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 熊本県
108 2253 1時間46分07秒 泉 伸太郎 ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 椛組
109 1595 1時間46分18秒 砂田 良太 ｽﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾀ -
110 2286 1時間47分27秒 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ -
111 1404 1時間47分37秒 津室 貴雄 ﾂﾑﾛ ﾀｶｵ -
112 1815 1時間47分39秒 飛永 修一 ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ｼｭｳｲﾁ パトラン
113 1262 1時間47分39秒 松井 裕二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ イトイエックス
114 2232 1時間48分12秒 平井 一史 ﾋﾗｲ ｶｽﾞｼ -
115 1770 1時間48分20秒 吉村 勇 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ がばい整体院
116 2304 1時間48分25秒 菅原 正樹 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻｷ -
117 1456 1時間48分44秒 白木 伸治 ｼﾗｷ ｼﾝｼﾞ -
118 1375 1時間48分57秒 小林 大祐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ -
119 1442 1時間49分20秒 後藤 拓 ｺﾞﾄｳ ﾀｸ -
120 2217 1時間49分23秒 小島 拓郎 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ -
121 1365 1時間49分31秒 坂本 幸広 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ -
122 2476 1時間49分35秒 江副 大輔 ｴｿﾞｴ ﾀﾞｲｽｹ -
123 2150 1時間49分37秒 松井 斗希也 ﾏﾂｲ ﾄｷﾔ チームキアラ
124 1419 1時間49分58秒 右ノ子 賢吾 ｳﾉｺ ｹﾝｺﾞ ｎ２ｈ
125 1532 1時間49分58秒 大久保 昂一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ -
126 2292 1時間50分12秒 森 真樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ -
127 2271 1時間50分16秒 余語 隆彦 ﾖｺﾞ ﾀｶﾋｺ 日産自動車
128 2174 1時間50分25秒 徳永 和哉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ -
129 1312 1時間51分13秒 田松 佑己 ﾀﾏﾂ ﾕｳｷ 津山興産
130 1925 1時間51分18秒 里中 健太郎 ｻﾄﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 長府製作所
131 1630 1時間51分51秒 藤田 陽介 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ -
132 1387 1時間52分05秒 野口 雅章 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 永犬丸走
133 1671 1時間52分08秒 津波古 充哉 ﾂﾊｺ ﾐﾂﾔ 聖マリア学院大
134 2214 1時間52分11秒 東 龍治 ﾋｶﾞｼ ﾘｭｳｼﾞ -
135 2519 1時間52分16秒 佐藤 玄 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ あおば事務所
136 2277 1時間52分32秒 学所 光美 ｶﾞｸｼｮ ｺｳﾐ かんくランナー
137 1762 1時間52分33秒 亀田 秀一 ｶﾒﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 小倉リハ学院
138 2685 1時間52分42秒 木村 明治 ｷﾑﾗ ｱｷﾊﾙ ｆｅｎｒｉｒ
139 2542 1時間52分45秒 青木 晃信 ｱｵｷ ｱｷﾉﾌﾞ -
140 1840 1時間53分02秒 磯田 君也 ｲｿﾀﾞ ｷﾐﾔ -
141 1380 1時間53分27秒 大中 俊樹 ｵｵﾅｶ ﾄｼｷ ＳｕｂＸ
142 2285 1時間53分55秒 三好 了二 ﾐﾖｼ ﾘｮｳｼﾞ -
143 1989 1時間53分59秒 猪上 貴広 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ -
144 2330 1時間54分06秒 高崎 博之 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾕｷ -
145 2742 1時間54分17秒 草間 聡也 ｸｻﾏ ﾄｼﾔ -
146 1483 1時間54分51秒 柿本 和孝 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ -
147 1484 1時間54分52秒 佐野 敬介 ｻﾉ ｹｲｽｹ -
148 1860 1時間54分53秒 小野 拓也 ｵﾉ ﾀｸﾔ -
149 2105 1時間54分54秒 柳田 由統 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 佐藤株式会社
150 1859 1時間55分03秒 坂井 説 ｻｶｲ ｾﾂ -
151 2287 1時間55分07秒 田川 洸太 ﾀｶﾞﾜ ｺｳﾀ -
152 2444 1時間55分34秒 泊 祐輔 ﾄﾏﾘ ﾕｳｽｹ エヌティティ
153 2147 1時間55分44秒 西原 公太 ﾆｼﾊﾗ ｺｳﾀ -
154 1872 1時間55分47秒 中島 一 ﾅｶｼﾏ ﾊｼﾞﾒ ＴＯＴＯ
155 1839 1時間55分48秒 本田 達也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ -



156 2074 1時間55分51秒 那須 良平 ﾅｽ ﾘｮｳﾍｲ -
157 2113 1時間56分14秒 矢野 宅真 ﾔﾉ ﾀｸﾏ -
158 2565 1時間56分28秒 上川 哲史 ｶﾐｶﾜ ﾃﾂｼ -
159 1675 1時間56分33秒 鍜治 昌宏 ｶｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 山口ランネット
160 1489 1時間56分50秒 松島 直己 ﾏﾂｼﾏ ﾅｵﾐ -
161 1617 1時間57分09秒 森田 健介 ﾓﾘﾀ ｹﾝｽｹ -
162 2103 1時間57分35秒 本田 雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 佐藤株式会社
163 1918 1時間57分44秒 江口 遼 ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳ -
164 2430 1時間57分58秒 熊谷 征大 ｸﾏｶﾞｴ ﾏｻﾋﾛ 小倉記念病院
165 2310 1時間58分07秒 浦江 明弘 ｳﾗｴ ｱｷﾋﾛ -
166 1824 1時間58分11秒 矢野 一平 ﾔﾉ ｲｯﾍﾟｲ -
167 2268 1時間58分13秒 大島 昂士 ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ 共和会
168 2280 1時間58分19秒 川田 真寛 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ パトラン北九
169 1886 1時間58分23秒 坂本 健彰 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ -
170 1659 1時間58分25秒 矢野 幸司 ﾔﾉ ｺｳｼﾞ -
171 1242 1時間58分36秒 河津 裕成 ｶﾜﾂﾞ ﾋﾛﾅﾘ -
172 2234 1時間59分02秒 佐野 大樹 ｻﾉ ﾀｲｷ -
173 1585 1時間59分14秒 迫 昇一 ｻｺ ｼｮｳｲﾁ -
174 2432 1時間59分16秒 山本 真人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ しろはとクラブ
175 2640 1時間59分21秒 竹田 誠司 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ ＣＴＣ相互会
176 2675 1時間59分23秒 阿部 慎一郎 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ -
177 2693 1時間59分28秒 大谷 大輔 ｵｵﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 築城基地
178 2573 2時間00分31秒 品川 瞬 ｼﾅｶﾞﾜ ｼｭﾝ -
179 1760 2時間00分33秒 正平 裕也 ﾏｻﾋﾗ ﾕｳﾔ -
180 1666 2時間00分49秒 竹田 条太郎 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ レザックス
181 2347 2時間00分59秒 万田 優樹 ﾏﾝﾀﾞ ﾕｳｷ -
182 2323 2時間01分07秒 山根  良介 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｽｹ ローム･アポロ
183 2116 2時間01分09秒 新穂 一 ﾆｲﾎ ﾊｼﾞﾒ 仲津中学校
184 2236 2時間01分23秒 和田 勇士 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ -
185 2291 2時間01分33秒 越智 通晴 ｵﾁ ﾐﾁﾊﾙ -
186 2345 2時間01分55秒 藤原 健典 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ -
187 1780 2時間02分05秒 辻 靖之 ﾂｼﾞ ﾔｽﾕｷ -
188 2750 2時間02分17秒 能間 亮平 ﾉｳﾏﾘｮｳﾍｲ -
189 2037 2時間02分23秒 内野 浩樹 ｳﾁﾉ ﾋﾛｷ -
190 2692 2時間03分35秒 東山 哲郎 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ -
191 1679 2時間03分55秒 大井 多一 ｵｵｲ ﾀｲﾁ 松尾製菓
192 2252 2時間04分21秒 木下 晃太 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 椛組
193 2050 2時間04分25秒 釼持 卓也 ｹﾝﾓﾂ ﾀｸﾔ アステラス製薬
194 1749 2時間04分46秒 西本 勇太 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾀ -
195 2729 2時間05分06秒 樋口 史樹 ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐｷ -
196 2124 2時間05分36秒 神崎 大樹 ｶﾝｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 新行橋病院
197 2188 2時間05分36秒 田中 英治 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ ＴＥＡＭ田中
198 2157 2時間05分46秒 福田 賢史 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
199 2122 2時間05分53秒 高良 貴大 ｺｳﾗ ﾀｶﾋﾛ -
200 1626 2時間05分56秒 中山 雅章 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ -
201 2507 2時間06分05秒 田代 翔太 ﾀｼﾛ ｼｮｳﾀ ＴＲＣ
202 2744 2時間06分08秒 亀岡  喜彦 ｶﾒｵｶ ﾖｼﾋｺ ローム･アポロ
203 2569 2時間06分38秒 小山 博幸 ｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ -
204 2508 2時間06分39秒 峯 太一 ﾐﾈ ﾀｲﾁ 松尾クラブ
205 2383 2時間06分49秒 永井 伯明 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘｱｷ -
206 2418 2時間06分53秒 鳥井 亮 ﾄﾘｲ ﾘｮｳ -
207 2301 2時間06分58秒 石丸 聡洋 ｲｼﾏﾙ ｱｷﾋﾛ -
208 2554 2時間07分04秒 松浦 慎一 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｲﾁ -
209 1987 2時間07分22秒 坂場 洋平 ｻｶﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 大分医療センタ
210 2453 2時間07分42秒 木坂 慶彦 ｷｻｶ ﾖｼﾋｺ -
211 2700 2時間07分49秒 林  正明 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ ローム･アポロ
212 2056 2時間08分10秒 新 洋平 ｼﾝ ﾖｳﾍｲ -
213 1967 2時間08分13秒 河口 弘幸 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ GMRC
214 1797 2時間08分20秒 高須 広喜 ﾀｶｽ ﾋﾛｷ -



215 2225 2時間08分26秒 田中 朋成 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾅﾘ -
216 2047 2時間08分39秒 河嶋 伸吾 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｺﾞ -
217 2219 2時間08分39秒 松尾 陽介 ﾏﾂｵ ﾖｳｽｹ -
218 2500 2時間08分46秒 黒瀬 聖治 ｸﾛｾ ｾｲｼﾞ 宮爺さん
219 1874 2時間08分56秒 中尾 謙太 ﾅｶｵ ｹﾝﾀ -
220 1965 2時間09分06秒 平島 康貴 ﾋﾗｼﾏ ﾔｽﾀｶ -
221 2515 2時間09分40秒 原田 昌明 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｱｷ -
222 1856 2時間10分23秒 今尾 幸裕 ｲﾏｵ ﾕｷﾋﾛ -
223 2255 2時間10分30秒 柳田 亮 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷﾗ 椛組
224 2503 2時間10分57秒 荒牧 智治 ｱﾗﾏｷ ﾄﾓﾊﾙ ＣＥＯ
225 1516 2時間11分07秒 平田 健一 ﾋﾗﾀ ｹﾝｲﾁ -
226 1715 2時間11分42秒 濱 泰志 ﾊﾏ ﾀｲｼ ＣＴＣＴ
227 2338 2時間11分54秒 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ -
228 2168 2時間11分54秒 江里 龍樹 ｴﾘ ﾀﾂｷ -
229 1990 2時間12分47秒 小林 義裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ -
230 2229 2時間12分49秒 臼元 春樹 ｳｽﾓﾄ ﾊﾙｷ -
231 2731 2時間12分53秒 清水 雄一郎 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
232 2734 2時間12分57秒 中尾 聡志 ﾅｶｵ ｻﾄｼ -
233 2446 2時間12分57秒 東島 克佳 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｶﾂﾖｼ -
234 2319 2時間14分10秒 宮地 智広 ﾐﾔﾁ ﾄﾓﾋﾛ -
235 2447 2時間14分38秒 永森 覚 ﾅｶﾞﾓﾘ ｻﾄﾙ -
236 2443 2時間15分35秒 小杉 健二 ｺｽｷﾞ ｹﾝｼﾞ -
237 2139 2時間15分47秒 梶山 慎也 ｶｼﾞﾔﾏ ｼﾝﾔ -
238 2662 2時間16分01秒 有川 智之 ｱﾘｶﾜ ﾄﾓﾕｷ -
239 2743 2時間16分43秒 野見山 正伍 ﾉﾐﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 総合メディカル
240 2547 2時間17分34秒 岸上 雄一郎 ｷｼｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
241 2425 2時間18分09秒 中村 祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ -
242 2208 2時間18分30秒 林 泰章 ﾊﾔｼ ﾔｽｱｷ -
243 2696 2時間18分34秒 藤岡 浩司 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳｼﾞ -
244 2440 2時間18分36秒 宮野 優樹 ﾐﾔﾉ ﾕｳｷ 吉山工業所
245 2439 2時間18分37秒 吉山 祐介 ﾖｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 吉山工業所
246 2588 2時間19分22秒 井元 陽一 ｲﾓﾄﾖｳｲﾁ -
247 2557 2時間19分24秒 山田 悦弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
248 2650 2時間19分27秒 瀧上 圭太 ﾀｷｶﾞﾐ ｹｲﾀ -
249 1512 2時間19分41秒 濱口 修太 ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾀ -
250 2276 2時間19分52秒 清原 優作 ｷﾖﾊﾗ ﾕｳｻｸ かんくランナー
251 2438 2時間19分57秒 平田 拓也 ﾋﾗﾀ ﾀｸﾔ -
252 2550 2時間20分07秒 内川 研和 ｳﾁｶﾜ ｱｷｶｽﾞ -
253 2688 2時間20分23秒 坂本 涼太 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ -
254 2737 2時間20分37秒 倉元 健太郎 ｸﾗﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 京築教育事務所
255 2181 2時間21分40秒 松本 卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ のぼらんバイ！
256 2655 2時間21分41秒 仲摩 卓郎 ﾅｶﾏ ﾀｸﾛｳ 春日署
257 2666 2時間22分44秒 多和田 潤 ﾀﾜﾀ ｼﾞｭﾝ テクノ
258 2260 2時間22分55秒 下地 徳之 ｼﾓｼﾞ ﾉﾘﾕｷ 椛組
259 2244 2時間23分01秒 三村 健一 ﾐﾑﾗ ｹﾝｲﾁ -
260 2647 2時間23分23秒 川口 隆弘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ -
261 1220 2時間24分41秒 橋本 義人 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾄ -
262 2107 2時間25分15秒 佐藤 裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ -
263 2680 2時間25分15秒 杉園 翔二 ｽｷﾞｿﾉ ｼｮｳｼﾞ -
264 2535 2時間25分16秒 北村 匡大 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ -
265 2412 2時間25分33秒 楊 術 ﾖｳ ｼﾞｭﾂ ＴＭＫ　Ｒ＆Ｐ
266 2555 2時間26分07秒 堀川 大輔 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ -
267 2570 2時間27分14秒 片渕 慎一 ｶﾀﾌﾁ ｼﾝｲﾁ -
268 2513 2時間27分19秒 藤村 佳明 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｱｷ ボンバーズ
269 2674 2時間27分41秒 仲江 大地 ﾅｶｴ ﾀﾞｲﾁ -
270 2115 2時間29分13秒 安部 弘晃 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ -
271 2753 2時間29分48秒 松本  勝昭 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｱｷ 安川電機
272 2130 2時間29分57秒 稲永 康平 ｲﾈﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 迷球会
273 2254 2時間30分57秒 鹿釜 寛明 ｼｶﾏ ﾋﾛｱｷ 椛組



