
筑後川マラソン2022
フィニッシュ選手一覧（ハーフA 男子・女子）

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 10km(グロスタ
イム)

フィニッシュタイ
ム

ハーフA男子 1 3 大崎　翔也 ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 中電工 広島県 広島市 0:31:48 1:06:56
ハーフA男子 2 11 横山　翔 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ 大村市陸協 長崎県 大村市 0:31:48 1:07:29
ハーフA男子 3 15 鴨川　斗夢 ｶﾓｶﾞﾜ ﾄﾑ 福岡県 福岡市 0:33:17 1:09:50
ハーフA男子 4 17 豊永　哲央 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾃﾂｵ 長府製作所 山口県 下関市 0:33:17 1:10:47
ハーフA男子 5 29 児玉　博貴 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ まどかＲＣ 福岡県 大野城市 0:35:03 1:12:51
ハーフA男子 6 16 渡辺　暁雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 熊本山鹿ＲＣ 熊本県 合志市 0:34:40 1:13:33
ハーフA男子 7 27 高木　瑛史 ﾀｶｷ ｴｲｼ 熊本県 熊本市 0:34:40 1:13:53
ハーフA男子 8 9 吉岡　紀元 ﾖｼｵｶ ﾉﾘﾕｷ 福岡陸協 福岡県 糸島市 0:34:07 1:14:07
ハーフA男子 9 19 廣瀬　史明 ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ 福岡県 福岡市 0:35:00 1:15:01
ハーフA男子 10 58 湯原　通章 ﾕﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 山口県 周南市 0:36:13 1:15:40
ハーフA男子 11 24 三島　晴幸 ﾐｼﾏ ﾊﾙﾕｷ 福岡県 遠賀町 0:36:03 1:15:56
ハーフA男子 12 26 井手　圭一郎 ｲﾃﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 本城陸上クラブ 福岡県 北九州市 0:36:04 1:16:04
ハーフA男子 13 21 香月　徳重 ｶﾂｷ ﾄｸｼｹﾞ ランラン佐賀 佐賀県 佐賀市 0:36:13 1:16:12
ハーフA男子 14 18 杉本　和貴 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 熊本県庁 熊本県 熊本市 0:35:20 1:16:17
ハーフA男子 15 14 志賀　太一 ｼｶﾞ ﾀｲﾁ 大分県庁 大分県 中津市 0:36:03 1:16:45
ハーフA男子 16 34 中野　拓 ﾅｶﾉ ﾊｼﾞﾒ 福岡陸協 福岡県 福岡市 0:36:38 1:16:52
ハーフA男子 17 22 中武　壮以知 ﾅｶﾀｹ ｿｳｲﾁ Ｓｐｒｕｓｈ 福岡県 福岡市 0:36:03 1:17:01
ハーフA男子 18 55 西田　駿児 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 福岡県 直方市 0:36:13 1:17:15
ハーフA男子 19 8 樋口　直樹 ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｷ ダイハツ九州 福岡県 うきは市 0:36:04 1:17:18
ハーフA男子 20 39 坂元　庄吾 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ スターゼン走友 鹿児島県 出水市 0:36:54 1:17:47
ハーフA男子 21 33 上村　真人 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾄ 福岡県 北九州市 0:36:05 1:17:57
ハーフA男子 22 28 小林　周平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長崎県 佐世保市 0:36:53 1:18:12
ハーフA男子 23 51 林　宏樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 小倉記念病院 福岡県 北九州市 0:37:01 1:18:22
ハーフA男子 24 197 権藤　秀則 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福岡県 久留米市 0:37:34 1:18:56
ハーフA男子 25 54 西　涼太 ﾆｼ ﾘｮｳﾀ 福岡県 北九州市 0:36:03 1:18:56
