
筑後川マラソン2016 
ペアマラソン　フィニッシュ選手一覧

種目名 順位 ゼッケン番号 第一走者 第二走者 チーム名 都道府県
フィニッシュ

タイム
ペアマラソン 1 1123 中原　雅明 浦辺 彰子 福岡県 2:51:18
ペアマラソン 2 1113 樺 威一朗 樺　　妙 ビリーブ 熊本県 2:52:10
ペアマラソン 3 1130 永田 正明 山田　陽子 福岡県 3:04:04
ペアマラソン 4 1102 河村　克也 河村 千津子 福岡県 3:13:15
ペアマラソン 5 1114 駒井　令 駒井 智恵美 福岡県 3:17:28
ペアマラソン 6 1108 中村　吉史 中村　マミ 長崎県 3:24:53
ペアマラソン 7 1135 高柳　広行 川田 清美 チ－ムくじら 長崎県 3:27:43
ペアマラソン 8 1119 林　哲也 森　なつみ 福岡県 3:32:55
ペアマラソン 9 1117 斉藤　宏 森永　真代 熊本県 3:37:56
ペアマラソン 10 1131 古賀 裕二 古賀　唱子 福岡県 3:38:18
ペアマラソン 11 1127 松崎　正光 松崎 千加子 熊本県 3:47:14
ペアマラソン 12 1101 吉永　淳平 中野 弥那未 中村学園大学 福岡県 3:48:30
ペアマラソン 13 1134 池田　稔雄 池田 恵子 山口ランネット 山口県 3:50:45
ペアマラソン 14 1122 吉島 秀和 吉島　浩子 福岡県 3:52:05
ペアマラソン 15 1106 和田 康三郎 和田　凡子 福岡県 3:55:32
ペアマラソン 16 1111 福迫　亮太 福迫　聖子 長崎財務事務所 長崎県 3:56:13
ペアマラソン 17 1124 大場 聖敏 大場　美佐 佐賀県 3:59:54
ペアマラソン 18 1128 田中 宏志 田中　春奈 福岡県 4:04:57
ペアマラソン 19 1110 川井　裕 高橋　則子 福岡県 4:06:06
ペアマラソン 20 1126 牧寺 信也 牧寺　亜紀子 熊本県 4:11:19
ペアマラソン 21 1103 小橋　太一 碇　めぐみ 長崎県 4:11:20
ペアマラソン 22 1104 下脇　聡史 福田 はる菜 鹿児島県 4:15:29
ペアマラソン 23 1136 都甲 俊彦 都甲　操 エフコープ 福岡県 4:16:28
ペアマラソン 24 1137 市川 慶輔 井田　二三代 福岡県 4:22:12
ペアマラソン 25 1118 橋本　順 橋本　侑華 宮城県 4:36:49
ペアマラソン 26 1112 野中　大輔 野中　由美 佐賀県 4:37:31
ペアマラソン 27 1139 坂本 研一 坂本　倫子 動衛研 神奈川県 4:37:42
ペアマラソン 28 1140 古賀 裕 古賀　るみ子 古賀クリニック 熊本県 4:37:45
ペアマラソン 29 1109 今長谷 尚史 原口 さをり 福岡県 4:44:29
ペアマラソン 30 1121 田代　直和 田代 美也 熊本県 4:52:11
ペアマラソン 31 1107 小林　裕 小林　照美 長崎県 4:52:37
ペアマラソン 32 1115 松村　陽介 松村 由美子 佐賀県 4:56:13
ペアマラソン 33 1132 瀬川 智宏 瀬川　純子 佐賀県 4:58:54
ペアマラソン 34 1138 井野口 房雄 井野口　陽子 インキュリボン 山口県 5:20:01
ペアマラソン 35 1125 米田 幸司 米田　恵理 熊本県 5:22:01
ペアマラソン 36 1105 高田　直樹 高田 明日香 福岡県 5:23:49