274 2069 2時間31分11秒 石本 勇貴 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｷ -
275 2538 2時間31分15秒 森田 彰一 ﾓﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ -
276 2628 2時間31分40秒 諸隈 俊介 ﾓﾛｸﾏ ｼｭﾝｽｹ -
277 1731 2時間33分00秒 末永 大智 ｽｴﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ -
278 2322 2時間33分40秒 橋本  展明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ローム･アポロ
279 2708 2時間34分05秒 菰田  淳一郎 ｺﾓﾀﾞｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡銀行
280 2303 2時間35分04秒 関 裕史 ｾｷ ﾋﾛﾌﾐ -
281 2541 2時間35分05秒 川越 康平 ｶﾜｺﾞｴ ｺｳﾍｲ -
282 2045 2時間35分10秒 今橋 大樹 ｲﾏﾊｼ ﾀｲｷ -
283 2258 2時間35分25秒 関 寿朗 ｾｷ ﾄｼﾛｳ 椛組
284 2241 2時間38分04秒 三浦 慎吾 ﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ -
285 2038 2時間39分03秒 眞武 毅 ﾏﾀｹ ﾂﾖｼ -
286 2429 2時間39分14秒 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ -
287 2709 2時間39分42秒 東  寛学 ﾋｶﾞｼﾋﾛﾀｶ 福岡銀行

ハーフ一般男子 40歳代
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1032 1時間16分14秒 蔦野 悟 ﾂﾀﾉ ｻﾄﾙ -
2 1022 1時間21分24秒 安田 浩 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｼ ナカトラ
3 1073 1時間22分18秒 多田 秀治 ﾀ ﾋﾃﾞﾊﾙ ガチラン
4 1182 1時間22分59秒 倉田 昇治 ｸﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ -
5 1112 1時間23分16秒 皆川 武 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｹｼ -
6 1024 1時間23分31秒 鬼島 政春 ｷｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 立川ブラインド
7 1056 1時間24分11秒 山口 和彦 ﾔﾏｸﾞﾁｶｽﾞﾋｺ 日産自動車九州
8 1082 1時間24分42秒 守田 浩太郎 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ ランステ
9 1116 1時間25分17秒 山本 弘隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ アイム製作所
10 1060 1時間25分28秒 諏訪 順 ｽﾜ ｼﾞｭﾝ マロンちゃん
11 1136 1時間25分38秒 中園 真一郎 ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ -
12 1093 1時間25分48秒 佐々木 伸也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ トヨタ九州
13 1252 1時間25分52秒 成重 雅夫 ﾅﾘｼｹﾞ ﾏｻｵ -
14 1092 1時間25分54秒 高村 正樹 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｷ -
15 1104 1時間26分38秒 平ノ上 一樹 ﾋﾗﾉｳｴ ｶｽﾞｷ -
16 1074 1時間26分59秒 友永 慎太郎 ﾄﾓﾅｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＹＷＰＲＣ
17 1094 1時間27分04秒 柴田 達也 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 岡垣町
18 1117 1時間27分07秒 隈本 伸生 ｸﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ -
19 1118 1時間27分21秒 尾山 靖治 ｵﾉﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ -
20 1127 1時間27分52秒 石川 樹一郎 ｲｼｶﾜ ｷｲﾁﾛｳ -
21 1174 1時間28分18秒 井筒 理 ｲﾂﾞﾂ ｵｻﾑ ＦＰＲＣ
22 1009 1時間28分36秒 八坂 周治 ﾔｻｶ ｼｭｳｼﾞ -
23 1077 1時間29分06秒 野依 義之 ﾉﾖﾘ ﾖｼﾕｷ 金刀比羅診療所
24 1274 1時間29分37秒 藤村 喜輝 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｷ 萩市役所陸上部
25 1740 1時間29分42秒 新貝 学 ｼﾝｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ -
26 1083 1時間29分55秒 満木 誠 ﾐﾂｷ ﾏｺﾄ -
27 2539 1時間29分56秒 加藤 雄治 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ ＴＧロジ
28 1115 1時間30分05秒 寺内 浩 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ -
29 1072 1時間30分11秒 荒牧 智 ｱﾗﾏｷ ｻﾄｼ -
30 1256 1時間30分20秒 伊田 正信 ｲﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ -
31 1106 1時間30分29秒 江口 宏樹 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 平和会
32 1086 1時間30分31秒 石田 由紀夫 ｲｼﾀﾞ ﾕｷｵ 大津屋
33 1695 1時間30分59秒 岡井 良平 ｵｶｲﾘｮｳﾍｲ -
34 1038 1時間30分59秒 石橋 誉臣 ｲｼﾊﾞｼ ﾓﾄｵﾐ ガチＲＵＮ？
35 1186 1時間31分00秒 森松 潤一 ﾓﾘﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 九州国際
36 1137 1時間31分04秒 尾崎 英雄 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 矢野海運
37 1191 1時間31分14秒 添田 晋二 ｿｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 焼肉昭和
38 1075 1時間31分15秒 古川 聡 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ -
39 1101 1時間31分27秒 藤本 岳利 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾄｼ 東邦走遊会
40 1255 1時間31分38秒 熊本 孝貴 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶｷ -
41 1139 1時間31分45秒 田中 竜二 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 落陽会
42 1215 1時間31分51秒 村上 智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ -



43 1121 1時間31分54秒 吉行 順一 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ガチＲＵＮ？
44 1029 1時間31分57秒 管田 光喜 ｽｶﾞﾀ ﾐﾂﾖｼ ＦＲＣ福岡
45 1148 1時間32分01秒 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ -
46 1187 1時間32分31秒 石村 洋嘉 ｲｼﾑﾗ ﾋﾛﾖｼ -
47 1309 1時間32分45秒 石松 功 ｲｼﾏﾂ ｲｻｵ -
48 2227 1時間33分01秒 大澤 元一 ｵｵｻﾞﾜ ｹﾞﾝｲﾁ ＳＭＡＲＴＲＣ
49 1320 1時間33分09秒 岡村 威 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ 山口ランネット
50 1132 1時間33分14秒 大浜 崇 ｵｵﾊﾏ ﾀｶｼ -
51 1234 1時間33分29秒 志崎 純治 ｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ ニシラク乳業
52 2058 1時間33分37秒 森 敏行 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ -
53 1146 1時間33分58秒 後藤 幸雄 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｵ ＬＡＣ
54 1241 1時間34分01秒 柳 和樹 ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 平尾台病院
55 1408 1時間34分01秒 井上 将規 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ -
56 1322 1時間34分02秒 村田 耕三 ﾑﾗﾀ ｺｳｿﾞｳ -
57 1331 1時間34分24秒 岩下 方人 ｲﾜｼﾀ ﾐﾁﾄ 第一交通ラン
58 1260 1時間34分25秒 松木 浩志 ﾏﾂｷ ﾋﾛｼ -
59 1504 1時間34分37秒 領家 智明 ﾘｮｳｹ ﾄﾓｱｷ -
60 1172 1時間34分39秒 村上 和幸 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ -
61 1100 1時間34分43秒 臼井 宏之 ｳｽｲ ﾋﾛﾕｷ -
62 1406 1時間34分46秒 仲村 龍治 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ -
63 1153 1時間34分54秒 宮崎 聖明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｱｷ -
64 1267 1時間35分24秒 勝田 聡一 ｶﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁ -
65 1183 1時間35分25秒 岡田 慶生 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ 日産自動車九州
66 1317 1時間35分32秒 田上 記央 ﾀｶﾞﾐ ﾉﾘｵ -
67 1537 1時間35分55秒 山本 和宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ -
68 1214 1時間35分59秒 石井 正臣 ｲｼｲ ﾏｻｵﾐ 福岡銀行
69 1301 1時間36分00秒 吉浦 稔 ﾖｼｳﾗ ﾐﾉﾙ -
70 1510 1時間36分26秒 永野 博文 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾌﾐ -
71 1332 1時間36分27秒 吉田 隆雄 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｵ ＧＭＲＣ北九州
72 1131 1時間36分34秒 亀崎 文彦 ｶﾒｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ かめざき内科
73 1343 1時間36分40秒 中野 幸昌 ﾅｶﾉ ﾕｷﾏｻ ＪＩＣＡ九州
74 1097 1時間36分41秒 藤間 正博 ﾄｳﾏ ﾏｻﾋﾛ ＰＩＬＯＴ
75 1381 1時間36分44秒 武石 茂希 ﾀｹｲｼ ｼｹﾞｷ -
76 1239 1時間36分45秒 中村 周作 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｻｸ 日産自動車九州
77 1477 1時間36分46秒 小田 豊弘 ｵﾀﾞ ﾄﾖﾋﾛ -
78 1204 1時間36分51秒 鮫島 真一 ｻﾒｼﾏ ｼﾝｲﾁ 空自見島
79 1207 1時間37分06秒 米森 伸幸 ﾖﾈﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ -
80 1379 1時間37分10秒 田尻 幸一郎 ﾀｼﾞﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ （株）アステム
81 1120 1時間37分19秒 岩木 学 ｲﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ -
82 1297 1時間37分43秒 小田 公則 ｵﾀﾞ ｷﾐﾉﾘ -
83 1151 1時間37分48秒 大野 直人 ｵｵﾉ ﾅｵﾄ -
84 1315 1時間37分49秒 大石 けんた ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 苅田与原ＲＣ
85 1323 1時間38分02秒 椎橋 誠 ｼｲﾊﾞｼ ﾏｺﾄ 日産自動車九州
86 1470 1時間38分06秒 鍋藤 博一 ﾅﾍﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ -
87 1264 1時間38分21秒 佐田 格朗 ｻﾀﾞ ｶｸﾛｳ ＭＣ酒脚
88 1586 1時間38分36秒 平池 良太 ﾋﾗｲｹ ﾘｮｳﾀ ダニエルズ
89 2293 1時間39分23秒 吉村 洋介 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾑﾗ -
90 1258 1時間39分25秒 古賀 義仁 ｺｶﾞﾖｼﾋﾄ 北九州桃園RC
91 1198 1時間39分26秒 竹内 秀哉 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾔ -
92 1300 1時間39分27秒 平井 正之 ﾋﾗｲ ﾏｻﾕｷ -
93 1390 1時間39分35秒 岩村 忠志 ｲﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 芳野病院
94 1147 1時間39分43秒 海田 正則 ｶｲﾀ ﾏｻﾉﾘ -
95 1446 1時間39分47秒 松本 政秀 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 松本電設工業
96 1465 1時間39分48秒 金田 泰士 ｶﾅﾀﾞ ﾔｽｼ -
97 1608 1時間39分56秒 三宅 健正 ﾐﾔｹ ﾀｹﾏｻ -
98 1314 1時間40分01秒 西尾 泰紀 ﾆｼｵ ﾔｽﾉﾘ -
99 1193 1時間40分11秒 江畑 宏洋 ｴﾊﾞﾀ ｺｳﾖｳ -
100 1226 1時間40分18秒 松尾 勝視 ﾏﾂｵ ｶﾂﾐ -
101 1285 1時間40分38秒 安立 義明 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ とっとこ