ハーフA男子 26 30 水上　智徳 ﾐｽﾞｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ 福岡県 宮若市 0:36:49 1:18:57
ハーフA男子 27 31 脇　康洋 ﾜｷ ﾔｽﾋﾛ 熊本県 熊本市 0:37:22 1:19:10
ハーフA男子 28 38 岡本　卓大 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾋﾛ 福岡県庁 福岡県 粕屋町 0:37:39 1:19:54
ハーフA男子 29 43 三宅　章夫 ﾐﾔｹ ｱｷｵ 山口県 山口市 0:38:16 1:21:08
ハーフA男子 30 44 井手　英岐 ｲﾃﾞ ﾋﾃﾞｷ 福岡陸協 福岡県 朝倉市 0:38:54 1:21:09
ハーフA男子 31 62 小野　烈 ｵﾉ ﾂﾖｼ ＪＰグループ 大分県 宇佐市 0:37:57 1:21:25
ハーフA男子 32 37 重谷　茂人 ｼｹﾞﾀﾆ ﾀｶﾄ 福岡県 北九州市 0:38:32 1:22:43
ハーフA男子 33 4 坂本　竜一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ Ｔｅａｍ阿蘇 熊本県 阿蘇市 0:38:08 1:23:02
ハーフA男子 34 111 黒田　誠一 ｸﾛﾀﾞ ｾｲｲﾁ ＦＲＥＣ 福岡県 福岡市 0:39:50 1:23:09



ハーフA男子 35 198 堀田　紘太郎 ﾎﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 宗像市 0:40:24 1:23:21
ハーフA男子 36 59 原口　伸一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 宮崎県 都城市 0:39:38 1:23:34
ハーフA男子 37 20 廣松　幹紀 ﾋﾛﾏﾂ ﾐｷﾉﾘ 福岡県 大牟田市 0:39:37 1:23:38
ハーフA男子 38 6 森　俊博 ﾓﾘ ﾄｼﾋﾛ ＳＵＭＣＯ 佐賀県 唐津市 0:39:42 1:23:39
ハーフA男子 39 67 可児　天治 ｶﾆ ﾃﾝｼﾞ 熊本県 熊本市 0:38:42 1:23:42
ハーフA男子 40 36 谷川　弘 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 熊本ＣＴＣ 熊本県 熊本市 0:39:38 1:24:01
ハーフA男子 41 133 鬼頭　英夫 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 長崎県 佐世保市 0:40:00 1:24:16
ハーフA男子 42 57 早稲田　大輔 ﾜｾﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 熊本市 0:39:37 1:24:20
ハーフA男子 43 82 内橋　和芳 ｳﾁﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ ＮＨＯ佐賀ラン 佐賀県 佐賀市 0:40:12 1:24:48
ハーフA男子 44 112 古庄　宏次 ﾌﾙｼｮｳ ｺｳｼﾞ 福岡県 行橋市 0:39:39 1:25:03
ハーフA男子 45 41 平金　健 ﾋﾗｶﾞﾈ ﾀｹﾙ 熊本山鹿ＲＣ 熊本県 合志市 0:40:11 1:25:24
ハーフA男子 46 78 上野　広司 ｳｴﾉ ｺｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:40:37 1:25:31
ハーフA男子 47 80 永谷　良太 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾀ ＢＯＯＳＴ 鹿児島県 南九州市 0:41:16 1:25:33
ハーフA男子 48 66 川口　保 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾓﾂ グループトライ 熊本県 八代市 0:39:38 1:25:35
ハーフA男子 49 113 山口　知典 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 福岡県庁 福岡県 田川市 0:40:59 1:25:54
ハーフA男子 50 89 地頭方　由 ｼﾞﾄﾎｳ ﾕｳ 佐賀県 佐賀市 0:40:24 1:25:57
ハーフA男子 51 210 小野原　竜太 ｵﾉﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 長崎県 長崎市 0:39:22 1:26:03
ハーフA男子 52 126 松井　浩人 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 福岡県 福岡市 0:40:38 1:26:17
ハーフA男子 53 101 怡土　順治 ｲﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ ジャストタッチ 福岡県 福岡市 0:40:15 1:26:25
ハーフA男子 54 77 江田　矢 ｺｳﾀﾞ ﾅｵﾔ 福岡県 福岡市 0:41:10 1:26:31