102 1354 1時間40分43秒 濱脇 太 ﾊﾏﾜｷ ﾌﾄｼ -
103 1478 1時間40分51秒 福井 久芳 ﾌｸｲ ﾋｻﾖｼ -
104 1472 1時間40分54秒 内山 晋爾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｼﾞ -
105 1593 1時間40分58秒 吉田 英雄 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ -
106 1202 1時間41分09秒 勝田 猛郎 ｶﾂﾀ ﾀｹｵ -
107 1185 1時間41分10秒 赤石 佳隆 ｱｶｲｼ ﾖｼﾀｶ バックドロップ
108 1433 1時間41分18秒 森 重信 ﾓﾘ ｼｹﾞﾉﾌﾞ -
109 1857 1時間41分19秒 御幡 茂史 ﾐﾊﾀ ｼｹﾞﾌﾐ 日産
110 1277 1時間41分35秒 長嶋 功二 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ -
111 1734 1時間41分36秒 高瀬 真悟 ﾀｶｾ ｼﾝｺﾞ 蒲生調剤薬局
112 1609 1時間41分38秒 井上 幸洋 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾋﾛ -
113 1528 1時間41分53秒 池田 尚雄 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｵ ＷｉｎｄＲｕｎ
114 1451 1時間41分56秒 神原 顕一郎 ｶﾝﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
115 1529 1時間41分57秒 小林 信宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＫＲＣ
116 1721 1時間41分57秒 筑波 直明 ﾁｸﾊﾞ ﾅｵｱｷ 大分キヤノン
117 1462 1時間42分13秒 梅﨑 哲也 ｳﾒｻｷ ﾃﾂﾔ -
118 2548 1時間42分27秒 生駒 健次 ｲｺﾏ ｹﾝｼﾞ -
119 1246 1時間42分40秒 宮崎 智好 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾖｼ 日産自動車九州
120 1501 1時間42分44秒 嶋津 賢士 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼ -
121 1758 1時間42分48秒 櫻井 康雅 ｻｸﾗｲ ﾔｽﾏｻ 丘ノ規病院
122 1324 1時間42分48秒 井手 裕基 ｲﾃﾞ ﾕｳｷ ＫＰＲＣ
123 1443 1時間43分08秒 北山 正樹 ｷﾀﾔﾏ ﾏｻｷ （有）北山造園
124 1834 1時間43分15秒 大川 信 ｵｵｶﾜ ﾏｺﾄ -
125 1864 1時間43分23秒 大原 雷太 ｵｵﾊﾗ ﾗｲﾀ 航空自衛隊
126 2736 1時間43分42秒 古屋 健太郎 ﾌﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ -
127 1461 1時間43分54秒 松尾 美明 ﾏﾂｵ ﾖｼｱｷ -
128 1459 1時間43分59秒 西田 晴樹 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｷ Ｔｅｃｈ－ＲＣ
129 1447 1時間44分00秒 下川 洋一 ｼﾓｶﾜ ﾖｳｲﾁ -
130 1133 1時間44分16秒 泉 博之 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ -
131 1503 1時間44分19秒 大石 哲也 ｵｵｲｼ ﾃﾂﾔ ランラン７
132 1008 1時間44分29秒 古賀 隆太 ｺｶﾞ ﾘｭｳﾀ 五◯歩百歩
133 1663 1時間44分35秒 平澤 徹 ﾋﾗｻﾜ ﾄｵﾙ -
134 1634 1時間44分42秒 小田 晋太郎 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ -
135 1588 1時間44分47秒 岡 裕範 ｵｶ ﾋﾛﾉﾘ -
136 1210 1時間44分59秒 原田 圭 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲ -
137 1686 1時間45分13秒 平野 健児 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 北九州ランステ
138 1684 1時間45分20秒 阿部 哲夫 ｱﾍﾞ ﾃﾂｵ -
139 1500 1時間45分25秒 持永 晴樹 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾊﾙｷ あめちゃん。
140 1287 1時間45分27秒 小松 牧人 ｺﾏﾂ ﾏｷﾄ 新小文字病院
141 1353 1時間45分34秒 時松 等 ﾄｷﾏﾂ ﾋﾄｼ -
142 1688 1時間45分51秒 津田 英樹 ﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ -
143 1167 1時間46分04秒 溝部 昌彦 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 濱田ＪＣ
144 1396 1時間46分14秒 菅 恒弘 ｽｶﾞ ﾂﾈﾋﾛ -
145 2568 1時間46分28秒 山口 隆之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ -
146 1157 1時間46分29秒 式 光治 ｼｷｺｳｼﾞ -
147 1612 1時間46分36秒 藤井 俊明 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ -
148 1388 1時間46分37秒 境 謙一 ｻｶｲ ｹﾝｲﾁ 福岡県
149 2249 1時間46分39秒 桑原 正和 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 築城基地
150 1553 1時間46分43秒 中山 哲郎 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ -
151 1773 1時間46分46秒 百田 健二 ﾓﾓﾀ ｹﾝｼﾞ -
152 1290 1時間46分50秒 岩田 誠 ｲﾜﾀ ﾏｺﾄ -
153 1194 1時間47分00秒 山元 伸五 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ -
154 1796 1時間47分21秒 大坪 聖照 ｵｵﾂﾎﾞ ｷﾖﾃﾙ チーム１９７５
155 1794 1時間47分26秒 城 浩寿 ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ お茶の靖道園
156 1972 1時間47分27秒 竹下 浩司 ﾀｹｼﾀ ｺｳｼﾞ 小倉魂
157 1703 1時間47分29秒 井上 和樹 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ -
158 1555 1時間47分30秒 清水 健太郎 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ Ｔｅｃｈ－ＲＣ
159 1674 1時間47分48秒 簗瀬 隆浩 ﾔﾅｾ ﾀｶﾋﾛ 日産自動車九州
160 1471 1時間48分04秒 村上 博之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ -



161 1307 1時間48分17秒 池田 誠司 ｲｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ -
162 1463 1時間48分19秒 平野 朋一 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 四万十の会
163 1778 1時間48分23秒 坂本 真一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ -
164 1849 1時間48分27秒 藤井 繁幸 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞﾕｷ -
165 1805 1時間48分30秒 岡田 繁 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
166 1424 1時間48分35秒 田端 宏 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ アルフレッサ
167 1480 1時間48分48秒 石本 信也 ｲｼﾓﾄ ｼﾝﾔ -
168 2284 1時間48分53秒 加来 俊哉 ｶｸ ﾄｼﾔ サボ
169 2264 1時間49分10秒 加来 裕章 ｶｸ ﾋﾛｱｷ -
170 1572 1時間49分20秒 園田 護 ｿﾉﾀﾞ ﾏﾓﾙ -
171 1623 1時間49分34秒 平木 武志 ﾋﾗｷ ﾀｹｼ -
172 2187 1時間49分45秒 中村 博行 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ -
173 1712 1時間49分48秒 平田 利彰 ﾋﾗﾀ ﾄｼｱｷ -
174 1843 1時間50分00秒 名久井 誠 ﾅｸｲ ﾏｺﾄ -
175 1785 1時間50分00秒 野田 雅義 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾖｼ -
176 2197 1時間50分05秒 吉田 幸弘 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ -
177 1678 1時間50分21秒 中谷 仁志 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾄｼ 門司松ヶ江病院
178 2483 1時間50分36秒 新原 正隆 ﾆｲﾊﾗ ﾏｻﾀｶ -
179 1625 1時間50分37秒 次谷 太樹 ﾂｷﾞﾀﾆ ﾀｲｷ アイム電機工業
180 1682 1時間50分51秒 都地 信広 ﾐﾔｺｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
181 1341 1時間50分53秒 飯山 朗太郎 ｲｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ モオカＲＪ
182 1900 1時間50分56秒 餅井 誠 ﾓﾁｲ ﾏｺﾄ -
183 2331 1時間51分08秒 成山 智博 ﾅﾘﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ -
184 1587 1時間51分13秒 五味 伸治 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ ヘルシーハイム
185 1244 1時間51分34秒 永田 直樹 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵｷ -
186 1620 1時間51分40秒 笹田 崇裕 ｻｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 広栄ケミカル
187 2218 1時間51分41秒 片村 俊幸 ｶﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ カタムラ
188 1888 1時間51分42秒 岡尾 憲作 ｵｶｵ ｹﾝｻｸ サーミット工業
189 2020 1時間51分44秒 高野 健一 ﾀｶﾉ ｹﾝｲﾁ -
190 2135 1時間51分50秒 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 広島銀行
191 1828 1時間52分08秒 本村 慎之助 ﾓﾄﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ -
192 1966 1時間52分09秒 三村 健一 ﾐﾑﾗ ｹﾝｲﾁ ＴＥＡＭ　Ｍ
193 1639 1時間52分20秒 臼井 一真 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏ -
194 1437 1時間52分32秒 岩村 忠義 ｲﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞﾖｼ -
195 2452 1時間52分43秒 田中 琢郎 ﾀﾅｶ ﾀｸﾛｳ 日本郵便
196 1811 1時間52分58秒 小関 公弘 ｵｾﾞｷ ｷﾐﾋﾛ -
197 1766 1時間53分03秒 久間 淳一 ｸﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北九州市
198 1003 1時間53分10秒 渡辺 伸也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ -
199 1841 1時間53分12秒 安田 幸史 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ -
200 1511 1時間53分15秒 豊田 大吾 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ ヒゲマラソン部
201 1589 1時間53分22秒 隈井 雅昭 ｸﾏｲ ﾏｻｱｷ -
202 1759 1時間53分32秒 長谷川 善之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ -
203 1854 1時間53分44秒 山口 貴道 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾐﾁ -
204 1739 1時間54分07秒 堀江 陽一 ﾎﾘｴ ﾖｳｲﾁ 福岡電材
205 1362 1時間54分22秒 三角 直紀 ﾐｽﾐ ﾅｵｷ -
206 1546 1時間54分48秒 波多野 慎司 ﾊﾀﾉ ｼﾝｼﾞ -
207 2025 1時間55分07秒 原田 剛 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ -
208 1434 1時間55分14秒 白川 博樹 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｷ -
209 1603 1時間55分18秒 松田 直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 九州電力
210 1992 1時間55分26秒 山田 誠孝 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ -
211 1655 1時間55分33秒 宮崎 靖智 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 福岡銀行
212 1713 1時間55分36秒 田中 廣歳 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄｼ -
213 1330 1時間55分40秒 鮎川 裕 ｱﾕｶﾜ ﾋﾛｼ Tech-RC
214 2415 1時間55分42秒 溝田 賢一 ﾐｿﾞﾀ ｹﾝｲﾁ マラソンクラブ
215 2556 1時間55分47秒 奥村 浩志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ -
216 1837 1時間56分10秒 東房 三喜彦 ﾄｳﾎﾞｳ ﾐｷﾋｺ -
217 2327 1時間56分17秒 坂口 真也 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾔ -
218 1791 1時間56分18秒 村田 龍二 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ 村田家
219 2148 1時間56分29秒 平山 雅規 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ -



220 1821 1時間56分33秒 藤本 勝誠 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂｾｲ -
221 1720 1時間56分38秒 門司 栄一 ﾓﾝｼﾞ ｴｲｲﾁ 吉木ランナーズ
222 2325 1時間56分39秒 小島智也 ｺｼﾞﾏﾄﾓﾔ -
223 2162 1時間57分08秒 角銅 靖人 ｶｸﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾄ -
224 1606 1時間57分17秒 杉島 直樹 ｽｷﾞｼﾏ ﾅｵｷ -
225 2311 1時間57分19秒 堀下 正博 ﾎﾘｼﾀ ﾏｻﾋﾛ -
226 1635 1時間57分36秒 入學 裕一 ﾆｭｳｶﾞｸ ﾕｳｲﾁ -
227 1298 1時間57分40秒 岩谷 幸司 ｲﾜﾀﾆ ｺｳｼﾞ 新田原ランナー
228 1624 1時間57分56秒 中島 英伸 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ -
229 2512 1時間58分01秒 内藤 博愛 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ -
230 1795 1時間58分10秒 江藤 博敏 ｴﾄｳ ﾋﾛﾄｼ 山田医院
231 1829 1時間58分18秒 徳永 篤 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ -
232 2173 1時間58分23秒 坂本 健太郎 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ -
233 1753 1時間58分24秒 楠田 泰浩 ｸｽﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ -
234 1599 1時間58分28秒 太田 宗治 ｵｵﾀ ﾑﾈﾊﾙ 吉木ランナーズ
235 2290 1時間58分31秒 矢野 義勝 ﾔﾉ ﾖｼｶﾂ -
236 2326 1時間58分32秒 小野 弘樹 ｵﾉ ﾋﾛｷ -
237 1563 1時間58分33秒 橋本 浩一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ ゆかいな仲間
238 1717 1時間58分34秒 中尾 貴泰 ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ -
239 1409 1時間58分40秒 堀 大助 ﾎﾘ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県議会
240 1448 1時間58分43秒 荒木 史晴 ｱﾗｷ ﾌﾐﾊﾙ -
241 2296 1時間58分46秒 原尾 健二 ﾊﾗｵ ｹﾝｼﾞ -
242 1784 1時間58分55秒 木村 一秀 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ アッシュ
243 2434 1時間58分57秒 栗山 大樹 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 築城基地
244 2314 1時間58分58秒 中川 聖一 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ -
245 1830 1時間59分10秒 仲西 俊輔 ﾅｶﾆｼ ｼｭﾝｽｹ -
246 1208 1時間59分11秒 西銘 謙一 ﾆｼﾒｲ ｹﾝｲﾁ フジテック
247 1680 1時間59分25秒 上水 裕一 ｱｹﾞﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ タマリビング
248 1920 1時間59分26秒 清田 敏 ｷﾖﾀ ｻﾄｼ -
249 1924 1時間59分28秒 友山 剛 ﾄﾓﾔﾏ ﾂﾖｼ よかろうもん
250 2196 1時間59分42秒 武雄 宏毅 ﾀｹｵ ﾋﾛｷ -
251 2497 1時間59分48秒 浦島 宏紀 ｳﾗｼﾏ ﾋﾛｷ ビッグモーター
252 2239 1時間59分48秒 深田 直樹 ﾌｶﾀﾞ ﾅｵｷ -
253 1921 1時間59分51秒 今村 陽一 ｲﾏﾑﾗ ﾖｳｲﾁ -
254 1591 1時間59分58秒 木村 聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ -
255 1923 2時間00分09秒 高野 剛 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ 走る介護福祉士
256 2572 2時間00分18秒 中道 敏弘 ﾅｶﾐﾁ ﾄｼﾋﾛ -
257 2021 2時間00分22秒 岡田 貴志 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ -
258 1861 2時間00分31秒 古賀 義規 ｺｶﾞ ﾖｼﾉﾘ -
259 2099 2時間00分35秒 喜代原 士郎 ｷﾖﾊﾗ ｼﾛｳ Ｐファイブ
260 2617 2時間00分48秒 照山 隆 ﾃﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 無所属
261 2501 2時間00分55秒 近藤 浩一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ -
262 2334 2時間01分14秒 森 秀輔 ﾓﾘ ｼｭｳｽｹ 中間東小学校
263 2183 2時間01分47秒 林 耕平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ -
264 1818 2時間01分57秒 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ -
265 1716 2時間01分58秒 藤井 成樹 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｷ ＳＦ
266 1832 2時間02分24秒 濱野 匡史 ﾊﾏﾉ ﾀﾀﾞｼ ＪＰＯＷＥＲ
267 1002 2時間02分41秒 濱田 次郎 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 白野江小教諭
268 1961 2時間02分45秒 大駅 誠 ｵｵｴｷ ﾏｺﾄ ＴＲＣ
269 2067 2時間02分56秒 細川 真一 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ -
270 1395 2時間02分59秒 竹内 徳一 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 西鉄
271 2065 2時間03分07秒 稲永 真 ｲﾈﾅｶﾞ ﾏｺﾄ -
272 2505 2時間03分36秒 正田 秀明 ｼｮｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ -
273 2043 2時間03分38秒 山田 康哲 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ -
274 2080 2時間03分41秒 中村 匡志 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｼﾞ 薫
275 1631 2時間03分49秒 安西 幸治 ｱﾝｻﾞｲ ｺｳｼﾞ あめちゃん。
276 1621 2時間03分57秒 瀬戸 祐一 ｾﾄ ﾕｳｲﾁ -
277 2256 2時間04分00秒 四ヶ所 博之 ｼｶｼｮ ﾋﾛﾕｷ 椛組
278 2294 2時間04分08秒 石田 一基 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ -



279 1399 2時間04分27秒 垣内 正和 ｶｷｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ ミコフィット
280 2202 2時間04分37秒 赤津 潤一 ｱｶﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
281 1730 2時間04分38秒 重松 義隆 ｼｹﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ -
282 2679 2時間04分48秒 中嶋 俊幸 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾕｷ -
283 1783 2時間04分48秒 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ -
284 2220 2時間04分52秒 森 和幸 ﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ -
285 2694 2時間04分54秒 山川 利明 ﾔﾏｶﾜ ﾄｼｱｷ -
286 1833 2時間04分58秒 安部 貴明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ -
287 1541 2時間05分04秒 副島 修二 ｿｴｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ テクノ
288 2424 2時間05分12秒 石田 政晃 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ 小倉南ヴィラ
289 2127 2時間05分29秒 義経 昌己 ﾖｼﾂﾈ ﾏｻｷ 迷球会
290 2493 2時間05分33秒 錦織 央 ﾆｼｺｵﾘ ﾋｻｼ -
291 2094 2時間05分36秒 梅林 繁喜 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｷ 北九州商議所
292 2464 2時間05分38秒 岡田 研一郎 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
293 2161 2時間05分49秒 山本 哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ -
294 1672 2時間06分05秒 吉田 悟 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ ＩＧＫＱ
295 2487 2時間06分09秒 坂井 徹 ｻｶｲ ﾄｵﾙ -
296 2495 2時間06分12秒 栗本 健一 ｸﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ジェイマックス
297 2136 2時間06分25秒 井上 亮平 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾍｲ -
298 1763 2時間06分29秒 山本 直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ -
299 1913 2時間06分46秒 小畑 康廣 ｵﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ -
300 1647 2時間07分06秒 倉橋 伯郎 ｸﾗﾊｼ ﾊｸﾛｳ -
301 2171 2時間07分23秒 鍵本 佳克 ｶｷﾞﾓﾄ ﾖｼｶﾂ -
302 1953 2時間07分27秒 龍門 彰仁 ﾘｭｳﾓﾝ ｱｷﾋﾄ -
303 1930 2時間07分31秒 葉石 護 ﾊｲｼ ﾏﾓﾙ -
304 2178 2時間07分48秒 大賀 憲太郎 ｵｵｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 陸自福病
305 1727 2時間08分12秒 青山 忍 ｱｵﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ -
306 1922 2時間08分16秒 野口 裕行 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ -
307 2437 2時間08分29秒 片江 明 ｶﾀｴ ｱｷﾗ -
308 2732 2時間08分32秒 小西 政弘 ｺﾆｼ ﾏｻﾋﾛ -
309 2372 2時間08分39秒 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ -
310 1560 2時間08分40秒 小松 純平 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 西鉄５０００形
311 2341 2時間08分42秒 柿原 崇史 ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼ うしとらんなー
312 2201 2時間08分47秒 黒木 敏洋 ｸﾛｷ ﾄｼﾋﾛ -
313 2270 2時間08分50秒 瀧川 昇一 ﾀｷｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 日本郵便（株）
314 2451 2時間08分52秒 平田 敏光 ﾋﾗﾀ ﾄｼﾐﾂ 航空自衛隊
315 1562 2時間08分56秒 清川 有 ｷﾖｶﾜ ﾕｳ -
316 2562 2時間09分07秒 児玉 秀隆 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ かんくランナー
317 1934 2時間09分09秒 渡邊 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 限界ＡＣ
318 2159 2時間09分31秒 中原 英之 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ -
319 2558 2時間09分31秒 植山 毅史 ｳｴﾔﾏ ﾀｹｼ ケーメック
320 1765 2時間09分34秒 中野 智彦 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋｺ -
321 2511 2時間09分39秒 源田 正義 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾖｼ ＴＯＴＯ
322 2092 2時間09分49秒 溝口 宏 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ -
323 2414 2時間09分58秒 佐野 法彦 ｻﾉ ﾉﾘﾋｺ -
324 2635 2時間10分45秒 田中 崇夫 ﾀﾅｶ ﾀｶｵ （株）宮野組
325 2079 2時間11分07秒 川瀬 裕史 ｶﾜｾ ﾕｳｼ -
326 2035 2時間11分10秒 松永 正明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ -
327 1876 2時間11分15秒 中村 彰秀 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ 北九州市立高校
328 1774 2時間11分20秒 家成 英俊 ﾔﾅﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ -
329 1430 2時間11分29秒 津森 勝也 ﾂﾓﾘ ｶﾂﾔ -
330 2240 2時間11分31秒 谷川 哲也 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ -
331 2608 2時間11分38秒 藤本 幸男 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷｵ -
332 2509 2時間12分29秒 伊妻 聡一郎 ｲﾂﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 会社員
333 2394 2時間12分31秒 林 祐輔 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ -
334 1887 2時間13分17秒 戸田 勇樹 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ -
335 1915 2時間13分22秒 田村 清恵 ﾀﾑﾗ ｷﾖｴ -
336 1883 2時間13分31秒 高野 一宏 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ チームＦＪＳ
337 2481 2時間14分04秒 肥後橋 誠 ﾋｺﾞﾊｼ ﾏｺﾄ -



338 2041 2時間14分33秒 山元 正男 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｵ ＦＡＬＣＯＮ
339 1970 2時間14分39秒 加藤 太一 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ -
340 2454 2時間14分51秒 下川 秀彦 ｼﾓｶﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ -
341 2540 2時間14分58秒 池上 博俊 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛﾄｼ -
342 2745 2時間15分10秒 外園 晴弘 ﾎｶｿﾞﾉ ﾊﾙﾋﾛ -
343 2164 2時間15分16秒 大嶋 和弥 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ -
344 1460 2時間15分17秒 蔵元 志叙 ｸﾗﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ -
345 2144 2時間15分23秒 向井 邦宏 ﾑｶｲ ｸﾆﾋﾛ -
346 1901 2時間15分39秒 山田屋 健次 ﾔﾏﾀﾞﾔ ｹﾝｼﾞ ＫＢＲＣ
347 1436 2時間15分40秒 平松 智弘 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ 北九州ランステ
348 1873 2時間15分49秒 森本 隆弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ -
349 2624 2時間15分54秒 池永 隆一 ｲｹﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ -
350 2462 2時間16分07秒 兼重 俊宏 ｶﾈｼｹﾞﾄｼﾋﾛ -
351 2337 2時間16分08秒 安長 雅美 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ -
352 2399 2時間16分23秒 中本 秀生 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ -
353 2108 2時間16分54秒 前田 誉裕 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ -
354 2340 2時間16分58秒 千代島 令治 ﾁﾖｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ ニシヤ商事
355 1962 2時間17分41秒 幸田 暁久 ｺｳﾀﾞ ｱｷﾋｻ -
356 2104 2時間17分48秒 和田 誠 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ 佐藤株式会社
357 2101 2時間17分48秒 湊 英史 ﾐﾅﾄ ｴｲｼﾞ 佐藤株式会社
358 2651 2時間18分25秒 崎田 忍 ｻｷﾀ ｼﾉﾌﾞ -
359 2740 2時間18分29秒 小林 宏史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ ケイピーシー
360 2498 2時間18分31秒 北山 輝彦 ｷﾀﾔﾏ ﾃﾙﾋｺ 北山乳腺クリニ
361 1160 2時間18分33秒 中垣 良太 ﾅｶｶﾞｷﾘｮｳﾀ イルカ薬局RC
362 2091 2時間18分39秒 川波 健 ｶﾜﾅﾐ ﾀｹｼ ＹＥ－ＤＩＳＩ
363 2427 2時間18分50秒 西郷 裕介 ｻｲｺﾞｳ ﾕｳｽｹ 行橋ふすま店
364 2019 2時間19分02秒 乾 秀朋 ｲﾇｲ ﾋﾃﾞﾄﾓ ＧＭＲＣ
365 2532 2時間19分03秒 外薗 雄宏 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ -
366 2504 2時間19分06秒 岩永 誠 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｺﾄ ナサフさらい
367 2518 2時間19分12秒 坂井 健一郎 ｻｶｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ -
368 2163 2時間19分30秒 世戸 貴久 ｾﾄ ﾀｶﾋｻ ＨＲＣ
369 2561 2時間19分59秒 山本 慎一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ かんくランナー
370 1910 2時間20分27秒 河野 昭也 ｺｳﾉ ﾊﾙﾔ -
371 2656 2時間20分48秒 天本 繁和 ｱﾏﾓﾄ ｼｹﾞｶｽﾞ -
372 2212 2時間20分55秒 坂本 祐二 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ -
373 2223 2時間21分33秒 村元 秀人 ﾑﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 小倉セメント
374 2641 2時間21分38秒 岡野 祥大 ｵｶﾉ ｱｷﾋﾛ -
375 2346 2時間21分42秒 原田 真一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ -
376 2153 2時間21分54秒 松尾 隆弘 ﾏﾂｵ ﾀｶﾋﾛ -
377 1031 2時間21分56秒 坪内 高士 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶｼ -
378 2596 2時間22分07秒 堺 義一 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ -
379 2119 2時間22分52秒 土田 勇一 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ -
380 2250 2時間23分04秒 壺井 大河 ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｶﾞ 椛組
381 2633 2時間23分18秒 井上 和英 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ -
382 2545 2時間23分24秒 入江 徹 ｲﾘｴ ﾄｵﾙ -
383 1790 2時間23分30秒 滑田 俊一郎 ﾅﾒﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ サンブレイク
384 2611 2時間24分26秒 氏本 康一 ｳｼﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ -
385 2133 2時間24分31秒 小林 健吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ 北九州ランステ
386 2563 2時間24分42秒 早川 圭介 ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ かんくランナー
387 2409 2時間25分19秒 瀬々 宏二 ｾﾞｾﾞ ｺｳｼﾞ -
388 2602 2時間25分45秒 濱崎 康弘 ﾊﾏｻｷ ﾔｽﾋﾛ -
389 2033 2時間25分56秒 山野 哲司 ﾔﾏﾉ ﾃﾂｼﾞ -
390 2701 2時間26分11秒 神田 孝平 ｶﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ -
391 1973 2時間26分22秒 柴田 昌則 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 柴田歯科医院
392 2226 2時間26分25秒 平田 正憲 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ 金田郵便局
393 2735 2時間26分46秒 高尾 伸吾 ﾀｶｵ ｼﾝｺﾞ 高尾設計事務所
394 2739 2時間27分16秒 小松 哲也 ｺﾏﾂ ﾃﾂﾔ -
395 1648 2時間27分19秒 増尾 英治 ﾏｽｵ ﾋﾃﾞﾊﾙ 疾風怒濤
396 2207 2時間27分36秒 安東 崇夫 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ -



397 2242 2時間27分52秒 堀口 健太郎 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ -
398 2175 2時間28分23秒 鷹木 研一郎 ﾀｶｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 北九州市議会
399 2607 2時間29分19秒 末松 剛 ｽｴﾏﾂ ｺﾞｳ -
400 2533 2時間31分09秒 越尻 強 ｺｼｼﾞﾘ ﾂﾖｼ -
401 2536 2時間31分15秒 村田 泰彦 ﾑﾗﾀ ﾔｽﾋｺ -
402 2343 2時間31分42秒 大迫 淳二 ｵｵｻｺ ｼﾞｭﾝｼﾞ ダイハクリキ
403 2638 2時間31分48秒 岡 哲郎 ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 労衛研駅伝部
404 2283 2時間32分58秒 楢橋 信一 ﾅﾗﾊｼ ｼﾝｲﾁ -
405 2233 2時間33分19秒 深町 次義 ﾌｶﾏﾁ ﾂﾖｼ 第一精工
406 2614 2時間33分23秒 中村 和泰 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
407 1957 2時間34分15秒 高岡 知広 ﾀｶｵｶ ﾄﾓﾋﾛ アトライズ
408 2632 2時間34分40秒 山口 邦輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾆﾃﾙ -
409 2559 2時間34分57秒 島谷 隆男 ｼﾏﾀﾆ ﾀｶｵ かんくランナー
410 2023 2時間34分58秒 池本 久徳 ｲｹﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ -
411 2049 2時間37分27秒 藤井 武志 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ -
412 2506 2時間38分15秒 中野 頼人 ﾅｶﾉ ﾖﾘﾋﾄ -
413 2613 2時間39分48秒 植田 智広 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ むつみ保育園
414 2705 2時間40分03秒 増山 登代治 ﾏｼﾔﾏ ﾄﾖﾊﾙ -