ハーフA男子 55 45 佐伯　琢也 ｻｲｷ ﾀｸﾔ 佐賀県 佐賀市 0:39:38 1:26:34
ハーフA男子 56 249 中本　計三 ﾅｶﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ 福岡県 大牟田市 0:40:37 1:26:39
ハーフA男子 57 102 藤澤　信太郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県 福津市 0:41:57 1:26:47
ハーフA男子 58 171 井上　雅人 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾄ 福岡県 久留米市 0:41:09 1:26:56
ハーフA男子 59 325 早田　善雄 ﾊﾔﾀ ﾖｼｵ 福岡県 福岡市 0:42:53 1:26:59
ハーフA男子 60 25 吉住　亮 ﾖｼｽﾞﾐ ﾘｮｳ ＢＥＬＩＥＶＥ 熊本県 熊本市 0:38:45 1:27:05
ハーフA男子 61 105 福井　保 ﾌｸｲ ﾀﾓﾂ 福岡県 粕屋町 0:41:40 1:27:12
ハーフA男子 62 201 瀬之口　巧 ｾﾉｸﾁ ﾀｸﾐ 福岡大学 福岡県 福岡市 0:41:40 1:27:14
ハーフA男子 63 68 岡本　和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ バイキング 佐賀県 鳥栖市 0:40:45 1:27:28
ハーフA男子 64 92 藤井　孝臣 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｵﾐ 糸島医師会病院 福岡県 福岡市 0:41:44 1:27:42
ハーフA男子 65 161 石倉　周平 ｲｼｸﾗ ｼｭｳﾍｲ 福岡県 福岡市 0:41:33 1:28:00
ハーフA男子 66 48 栫　宏隆 ｶｺｲ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 筑紫野市 0:41:39 1:28:08
ハーフA男子 67 73 佐々木　伸也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 玄海ＡＣ 福岡県 福津市 0:40:24 1:28:09
ハーフA男子 68 70 山之内　良雄 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾖｼｵ 福岡聖恵病院 福岡県 宗像市 0:41:27 1:28:11
ハーフA男子 69 99 山下　慎輔 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｽｹ 福岡県 大野城市 0:40:45 1:28:17
ハーフA男子 70 5 末次　悠人 ｽｴﾂｸﾞ ﾕｳﾄ 気まぐれラン 福岡県 福岡市 0:43:08 1:28:22
ハーフA男子 71 65 福田　博之 ﾌｸﾀ ﾋﾛﾕｷ 佐賀陸協 佐賀県 佐賀市 0:41:27 1:28:25
ハーフA男子 72 123 広田　直樹 ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ 福岡県 福岡市 0:42:16 1:28:31
ハーフA男子 73 243 原崎　浩史 ﾊﾗｻｷ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:42:16 1:28:33



ハーフA男子 74 88 木村　栄男 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 福岡県 北九州市 0:41:51 1:28:34
ハーフA男子 75 443 山本　芳樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ 久留米リハ 熊本県 荒尾市 0:41:42 1:28:40
ハーフA男子 76 86 菅本　和彦 ｽｶﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県 北九州市 0:41:37 1:28:41
ハーフA男子 77 96 浜栗　昌彦 ﾊﾏｸﾞﾘ ﾏｻﾋｺ 福岡県 福津市 0:41:38 1:28:47
ハーフA男子 78 49 砥上　健太 ﾄｶﾞﾐ ｹﾝﾀ ヤマシン女学院 福岡県 福岡市 0:41:56 1:28:59
ハーフA男子 79 168 有松　聖二 ｱﾘﾏﾂ ｾｲｼﾞ 福岡県 北九州市 0:42:32 1:28:59
ハーフA男子 80 108 鬼塚　誠 ｵﾆﾂｶ ﾏｺﾄ 熊本県 熊本市 0:40:41 1:29:01
ハーフA男子 81 106 藤本　峻 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝ 福岡県 久留米市 0:38:34 1:29:04
ハーフA男子 82 97 田中　慎一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:43:07 1:29:12