ハーフ一般男子 50歳代
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1025 1時間21分29秒 徳永 信 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福岡銀行
2 1051 1時間23分20秒 和泉 敏郎 ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾛｳ -
3 1053 1時間24分01秒 高野 誠二 ﾀｶﾉ ｾｲｼﾞ -
4 1071 1時間25分25秒 東 晃一 ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ -
5 1057 1時間25分36秒 大神 弘巳 ｵｵｶﾞﾐ ﾋﾛﾐ 小倉南
6 1058 1時間25分50秒 浜田 剛 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ -
7 1020 1時間26分43秒 樋口 典良 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾘﾖｼ -
8 1027 1時間29分37秒 久保田 敦雄 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｵ 日産自動車九州
9 1085 1時間31分15秒 宇都宮 洋一 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾖｳｲﾁ 木村石材
10 1305 1時間32分21秒 伊藤 浩信 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宗像走ろう会
11 1128 1時間32分40秒 宮崎 徳幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ トヨタ九州
12 1352 1時間33分00秒 宮崎 博司 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 日産自動車九州
13 1176 1時間33分33秒 松村 憲一 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ Ｖｍａｘ
14 1369 1時間34分08秒 鮫島 敏雄 ｻﾒｼﾞﾏ ﾄｼｵ チーム久保田
15 2747 1時間34分59秒 藤野 洋二 ﾌｼﾞﾉﾖｳｼﾞ 新津中学校
16 1142 1時間35分16秒 斉藤 久展 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾉﾌﾞ -
17 1184 1時間35分27秒 山根 英人 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾄ -
18 1259 1時間35分36秒 井町 実成 ｲﾏﾁ ﾐﾅﾙ 萩慈生病院
19 1164 1時間35分47秒 斯波 一成 ｼﾊﾞｶｽﾞﾅﾘ -
20 1509 1時間35分53秒 神崎 光朝 ｶﾝｻﾞｷ ﾐﾂﾄﾓ 豊和繊維九州
21 1292 1時間36分01秒 古賀 勝敏 ｺｶﾞ ｶﾂﾄｼ -
22 1346 1時間36分11秒 今村 嘉雄 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｵ とっとこ
23 1345 1時間36分19秒 田中 敬三 ﾀﾅｶ ｹｲｿﾞｳ -
24 1337 1時間36分34秒 益田 栄生 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｾｲ げんかいＡＣ
25 1122 1時間36分48秒 田吹 和之 ﾀﾌﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ -
26 1321 1時間37分18秒 西村 圭介 ｹｲｽｹ ﾆｼﾑﾗ -
27 2706 1時間37分19秒 田仲 裕一 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ ＧＭＲＣ
28 1296 1時間37分20秒 小袋 康雄 ｵﾌﾞｸﾛ ﾔｽｵ -
29 1344 1時間37分43秒 権藤 弘一 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ とっとこらんな
30 1123 1時間37分47秒 井上 真一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ -
31 1222 1時間37分54秒 本嶋 和彦 ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 吉富中学校
32 1385 1時間37分57秒 吉武 良 ﾖｼﾀｹ ﾘｮｳ バンテック
33 1279 1時間38分02秒 大堀 智弘 ｵｵﾎﾘ ﾄﾓﾋﾛ -
34 1114 1時間38分03秒 出 博之 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ -
35 1144 1時間38分09秒 石橋 英二 ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｼﾞ -
36 1559 1時間38分18秒 三角田 繁樹 ﾐｽﾐﾀﾞ ｼｹﾞｷ -
37 1502 1時間38分24秒 黒川 真一 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ -
38 1622 1時間38分26秒 神崎 良季 ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｷ -



39 1400 1時間38分32秒 森重 敦 ﾓﾘｼｹﾞ ｵｻﾑ -
40 1364 1時間38分43秒 國廣 健一 ｸﾆﾋﾛ ｹﾝｲﾁ -
41 1280 1時間38分47秒 中村 悟 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ -
42 1363 1時間38分56秒 堀本 幹夫 ﾎﾘﾓﾄ ﾐｷｵ -
43 1426 1時間38分57秒 石隈 弘通 ｲｼｸﾏ ﾋﾛﾐﾁ -
44 1338 1時間39分00秒 徳永 啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ アミノ下関
45 1583 1時間39分11秒 新尾 栄樹 ｱﾗｵ ﾋﾃﾞｷ -
46 1413 1時間39分28秒 松角 宏一郎 ﾏﾂｶﾄﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 大濠５５５
47 1374 1時間39分36秒 戸次 憲一 ﾍﾂｷﾞ ｹﾝｲﾁ -
48 1329 1時間39分41秒 中野 敦 ﾅｶﾉ ｱﾂｼ GMRC
49 1475 1時間39分54秒 梛野 善彦 ﾅｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 北九州ランステ
50 1361 1時間39分57秒 山田 信裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
51 1350 1時間40分18秒 木村 公俊 ｷﾑﾗ ｷﾐﾄｼ インフォム
52 2247 1時間40分22秒 金政 智亮 ｶﾈﾏｻ ﾄﾓｱｷ -
53 1405 1時間40分24秒 中島 靖浩 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾋﾛ -
54 1812 1時間40分28秒 上野 国利 ｳｴﾉ ｸﾆﾄｼ 日産自動車九州
55 1249 1時間40分30秒 白土 慎一朗 ｼﾗﾂﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ -
56 2610 1時間40分31秒 部山 正廣 ﾍﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ -
57 1722 1時間40分34秒 仲 徹 ﾅｶ ﾄｵﾙ 岩国医療
58 1417 1時間40分35秒 田邉 正之 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 大同生命
59 1143 1時間40分36秒 神山 嘉生 ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｵ 神山事務所
60 1571 1時間40分59秒 時松 保 ﾄｷﾏﾂ ﾀﾓﾂ 走りびと
61 1453 1時間41分08秒 津末 隆 ﾂｽｴ ﾀｶｼ 下関走ろう会
62 1328 1時間41分10秒 小森  隆行 - NTT
63 1145 1時間41分11秒 西川 輝幸 ﾆｼｶﾜ ﾃﾙﾕｷ 佐賀県庁
64 1288 1時間41分13秒 河内 和雄 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞｵ 北九州市
65 1581 1時間41分15秒 佐藤 卓 ｻﾄｳ ﾀｶｼ エフコープ生協
66 1049 1時間41分51秒 内田 陵二 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 日産自動車九州
67 1580 1時間41分52秒 鸙野 博隆 ﾋﾊﾞﾘﾉ ﾋﾛﾀｶ -
68 1295 1時間41分57秒 荒木 良一 ｱﾗｷ ﾘｮｳｲﾁ -
69 1340 1時間42分07秒 野村 泰 ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ 新レイワラン
70 1293 1時間42分10秒 合田 健治 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
71 1756 1時間42分17秒 満島 英治 ﾐﾂｼﾏ ｴｲｼﾞ アイコンズ
72 1140 1時間42分27秒 棚村 治之 ﾀﾅﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ -
73 1496 1時間42分37秒 丸上 直人 ﾏﾙｶﾐ ﾅｵﾋﾄ -
74 1660 1時間42分54秒 田中  伸之 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 安川電機
75 1283 1時間42分55秒 大淵 淳 ｵｵﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝ -
76 1661 1時間43分14秒 松浦 文明 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐｱｷ -
77 1613 1時間43分14秒 岩本 政美 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾐ -
78 1534 1時間43分18秒 井上 靖 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 福岡財務支局
79 1103 1時間43分34秒 藤村 政昭 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ -
80 1175 1時間43分37秒 井上 信一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ -
81 1479 1時間43分49秒 竹本 茂 ﾀｹﾓﾄ ｼｹﾞﾙ レアルラン
82 2180 1時間44分00秒 山内 健 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹｼ -
83 1907 1時間44分02秒 佐々木 真治 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ -
84 1356 1時間44分10秒 木村 幹男 ｷﾑﾗ ﾐｷｵ -
85 1310 1時間44分14秒 豊増 弘 ﾄﾖﾏｽ ﾋﾛｼ 走ってゴロリ！
86 1130 1時間44分14秒 大貝 保志 ｵｵｶﾞｲ ﾔｽｼ 北九州
87 1360 1時間44分17秒 二宮 万久 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋｻ 北九州ウルトラ
88 2006 1時間44分18秒 黒田 浩正 ｸﾛﾀﾞﾋﾛﾏｻ 行橋MC
89 1391 1時間44分22秒 小野 康弘 ｵﾉ ﾔｽﾋﾛ ＭＲＣ
90 1600 1時間44分23秒 岩本 秀樹 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ -
91 1699 1時間44分26秒 佐藤 和芳 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ ＯＫＡＮＯＴＳ
92 1556 1時間44分31秒 湯浅 隆 ﾕｱｻ ﾀｶｼ 山口ランネット
93 1383 1時間44分40秒 高木 政則 ﾀｶｷ ﾏｻﾉﾘ チームまーくん
94 1392 1時間45分03秒 江藤 俊哉 ｴﾄｳ ﾄｼﾔ 大熊ランナーズ
95 1538 1時間45分11秒 芦刈 孝司 ｱｼｶﾘ ｺｳｼﾞ ＳＡＴ
96 1540 1時間45分34秒 川原 光弘 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ ＬＡＣ
97 1638 1時間45分39秒 谷口 昭二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ ＴＯＴＯ



98 1575 1時間45分47秒 高木 宏嗣 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ とっとこ
99 1604 1時間45分53秒 坂口 真一 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 椎中駅伝部
100 1820 1時間45分56秒 山下 彰友 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾄﾓ -
101 1377 1時間46分00秒 小柳 洋一 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｳｲﾁ 日豊ランナーズ
102 1373 1時間46分17秒 高橋 良平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ ひょっとこ
103 2306 1時間46分19秒 繁岡 克也 ｼｹﾞｵｶ ｶﾂﾔ 安川電機
104 1779 1時間46分40秒 政谷 恵介 ﾏｻﾀﾆ ｹｲｽｹ 西海工業
105 1531 1時間46分54秒 馬場 秀一 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳｲﾁ -
106 1342 1時間47分13秒 平木 英次 ﾋﾗｷｴｲｼﾞ -
107 1420 1時間47分24秒 吉松 克真 ﾖｼﾏﾂ ｶﾂﾏ -
108 1542 1時間47分25秒 中津留 宏貴 ﾅｶﾂﾙ ﾋﾛｷ -
109 1719 1時間47分28秒 浅野 隆一 ｱｻﾉ ﾘｭｳｲﾁ -
110 1418 1時間47分29秒 岡村 道雄 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｵ -
111 1601 1時間47分33秒 日高 信幸 ﾋﾀﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ -
112 2282 1時間47分58秒 横山 浩美 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐ 空自築城基地
113 1827 1時間48分07秒 星出 達也 ﾎｼﾃﾞ ﾀﾂﾔ -
114 1466 1時間48分09秒 大平 剛 ｵｵﾋﾗ ﾂﾖｼ クラブＲ２九州
115 1706 1時間48分10秒 高田 政夫 ﾀｶﾀ ﾏｻｵ -
116 1432 1時間48分16秒 藤代 裕之 ﾌｼﾞｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 西部ガスリビン
117 1683 1時間48分43秒 島 秀昭 ｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ -
118 1803 1時間48分47秒 松永 たつお ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂｵ 瀬板の森クラブ
119 1673 1時間49分06秒 山口 征啓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 北九州ランステ
120 1566 1時間49分10秒 清木 英明 ｾｲｷ ﾋﾃﾞｱｷ パナソニック
121 1704 1時間49分22秒 岩切 伸二 ｲﾜｷﾘ ｼﾝｼﾞ 天空六風の会
122 1284 1時間49分24秒 伊藤 春夫 ｲﾄｳ ﾊﾙｵ 濱田重工
123 1946 1時間49分25秒 青木 喜人 ｱｵｷ ﾖｼﾄ -
124 1397 1時間49分31秒 尊田 利文 ｿﾝﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ -
125 1464 1時間49分52秒 坂梨 修二 ｻｶﾅｼ ｼｭｳｼﾞ 熊本シール工業
126 1487 1時間49分56秒 吉武 範幸 ﾖｼﾀｹ ﾉﾘﾕｷ -
127 1275 1時間49分57秒 大羽 政利 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ チームばおお
128 1411 1時間50分00秒 井上 元博 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ 宗像走ろう会
129 1349 1時間50分01秒 出水 浩幸 ﾃﾞﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 豊前マラソン
130 1611 1時間50分10秒 和間 裕信 ﾜﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ -
131 1658 1時間50分15秒 今村 拓夫 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸｵ -
132 1788 1時間50分18秒 有馬 俊文 ｱﾘﾏ ﾄｼﾌﾐ -
133 1495 1時間50分22秒 黒澤 宏雪 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日産車体九州
134 1819 1時間50分22秒 江原 雅信 ｴﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ -
135 2332 1時間50分32秒 羽柴 聖華 ﾊｼﾊﾞ ｾｲｶ 若松リフレ
136 1714 1時間50分34秒 新保 弘樹 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾛｷ -
137 1407 1時間50分47秒 安部 俊幸 ｱﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 大濠５５５
138 1598 1時間50分57秒 平木 健一 ﾋﾗｷ ｹﾝｲﾁ 製銑走れるん会
139 1506 1時間51分02秒 菊地 浩樹 ｷｸﾁ ｺｳｷ 航空自衛隊築城
140 1932 1時間51分22秒 田代 浩信 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾉﾌﾞ 安川電機
141 2309 1時間51分35秒 吉岡 和幸 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ -
142 1455 1時間51分52秒 松尾 陽一 ﾏﾂｵ ﾖｳｲﾁ -
143 1870 1時間51分54秒 中島 裕史 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 大和証券
144 1551 1時間51分55秒 長岡 健朗 ﾅｶﾞｵｶ ｹﾝﾛｳ ブンカメ
145 2475 1時間52分03秒 徳永 洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ とくなが小児科
146 1825 1時間52分15秒 牛島 徳治 ｳｼｼﾞﾏ ﾄｸｼﾞ -
147 1422 1時間52分19秒 園田 浩嘉 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ -
148 1741 1時間52分21秒 江口 清次郎 ｴｸﾞﾁ ｾｲｼﾞﾛｳ 北九州市
149 1757 1時間52分25秒 池田 達 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂｼ 北九州市役所
150 1863 1時間52分28秒 坂田 春樹 ｻｶﾀ ﾊﾙｷ -
151 1693 1時間52分34秒 中村 正明 ﾅｶﾑﾗﾏｻｱｷ 行橋今川郵便局
152 1933 1時間52分46秒 権藤 恭一 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ ＤＳ北三ＧＣ
153 1792 1時間52分55秒 二見 誠司 ﾌﾀﾐ ｾｲｼﾞ 九州労災病院
154 1425 1時間53分00秒 奥野 和宏 ｵｸﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 平和会
155 1372 1時間53分14秒 岡藤 秀夫 ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 長府製作所
156 1687 1時間53分48秒 村瀬 勝信 ﾑﾗｾ ｶﾂﾉﾌﾞ 住友生命



157 2046 1時間53分56秒 大西 秀樹 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｷ -
158 2004 1時間54分02秒 平尾 秀一 ﾋﾗｵｼｭｳｲﾁ -
159 2213 1時間54分16秒 須永 明 ｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ -
160 2368 1時間54分29秒 内藤 善浩 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 連れラン
161 1942 1時間54分39秒 島田 保彦 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ -
162 1752 1時間54分52秒 宮嵜 伸二 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ -
163 1912 1時間55分03秒 吉田 健一 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 早良ランナーズ
164 1735 1時間55分11秒 川内 佳司 ｶﾜｳﾁ ｹｲｼﾞ -
165 2070 1時間55分21秒 永田 敬二 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｼﾞ あるふぁ
166 1708 1時間55分23秒 梶原 浩之 ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ -
167 1467 1時間55分24秒 山田 元康 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾔｽ 北九州ランステ
168 1799 1時間55分47秒 岡村 章 ｵｶﾑﾗ ｱｷﾗ ニッカ門司
169 1520 1時間55分50秒 原 利明 ﾊﾗ ﾄｼｱｷ -
170 1885 1時間55分59秒 須知 康朗 ｽﾁ ﾔｽﾛｳ 山口ランネット
171 1890 1時間56分01秒 柿野 忠嗣 ｶｷﾉﾀﾀﾞﾂｸﾞ 新田原郵便局
172 1670 1時間56分11秒 首藤 靖 ｼｭﾄﾞｳ ﾔｽｼ ＧＭＲＣ
173 1911 1時間56分11秒 荒川 俊也 ｱﾗｶﾜ ﾄｼﾔ 九州ライフケア
174 1858 1時間56分18秒 中村 雄一 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 宗像オート
175 1742 1時間56分19秒 足立 俊秀 ｱﾀﾞﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ 走りびと
176 1558 1時間56分20秒 中島 正之 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾕｷ 石峯ＲＣ
177 1737 1時間56分23秒 阿部 辰也 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ -
178 1336 1時間56分24秒 野村 高広 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 限界アスリート
179 2351 1時間56分37秒 藤野 俊治 ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝｼﾞ -
180 1750 1時間56分37秒 井上 哲秀 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾋﾃﾞ 北九州高校
181 1700 1時間56分42秒 工藤 裕司 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ -
182 1880 1時間56分45秒 川添 善信 ｶﾜｿﾞｴ ﾖｼﾉﾌﾞ -
183 1233 1時間56分53秒 濱内 定秋 ﾊﾏｳﾁ ｻﾀﾞｱｷ おかげさま
184 2251 1時間57分08秒 加藤 三一 ｶﾄｳ ﾐｲﾁ 椛組
185 1787 1時間57分23秒 福田 智裕 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山口ランネット
186 2376 1時間57分34秒 石山 隆 ｲｼﾔﾏ ﾀｶｼ -
187 1868 1時間57分34秒 増崎  勝彦 ﾏｽｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 安川電機
188 1662 1時間57分34秒 船津 孝 ﾌﾅﾂ ﾀｶｼ -
189 2606 1時間57分35秒 河野 哲行 ｺｳﾉ ﾃﾂﾕｷ -
190 1968 1時間57分40秒 中尾 修一 ﾅｶｵ ｼｭｳｲﾁ GMRC
191 1871 1時間57分54秒 宇都宮 雄二 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｳｼﾞ チーム西岡
192 2391 1時間58分06秒 八谷 久仁彦 ﾊﾁﾔ ｸﾆﾋｺ 日本郵便
193 2456 1時間58分19秒 田村 彰浩 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千早会
194 2449 1時間58分33秒 小野寺 隆 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｼ -
195 2131 1時間58分43秒 辻 司 ﾂｼﾞ ﾂｶｻ -
196 2027 1時間58分57秒 渡辺 浩実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ はる
197 1590 1時間59分02秒 福嶋 信哉 ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞﾔ -
198 1707 1時間59分09秒 黒瀬 凡博 ｸﾛｾ ﾂﾈﾋﾛ -
199 2400 1時間59分09秒 縄田 剛 ﾅﾜﾀ ﾂﾖｼ -
200 2204 1時間59分12秒 亀崎 宏行 ｶﾒｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 鶴崎サンソ
201 1776 1時間59分20秒 西本 淳一 ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ にしもと歯科
202 1439 1時間59分21秒 上田 和茂 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 上田歯科医院
203 1319 1時間59分23秒 田中 英和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
204 2081 1時間59分23秒 金弘 正則 ｶﾈﾋﾛ ﾏｻﾉﾘ -
205 1668 1時間59分26秒 小森 孝史 ｺﾓﾘ ﾀｶｼ ゼンリン
206 1771 1時間59分48秒 吉村 公治 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ -
207 1931 1時間59分51秒 小野 祥二 ｵﾉ ｼｮｳｼﾞ 小倉到津病院
208 2245 2時間00分17秒 清水 良作 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｻｸ -
209 1632 2時間00分31秒 小野原 浩義 ｵﾉﾊﾗ ﾋﾛﾖｼ -
210 1710 2時間00分59秒 村上 知 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾙ ＴＥＡＭＴＫＣ
211 2586 2時間01分15秒 野田 成敏 ﾉﾀﾞﾅﾙﾄｼ コウガンジ
212 1869 2時間01分17秒 松中 健二 ﾏﾂﾅｶ ｹﾝｼﾞ エプソン
213 2129 2時間01分26秒 石松 昇 ｲｼﾏﾂ ﾉﾎﾞﾙ 迷球会
214 2121 2時間01分30秒 沖本 善樹 ｵｷﾓﾄ ﾖｼｷ -
215 2371 2時間01分31秒 田中 幸二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ しかたなか



216 2055 2時間01分35秒 有吉 宏 ｱﾘﾖｼ ﾋﾛｼ -
217 2670 2時間01分48秒 後藤 太 ｺﾞﾄｳ ﾌﾄｼ -
218 1726 2時間02分05秒 城田 正俊 ｼﾛﾀ ﾏｻﾄｼ -
219 2062 2時間02分11秒 蔦野 喜裕 ﾂﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ 石嶺ＲＣ
220 2661 2時間02分43秒 清水 栄一 ｼﾐｽﾞ ｴｲｲﾁ -
221 2599 2時間02分59秒 川島 正裕 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾋﾛ -
222 2237 2時間03分00秒 安藤 章二 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ -
223 1669 2時間03分04秒 俵 裕一郎 ﾀﾜﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 日本競輪選手会
224 1702 2時間03分27秒 石鉢 太 ｲｼﾊﾞﾁ ﾌﾄｼ -
225 2478 2時間03分28秒 住吉 卓也 ｽﾐﾖｼ ﾀｸﾔ -
226 1311 2時間03分32秒 田中 千商 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ -
227 2012 2時間03分45秒 羽伐 浩二 ﾊｳﾁ ｺｳｼﾞ 福岡明走会
228 1519 2時間04分15秒 松島 昭夫 ﾏﾂｼﾏ ｱｷｵ ＲｏａｄＦｏｘ
229 2746 2時間04分23秒 髙田 久幸 ﾀｶﾀﾋｻﾕｷ -
230 2530 2時間04分24秒 菅野 吉貢 ｶﾝﾉ ﾖｼﾂｸﾞ 横浜ＤＯＴＳ
231 1769 2時間04分32秒 尾崎 公昭 ｵｻﾞｷ ｷﾐｱｷ ミズノ
232 1067 2時間04分32秒 高橋 克典 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 福岡県庁
233 2305 2時間04分37秒 渡邉 智敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾄｼ 自衛官
234 2403 2時間05分06秒 藤井 覚 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ 黒崎播磨
235 1917 2時間05分09秒 大石 英之 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞﾕｷ たいよう
236 1904 2時間05分11秒 日吉 浩一 ﾋﾖｼ ｺｳｲﾁ -
237 2499 2時間05分14秒 船越 義彦 ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾋｺ -
238 2339 2時間05分14秒 権藤 智 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ -
239 1889 2時間05分18秒 小林 弘毅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ ひろき歯科
240 2362 2時間05分30秒 平山 篤志 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾂｼ -
241 2190 2時間05分43秒 高尾 精一 ﾀｶｵ ｾｲｲﾁ -
242 2149 2時間05分54秒 瓜生 修 ｳﾘｭｳ ｵｻﾑ -
243 1902 2時間05分55秒 岡崎 収治 ｵｶｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ とつとこ
244 2106 2時間05分59秒 宮尾 公望 ﾐﾔｵ ｷﾐﾓﾂ 資生堂ジャパン
245 2088 2時間06分39秒 池尻 啓紀 ｲｹｼﾞﾘ ﾋﾛﾉﾘ ＪＥＳＣＯ
246 2082 2時間06分45秒 加藤 克美 ｶﾄｳ ｶﾂﾐ -
247 1711 2時間06分56秒 永江 啓一郎 ﾅｶﾞｴ ｹｲｲﾁﾛｳ 大濠５５５
248 2752 2時間07分13秒 手嶋 洋司 ﾃｼﾏ ﾋﾛｼ 手嶋ぶどう園
249 2543 2時間07分16秒 田邊 剛 ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ -
250 2060 2時間07分27秒 保永 勝巳 ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾂﾐ -
251 1767 2時間07分29秒 今村 具広 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ -
252 1893 2時間07分57秒 御園生 幹彦 ﾐｿﾉｵ ﾐｷﾋｺ -
253 2066 2時間07分58秒 梶山 康司 ｶｼﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ -
254 2083 2時間08分00秒 山口 晴司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 北九州ランステ
255 1619 2時間08分02秒 木村 房利 ｷﾑﾗ ﾌｻﾄｼ ＫＳＲＴ
256 2013 2時間08分14秒 平田 成人 ﾋﾗﾀ ﾅﾙﾄ -
257 1573 2時間08分23秒 下野 裕一郎 ｼﾓﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＭＣ酒脚
258 2205 2時間08分26秒 辻川 満夫 ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾂｵ -
259 1378 2時間08分27秒 岡 久詞 ｵｶ ﾋｻｼ -
260 1814 2時間08分41秒 喜多村 宏之 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ さくらや
261 2084 2時間08分54秒 辻 正二 ﾂｼﾞ ｾｲｼﾞ -
262 2085 2時間09分02秒 吉岡 克馬 ﾖｼｵｶ ｶﾂﾏ ヨシオカサイン
263 1855 2時間09分02秒 今浪 和広 ｲﾏﾅﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 大志　工業
264 1744 2時間09分32秒 為成 信洋 ﾀﾒﾅﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＪＣＦＣ
265 2668 2時間09分38秒 飯田 浩二 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 戸畑グラブ
266 1850 2時間09分42秒 自見 勇郎 ｼﾞﾐ ﾀｹｵ -
267 1398 2時間10分01秒 福元 宏行 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ -
268 2625 2時間10分11秒 湯浅 貴男 ﾕｱｻ ﾀｶｵ -
269 2191 2時間10分13秒 宮ヶ﨑 知己 ﾐﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 梅チャリ部
270 2200 2時間10分22秒 渡瀬 尚彦 ﾜﾀｾ ﾀｶﾋｺ チーム佐渡松
271 2194 2時間10分23秒 稲田 健志 ｲﾅﾀﾞ ﾀｹｼ ＴＯＴＯ
272 2095 2時間10分34秒 甲斐 新太 ｶｲ ｱﾗﾀ -
273 2721 2時間10分43秒 坂本 辰徳 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ -
274 2160 2時間11分25秒 篠原 隆浩 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ -



275 2222 2時間11分29秒 坂部 豪 ｻｶﾍﾞ ﾂﾖｼ -
276 1952 2時間11分47秒 重光 郁男 ｼｹﾞﾐﾂ ｲｸｵ -
277 2436 2時間12分00秒 池田 博文 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ -
278 2615 2時間12分05秒 牟田口 徹 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾄｵﾙ -
279 2388 2時間12分26秒 道免 正彦 ﾄﾞｳﾒﾝ ﾏｻﾋｺ 走遊快クラブ
280 2324 2時間12分40秒 光長 秀文 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ あきづき
281 2350 2時間12分44秒 福岡 賢司 ﾌｸｵｶ ｹﾝｼﾞ 北九州市役所
282 2288 2時間12分57秒 石橋 敦至 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾂｼ -
283 2390 2時間13分00秒 斉藤 敬 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 北九州市役所
284 2748 2時間13分23秒 宮本 敏行 ﾐﾔﾓﾄﾄｼﾕｷ -
285 2514 2時間13分33秒 岩隈 良弘 ｲﾜｸﾏ ﾖｼﾋﾛ 剛質会
286 2014 2時間13分38秒 陣林 伯男 ｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ -
287 2648 2時間13分39秒 徳永 勝己 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾐ -
288 1878 2時間14分01秒 河野 博幸 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ -
289 1963 2時間14分07秒 請川 敬洋 ｳｹｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 日本公庫
290 2379 2時間14分09秒 緒方 洋 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ -
291 2395 2時間14分13秒 谷田 雅敏 ﾔﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 走ろう会
292 2472 2時間14分24秒 畑中 良雄 ﾊﾀﾅｶ ﾖｼｵ ＴＯＴＯ
293 1949 2時間14分40秒 倉本 史彦 ｸﾗﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 松山東雲学園
294 2089 2時間15分18秒 塚本 修一 ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ グーチョキパー
295 2664 2時間15分41秒 持留 道男 ﾓﾁﾄﾞﾒ ﾐﾁｵ -
296 2360 2時間15分41秒 難波江 俊永 ﾅﾊﾞｴ ﾄｼﾅｶﾞ -
297 2410 2時間15分45秒 渡辺 啓介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ ＴＭＫ　Ｒ＆Ｐ
298 1995 2時間16分04秒 三田井 秀信 ﾐﾀｲﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 長峡中RC
299 2274 2時間16分17秒 江口 勇治 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ＳＥＣＩ
300 2064 2時間16分44秒 山崎 誠 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ -
301 2002 2時間17分22秒 牧 幸治 ﾏｷｺｳｼﾞ 郵便局
302 2637 2時間17分32秒 石井 敬二 ｲｼｲ ｹｲｼﾞ -
303 2489 2時間18分12秒 堀川 俊紀 ﾎﾘｶﾜ ﾄｼﾉﾘ シートス
304 2712 2時間18分26秒 中川 高志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 大和ランニング
305 1163 2時間18分28秒 泉 裕治 ｲｽﾞﾐﾕｳｼﾞ イルカ薬局RC
306 2090 2時間18分36秒 仮屋園 弘志 ｶﾘﾔｿﾞﾉ ﾋﾛｼ -
307 2441 2時間18分39秒 一ツ松 直人 ﾋﾄﾂﾏﾂ ﾅｵﾄ -
308 1746 2時間18分50秒 河野 敏朗 ｶﾜﾉ ﾄｼﾛｳ -
309 2370 2時間19分11秒 土谷 秀樹 ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞｷ -
310 2455 2時間19分21秒 三村 清孝 ﾐﾑﾗ ｷﾖﾀｶ -
311 2423 2時間19分32秒 山崎 正美 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾐ タイガーバス
312 2224 2時間19分34秒 藤井 清文 ﾌｼﾞｲ ｷﾖﾌﾐ -
313 2137 2時間19分45秒 尾崎 ケンイチ ｵｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ フジコー
314 2616 2時間20分22秒 渡辺 克浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ -
315 1813 2時間20分32秒 山下 広光 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐﾂ -
316 2713 2時間20分36秒 平川 純一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北九州ランステ
317 1950 2時間20分39秒 外山 浩久 ｿﾄﾔﾏﾋﾛﾋｻ -
318 2093 2時間20分53秒 五反田 猛 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾀｹｼ -
319 2591 2時間20分57秒 櫻井 英之 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ -
320 2491 2時間21分14秒 中尾 基 ﾅｶｵ ﾓﾄｲ 九工大
321 2393 2時間21分18秒 矢永 正治 ﾔﾅｶﾞ ｼｮｳｼﾞ 日産自動車九州
322 2482 2時間22分15秒 坂井 敏彦 ｻｶｲ ﾄｼﾋｺ -
323 1428 2時間22分25秒 白石 宇志 ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ シライシクラブ
324 1960 2時間22分50秒 沼口 敏也 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾔ チームゆんたく
325 2618 2時間23分20秒 佐々木 賢治 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ -
326 2627 2時間23分21秒 加藤 辰也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ -
327 1557 2時間23分39秒 安廣 英俊 ﾔｽﾋﾛ ﾋﾃﾞﾄｼ ＺＴＲ
328 2030 2時間24分44秒 五島 伸洋 ｺﾞｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
329 2000 2時間24分50秒 本藤 俊征 ﾎﾝﾄﾞｳﾄｼﾕｷ -
330 2527 2時間24分58秒 秦 昌史 ﾊﾀ ﾏｻｼ -
331 2468 2時間25分19秒 西川 英基 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ -
332 1954 2時間25分33秒 冨安 正直 ﾄﾐﾔｽ ﾏｻﾅｵ -
333 2470 2時間26分09秒 海野 智雄 ｳﾐﾉ ﾄﾓｵ 超人クラブ



334 2510 2時間26分12秒 石井 勝彦 ｲｼｲ ｶﾂﾋｺ プロスタッフ
335 2594 2時間26分28秒 佐藤 信明 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 三井ハイテック
336 1969 2時間26分56秒 堂之上 彰一 ﾄﾞｳﾉｳｴ ｼｮｳｲﾁ 限界ＡＣ
337 2352 2時間27分10秒 星原 誠一 ﾎｼﾊﾗ ｾｲｲﾁ -
338 2215 2時間27分30秒 葛谷 隆二 ｸｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 大平紙業（株）
339 2583 2時間27分39秒 堀江 吏将 ﾎﾘｴ ｻﾄｼ -
340 2564 2時間27分56秒 岡田 年史 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 小倉南図書館
341 1976 2時間28分01秒 柿本 良治 ｶｷﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ サンテン
342 2375 2時間28分02秒 小西 正洋 ｺﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 九州電技開発
343 2724 2時間28分05秒 志賀 洋介 ｼｶﾞ ﾖｳｽｹ -
344 2623 2時間28分10秒 河野 史也 ｺｳﾉ ﾌﾐﾔ 丈納建設
345 2728 2時間28分18秒 江藤 雅明 ｴﾄｳ ﾏｻｱｷ -
346 2534 2時間28分37秒 勝本 浩一 ｶﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ -
347 2458 2時間28分46秒 片岡 秀雄 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞｵ 済生会下関病院
348 1817 2時間29分04秒 石内 義広 ｲｼｳﾁ ﾖｼﾋﾛ -
349 1835 2時間29分05秒 木村 隆幸 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 小戸
350 2356 2時間29分35秒 中島 誠至 ﾅｶｼﾏ ｾｲｼﾞ -
351 2398 2時間29分48秒 山田 雄次 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ -
352 2364 2時間30分10秒 塩谷 宗之 ｼｵﾔ ﾑﾈﾕｷ -
353 2575 2時間30分30秒 吉元 川若 ﾖｼﾓﾄ ｶﾜﾜｶ 豐日別倶樂部
354 2619 2時間32分45秒 小南 賢誠 ｺﾐﾅﾐ ﾀｶﾅﾘ -
355 2525 2時間32分47秒 高木 俊次 ﾀｶｷ ｼｭﾝｼﾞ -
356 1948 2時間33分31秒 田中 晋 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ ルネサンス小倉
357 2490 2時間34分26秒 浜松 弘 ﾊﾏﾏﾂ ﾋﾛｼ 北九州高専
358 2658 2時間35分45秒 平野 裕二 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ 空自築城基地
359 2143 2時間35分46秒 宇田川 隆宏 ｳﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ -
360 1984 2時間36分58秒 溝口 英司 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 溝口歯科医院
361 2467 2時間37分06秒 田上 伸之 ﾀｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ たまち事務所
362 1748 2時間37分22秒 大庭 勝次 ｵｵﾊﾞ ｶﾂｼﾞ -
363 2585 2時間38分11秒 加崎 義啓 ｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ -
364 2460 2時間38分17秒 江藤 浩志 ｴﾄｳ ﾋﾛｼ 江藤銘木ＤＥＢ
365 2396 2時間38分56秒 古賀 裕靖 ｺｶﾞ ﾋﾛﾔｽ -
366 1980 2時間40分01秒 樋口 忠夫 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ -
367 2579 2時間41分28秒 平木 哲一 ﾋﾗｷ ﾃﾂｶｽﾞ 東芝機械

ハーフ一般男子 60歳代
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1152 1時間29分25秒 黒岩 顕次 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｼﾞ やまびこ山遊会
2 1197 1時間31分12秒 塚本 春寿 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾙﾋｻ -
3 1170 1時間32分01秒 鮎川 義照 ｱﾕｶﾜ ﾖｼﾃﾙ 宗像走ろう会
4 1265 1時間34分23秒 岩倉 利昭 ｲﾜｸﾗ ﾄｼｱｷ -
5 1078 1時間34分59秒 守本 隆 ﾓﾘﾓﾄﾀｶｼ -
6 1282 1時間35分41秒 立石 孝史 ﾀﾃｲｼ ﾀｶｼ 今古賀走ろう会
7 1454 1時間36分00秒 梅林 博志 ﾊﾞｲﾘﾝ ﾋﾛｼ -
8 1126 1時間36分15秒 重谷 育平 ｼｹﾞﾀﾆ ｲｸﾍｲ 明希クラブ
9 1306 1時間36分34秒 荒木 明 ｱﾗｷ ｱｷﾗ 宗像走ろう会
10 1271 1時間37分32秒 齊藤 光夫 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ こものＲＣ
11 1154 1時間38分19秒 高村 政則 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 本城陸上クラブ
12 1272 1時間38分36秒 藤本 邦夫 ﾌｼﾞﾓﾄｸﾆｵ 小倉山岳会
13 1291 1時間38分46秒 坂井 孝司 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ -
14 1491 1時間38分59秒 今吉 元三 ｲﾏﾖｼ ﾓﾄﾐ -
15 1517 1時間40分27秒 坂田 宏文 ｻｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ -
16 1810 1時間40分40秒 本田 健司 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 育成会
17 1494 1時間41分34秒 川原 勝彦 ｶﾜﾊﾗ ｶﾂﾋｺ チームびっけ
18 1498 1時間42分08秒 谷崎 幸雄 ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｷｵ -
19 1169 1時間42分32秒 富田 健千 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾁ ＬＡＣ
20 1431 1時間42分55秒 川上 圭孝 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾀｶ 椎田にこにこ
21 1281 1時間42分58秒 配川 寿好 ﾊｲｶﾜ ﾋｻﾖｼ 若戸法律事務所
22 1273 1時間43分09秒 渡邉 信介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 若木台ＲＣ



23 1928 1時間43分11秒 上野 雅治 ｳｴﾉ ﾏｻﾊﾙ -
24 1692 1時間43分22秒 馬場 士道 ﾊﾞﾊﾞｼﾄﾞｳ 那珂川市RC
25 1180 1時間43分24秒 今井 顯 ｲﾏｲ ｱｷﾗ ＧＭＲＣ
26 1550 1時間43分35秒 内海 善之 ｳﾂﾐ ﾖｼﾕｷ 福岡社労士会
27 1358 1時間44分17秒 尾田 博司 ｵﾀﾞﾋﾛｼ NOM
28 1513 1時間44分56秒 上田 智 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ -
29 1567 1時間45分35秒 森口 幹男 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾐﾐｵ -
30 1278 1時間46分06秒 大内 俊二 ｵｵｳﾁ ｼｭﾝｼﾞ -
31 2377 1時間46分21秒 阪口 隆利 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ -
32 1535 1時間46分39秒 中山 博雄 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｵ ＧＭＲＣ
33 1368 1時間46分52秒 高根 浩太 ﾀｶﾈ ｺｳﾀ ＧＭＲＣ
34 1789 1時間47分28秒 佐藤 規具治 ｻﾄｳ ｷｸﾊﾙ サトラン
35 1539 1時間47分49秒 河野 一郎 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 地球市民の会
36 1515 1時間47分57秒 中村 信好 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ 走遊快クラブ
37 1523 1時間48分03秒 古賀 正己 ｺｶﾞﾏｻﾐ 山々会RC
38 1689 1時間48分05秒 東  伸広 - NTT
39 1677 1時間48分21秒 下見世 裕嗣 ｼﾓﾐｾ ﾕｳｼﾞ ちーむメドック
40 1729 1時間48分41秒 林 尚敏 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄｼ 泉台小学校
41 1676 1時間48分42秒 松尾 隆幸 ﾏﾂｵﾀｶﾕｷ YRC
42 1891 1時間48分44秒 河野 朋之 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾕｷ -
43 1423 1時間49分24秒 道脇 早俊 ﾐﾁﾜｷ ﾊﾔﾄｼ -
44 1705 1時間49分56秒 定行 寿一 ｻﾀﾞﾕｷ ｼﾞｭｲﾁ -
45 1492 1時間49分58秒 友松 誠司 ﾄﾓﾏﾂｾｲｼﾞ -
46 1565 1時間50分13秒 高田 忠宏 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ -
47 1882 1時間50分18秒 緒方 秀年 ｵｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ -
48 1299 1時間50分29秒 永嶋 俊生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼｵ 北実会
49 1701 1時間50分55秒 渡辺 次郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾛｳ -
50 1877 1時間51分06秒 井上 廣次 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ -
51 1549 1時間51分27秒 久持 善弘 ﾋｻﾓﾁ ﾖｼﾋﾛ -
52 1793 1時間51分59秒 原田 秀俊 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ -
53 1927 1時間52分26秒 坂田 宏 ｻｶﾀ ﾋﾛｼ 武蔵
54 1370 1時間52分27秒 針宮 清 ﾊﾘﾐﾔ ｷﾖｼ -
55 1697 1時間52分36秒 中村 俊香 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶ としか内科
56 1168 1時間52分38秒 毛利 隆一 ﾓｳﾘ ﾘｭｳｲﾁ ＧＭＲＣ
57 1640 1時間52分48秒 松本 健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ -
58 1808 1時間52分54秒 梅﨑 康浩 ｳﾒｻｷ ﾔｽﾋﾛ -
59 1667 1時間53分01秒 中川 光 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ -
60 1906 1時間53分03秒 谷川 清志 ﾀﾆｶﾞﾜ ｷﾖｼ 山口ランネット
61 1414 1時間53分37秒 吉冨 重雄 ﾖｼﾄﾐ ｼｹﾞｵ ＬＡＣ
62 1685 1時間53分40秒 幸松 徹 ｺｳﾏﾂ ﾄｵﾙ 設友走ろう会
63 1614 1時間54分10秒 中間 博文 ﾅｶﾏ ﾋﾛﾌﾐ -
64 1578 1時間55分01秒 木嶋 太郎 ｷｼﾞﾏ ﾀﾛｳ -
65 1017 1時間55分24秒 平湯 則夫 ﾋﾗﾕ ﾉﾘｵ 日産自動車九州
66 1690 1時間55分47秒 阿部 一広 ｱﾍﾞｶｽﾞﾋﾛ -
67 1751 1時間56分20秒 泉 利治 ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 周防の風
68 1754 1時間56分29秒 園田 慎一 ｿﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ＧＭＲＣ
69 1522 1時間57分20秒 神近 弘 ｶﾐﾁｶﾋﾛｼ 山岳走ろう会
70 1853 1時間57分21秒 谷岡 英史 ﾀﾆｵｶ ﾋﾃﾞｼ ＬＡＣ
71 1935 1時間57分26秒 西本 清隆 ﾆｼﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 楽走会
72 1909 1時間57分30秒 常盤 雅貴 ﾄｷﾜ ﾏｻﾀｶ 北九州ランステ
73 1892 1時間57分32秒 中村 賢三 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ -
74 1718 1時間57分35秒 佐藤 史郎 ｻﾄｳ ｼﾛｳ -
75 1607 1時間57分40秒 小城 公大 ｺｼﾞｮｳ ｷﾐｵ ＧＭＲＣ
76 1412 1時間57分49秒 高林 繁生 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ 松田建設工業
77 1982 1時間58分10秒 神田 正直 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾅｵ ぽつり
78 1696 1時間58分25秒 阿志賀 利秋 ｱｼｶﾞ ﾄｼｱｷ ＹＯＵクラブ
79 1991 1時間58分44秒 中  清志 - NTT
80 1386 1時間58分49秒 山口 高広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 永犬丸走
81 2267 1時間58分52秒 井田 信行 ｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ -



82 1736 1時間58分58秒 堤 正弘 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ -
83 1916 1時間59分03秒 肥中 義秀 ﾋｼﾞﾕｳ ﾖｼﾋﾃﾞ -
84 1994 1時間59分04秒 小坂 学 ｺｻｶﾏﾅﾌﾞ -
85 2010 1時間59分50秒 坂崎 喜茂 ｻｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞｼｹﾞ ハチハチ化学
86 1940 1時間59分58秒 石村 源次 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ -
87 2016 2時間00分00秒 岡 敏充 ｵｶ ﾄｼﾐﾂ くろがねＲＣ
88 2496 2時間00分36秒 古賀 久吾 ｺｶﾞ ｷﾕｳｺﾞ -
89 1941 2時間00分39秒 中根 宏 ﾅｶﾈ ﾋﾛｼ -
90 1449 2時間00分43秒 藤原 康治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ ＳＤサービス
91 1894 2時間01分46秒 蜂須賀 巧 ﾊﾁｽｶ ﾀｸﾐ -
92 2071 2時間02分28秒 宇高 秀三 ｳﾀﾞｶ ｼｭｳｿﾞｳ -
93 2087 2時間02分36秒 宮嶋 清次 ﾐﾔｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 新小倉病院
94 2189 2時間03分46秒 出井 一成 ｲﾃﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ -
95 1919 2時間03分52秒 岩井 隆史 ｲﾜｲ ﾀｶｼ -
96 2380 2時間04分12秒 香西 克俊 ｺｳｻﾞｲ ｶﾂﾄｼ 折尾三楽会ＪＣ
97 2176 2時間04分22秒 吉武 一明 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞｱｷ -
98 1782 2時間05分09秒 中川 裕一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ -
99 2749 2時間05分09秒 山田 修一 ﾔﾏﾀﾞｼｭｳｲﾁ -
100 1938 2時間05分10秒 蜂須賀 正俊 ﾊﾁｽｶ ﾏｻﾄｼ まる高
101 2100 2時間05分34秒 青木 建衛 ｱｵｷ ﾀﾂｴ 城北クラブ
102 2044 2時間06分50秒 則松 和人 ﾉﾘﾏﾂ ｶｽﾞﾄ -
103 2474 2時間07分09秒 古賀 雅之 ｺｶﾞ ﾏｻﾕｷ -
104 1981 2時間07分16秒 島添 勉 ｼﾏｿﾞｴ ﾂﾄﾑ -
105 2717 2時間07分20秒 前原 功治 ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ -
106 1988 2時間07分45秒 大土 廣明 ｵｵﾂﾁ ﾋﾛｱｷ -
107 2392 2時間07分49秒 南 秀之 ﾐﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ -
108 1728 2時間08分43秒 山下 澄雄 ﾔﾏｼﾀ ｽﾐｵ 平尾台吹走人
109 2152 2時間09分00秒 三好 政美 ﾐﾖｼ ﾏｻﾐ -
110 2408 2時間09分21秒 横井 信行 ﾖｺｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 周防の風
111 1665 2時間09分28秒 大西 毅 ｵｵﾆｼ ﾂﾖｼ -
112 2401 2時間09分37秒 三宅 敬司 ﾐﾔｹ ﾀｶｼ -
113 2457 2時間09分38秒 坂本 芳樹 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ ルネ小倉
114 2076 2時間10分04秒 高田 哲夫 ﾀｶﾀﾞ ﾃﾂｵ 三井住友海上
115 2111 2時間10分12秒 柳田 善之 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾕｷ -
116 2714 2時間10分19秒 羽田 義秋 ﾊﾈﾀﾞﾖｼｱｷ -
117 2349 2時間10分19秒 中堀 孝治 ﾅｶﾎﾘ ﾀｶﾊﾙ 森本塾
118 1357 2時間10分29秒 倉原 浩志 ｸﾗﾊﾗ ﾋﾛｼ ＯＭＡ
119 1996 2時間10分58秒 北島 正秀 ｷﾀｼﾞﾏﾏｻﾋﾃﾞ -
120 2048 2時間11分07秒 福山 直樹 ﾌｸﾔﾏ ﾅｵｷ 苅田町社協
121 2369 2時間11分14秒 中島 謙二郎 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 小倉ＳＡＴ
122 1809 2時間11分49秒 佐藤 啓志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ ＧＭＲＣ
123 1545 2時間12分11秒 花田 和美 ﾊﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 北九州ＲｉＣ
124 2576 2時間13分00秒 田代 文男 ﾀｼﾛ ﾌﾐｵ 飯塚医師会
125 2522 2時間13分05秒 ﾖｼﾑﾗｾﾞﾝｲﾁﾛｳ -
126 1986 2時間13分09秒 池田 哲夫 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂｵ ＧＭＲＣ
127 1845 2時間13分16秒 河野 安紀 ｶﾜﾉ ﾔｽﾉﾘ -
128 1698 2時間13分28秒 田中 裕治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ たなかしか
129 2421 2時間13分38秒 河村 秀人 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ -
130 2404 2時間14分03秒 久保 正志 ｸﾎﾞ ﾏｻｼ -
131 1999 2時間14分23秒 江口 肇 ｴｸﾞﾁﾊｼﾞﾒ -
132 2193 2時間14分26秒 高橋 寿人 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾄ -
133 2578 2時間14分30秒 井上 勲 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ 北九州市
134 1897 2時間14分57秒 瀧本 和則 ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ -
135 1848 2時間14分58秒 伊藤 則次 ｲﾄｳ ﾉﾘﾂｸﾞ ミコフィット
136 2385 2時間15分36秒 甲斐 晋典 ｶｲ ｼﾝｽｹ -
137 2428 2時間16分17秒 藤本 康勝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾏｻ フジ総業
138 2417 2時間16分40秒 坂田 孝博 ｻｶﾀ ﾀｶﾋﾛ 水巻学園
139 2469 2時間16分57秒 牟田 満 ﾑﾀ ﾐﾂﾙ -
140 2384 2時間17分08秒 森 博輝 ﾓﾘ ﾋﾛｷ -



141 2336 2時間17分48秒 山中 一夫 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｵ -
142 2531 2時間17分55秒 嘉福 諒二 ｶﾌｸ ﾘｮｳｼﾞ -
143 1945 2時間18分50秒 中林 倫明 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｱｷ アステム
144 2040 2時間18分57秒 宮崎 誠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ -
145 2182 2時間19分01秒 森山 泰守 ﾓﾘﾔﾏ ﾔｽﾓﾘ 安倍病院
146 2435 2時間19分21秒 新谷 勝寛 ｼﾝﾀﾆ ｶﾂﾋﾛ ひまわり
147 2353 2時間19分28秒 横枕 篤 ﾖｺﾏｸﾗ ｱﾂｼ エムケーコンサ
148 1959 2時間20分11秒 中村 峯忠 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾈﾀﾞﾀﾞ -
149 2609 2時間20分43秒 中西 正宏 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋﾛ -
150 2117 2時間21分00秒 松岡 隆弘 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋﾛ クラウン製パン
151 2007 2時間21分01秒 近藤 政幸 ｺﾝﾄﾞｳﾏｻﾕｷ -
152 1944 2時間22分19秒 永野 慶二郎 ﾅｶﾞﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ 福岡地方裁判所
153 2574 2時間22分23秒 山中 隆明 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｱｷ -
154 2521 2時間22分34秒 山田 正秋 ﾔﾏﾀﾞﾏｻｱｷ -
155 2359 2時間22分34秒 加來 勉 ｶｸﾂﾄﾑ KAKUﾌｧﾐﾘｰ
156 2140 2時間22分46秒 小倉 良一 ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳｲﾁ 豊前市役所
157 2546 2時間24分02秒 溝口 信二 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ -
158 2416 2時間24分52秒 西森 正信 ﾆｼﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ -
159 2382 2時間26分36秒 石津 要 ｲｼﾂﾞ ｶﾅﾒ -
160 2185 2時間27分26秒 西田 俊二 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ -
161 2480 2時間27分58秒 佐藤 博寧 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 八幡郵便局
162 1806 2時間28分17秒 上城 直之 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅｵﾕｷ カミジョウ
163 2621 2時間28分32秒 鹿島 優彰 ｶｼﾏ ﾏｻｱｷ 県社協
164 2553 2時間28分51秒 越智 孝 ｵﾁ ﾀｶｼ 福岡労働局
165 2114 2時間29分13秒 本村 隆資 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｶｼ -
166 2387 2時間29分21秒 若杉 弘二 ﾜｶｽｷﾞ ｺｳｼﾞ -
167 1628 2時間29分56秒 松谷 昇 ﾏﾂﾀﾆ ﾉﾎﾞﾙ -
168 2720 2時間31分01秒 廣瀬 友明 ﾋﾛｾ ﾄﾓｱｷ -
169 2365 2時間31分56秒 林 和也 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ -
170 2529 2時間32分09秒 本広 晋 ﾓﾄﾋﾛ ｽｽﾑ 周防の風
171 2128 2時間33分31秒 八野 秀幸 ﾔﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 迷球会
172 2036 2時間34分11秒 広瀬 隆明 ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ 廣瀬会計
173 2141 2時間34分20秒 小松 潔 ｺﾏﾂ ｷﾖｼ おかげさま
174 2600 2時間34分24秒 大塚 正徳 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾉﾘ 大分県
175 2702 2時間34分39秒 西脇 秀行 ﾆｼﾜｷ ﾋﾃﾞﾕｷ -
176 2386 2時間34分45秒 緒方 成年 ｵｶﾞﾀ ﾅﾘﾄｼ -
177 2471 2時間37分08秒 山内 敏行 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ -
178 2126 2時間37分29秒 植田 謙三 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ -
179 2151 2時間41分20秒 永松 義信 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ -
180 2029 2時間41分44秒 中島 康夫 ﾅｶｼﾏ ﾔｽｵ -

ハーフ一般男子 70歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 1181 1時間45分43秒 藤永 礼三 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾚｲｿﾞｳ 下関走ろう会
2 1497 1時間46分14秒 濱田 正憲 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 北九州リック
3 1905 1時間52分38秒 吉村 文男 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐｵ 新三郷楽走会
4 2096 1時間52分43秒 福田 伸隆 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ いいづか
5 1664 1時間56分38秒 光武 和徳 ﾐﾂﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ -
6 2146 2時間01分03秒 前川 修二 ﾏｴｶﾜ ｼｭｳｼﾞ -
7 2110 2時間04分09秒 関 新一 ｾｷ ｼﾝｲﾁ -
8 2751 2時間04分24秒 秋山 昭平 - -
9 1936 2時間05分10秒 永岡 孝一 ﾅｶﾞｵｶ ｺｳｲﾁ -
10 2221 2時間05分30秒 本間 繁 ﾎﾝﾏ ｼｹﾞﾙ -
11 2167 2時間05分33秒 石田 淳一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
12 1975 2時間05分38秒 小林 安廣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ -
13 2134 2時間06分13秒 片野 昭徳 ｶﾀﾉ ｱｷﾉﾘ でんでん虫
14 2725 2時間07分09秒 宮武 秀男 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾃﾞｵ -
15 1955 2時間07分50秒 倉岡 眞浩 ｸﾗｵｶ ﾏｻﾋﾛ 折尾三楽会ＪＣ
16 2034 2時間07分59秒 角 侑雄 ｽﾐ ﾕｷｵ -



17 2524 2時間09分58秒 芥野 岑男 ｹｼﾉ ﾐﾈｵ ポレポレ
18 2042 2時間11分01秒 筒井 義明 ﾂﾂｲ ﾖｼｱｷ -
19 2526 2時間11分12秒 増川 政義 ﾏｽｶﾜ ﾏｻﾖｼ -
20 2333 2時間12分38秒 米澤 新一 ﾖﾈｻﾞﾜｼﾝｲﾁ 西鉄OB
21 2003 2時間12分48秒 大谷 太 ｵｵﾀﾆﾌﾄｼ -
22 2354 2時間13分13秒 日野 功 ﾋﾉ ｲｻｵ -
23 1978 2時間15分21秒 山本 章児 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ -
24 2363 2時間15分25秒 橋本 良一 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ -
25 2059 2時間17分14秒 平川 忠雄 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 早良ランナーズ
26 2358 2時間20分02秒 渡辺 邦夫 ﾜﾀﾅﾍﾞｸﾆｵ -
27 2488 2時間21分02秒 西尾 英郎 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞｵ -
28 2463 2時間23分34秒 大野 政之 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ 美和台ＨＲＣ
29 2580 2時間26分29秒 小宮 俊秀 ｺﾐﾔﾄｼﾋﾃﾞ 行橋クリニック
30 2577 2時間27分58秒 梶谷 俊和 ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼｶｽﾞ -
31 2184 2時間28分26秒 小西 敏雄 ｺﾆｼ ﾄｼｵ 北九州ＵＲＣ
32 2582 2時間29分14秒 藤原 哲明 ﾌｼﾞﾜﾗﾃﾂｱｷ -