ハーフA男子 83 166 二宮　健吾 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 明走会 大分県 大分市 0:42:54 1:29:16
ハーフA男子 84 110 酒井　伸吾 ｻｶｲ ｼﾝｺﾞ 日揮触媒化成 福岡県 北九州市 0:40:39 1:29:21
ハーフA男子 85 165 田中　龍一郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 佐賀県 佐賀市 0:42:22 1:29:34
ハーフA男子 86 115 吉開　光希 ﾖｼｶﾞｲ ｺｳｷ みやま市役所 福岡県 みやま市 0:42:31 1:29:35
ハーフA男子 87 177 石井　正臣 ｲｼｲ ﾏｻｵﾐ 福岡銀行 福岡県 新宮町 0:41:56 1:29:36
ハーフA男子 88 131 浜田　雄介 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＬＡＣ 福岡県 北九州市 0:43:09 1:29:36
ハーフA男子 89 93 長谷川　潤 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 福岡県 北九州市 0:40:56 1:29:39
ハーフA男子 90 98 江口　達也 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 水曜トライアル 佐賀県 佐賀市 0:41:39 1:29:42
ハーフA男子 91 327 能間　勇介 ﾉｳﾏ ﾕｳｽｹ 福岡大学 福岡県 小郡市 0:44:49 1:29:44
ハーフA男子 92 50 安東　大輔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ 福岡県 福岡市 0:42:15 1:29:46
ハーフA男子 93 214 前田　洋和 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 熊本県 八代市 0:43:13 1:29:48
ハーフA男子 94 140 大神　弘巳 ｵｵｶﾞﾐ ﾋﾛﾐ 小倉南 福岡県 北九州市 0:43:06 1:30:08
ハーフA男子 95 154 清永　宏之 ｷﾖﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 福岡市 0:42:36 1:30:14
ハーフA男子 96 117 佐々木　健 ｻｻｷ ﾀｹｼ ＴＭランナーズ 広島県 広島市 0:42:32 1:30:21
ハーフA男子 97 72 佐野　友昭 ｻﾉ ﾄﾓｱｷ ＣＬＵＢＴＲＹ 福岡県 福岡市 0:42:22 1:30:25
ハーフA男子 98 69 鈴木　勝己 ｽｽﾞｷ ｶﾂｷ 日本生命 福岡県 福岡市 0:42:16 1:30:28
ハーフA男子 99 75 松岡　貴博 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 氷川町 0:39:39 1:30:47
ハーフA男子 100 94 徳富　貴行 ﾄｸﾄﾐ ﾀｶﾕｷ ＬＡＣ 福岡県 北九州市 0:42:10 1:31:00
ハーフA男子 101 120 田中　哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ 福岡市民病院 福岡県 福岡市 0:42:33 1:31:01
ハーフA男子 102 63 細山田　守斗 ﾎｿﾔﾏﾀﾞ ﾓﾘﾄ 福岡県 宗像市 0:41:14 1:31:06
ハーフA男子 103 367 平田　康 ﾋﾗﾀ ｺｳ 神戸製鋼所 福岡県 福岡市 0:43:06 1:31:10
ハーフA男子 104 42 中嶋　貴則 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 熊本陸協 熊本県 阿蘇市 0:40:08 1:31:11
ハーフA男子 105 220 古池　茂樹 ｺｲｹ ｼｹﾞｷ 愛知県 扶桑町 0:43:36 1:31:20
ハーフA男子 106 119 本村　秀章 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 長崎県 長与町 0:42:31 1:31:34
ハーフA男子 107 10 本田　仁 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ チーム阿蘇 熊本県 阿蘇市 0:34:57 1:31:53
ハーフA男子 108 134 日野　竜也 ﾋﾉ ﾀﾂﾔ 福岡県 北九州市 0:43:07 1:31:53
ハーフA男子 109 261 冨永　隆生 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶｵ 佐賀県 武雄市 0:42:25 1:31:55
ハーフA男子 110 118 江藤　光 ｴﾄｳ ﾋｶﾙ 福岡県 うきは市 0:43:53 1:32:07
ハーフA男子 111 153 森元　孝幸 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 福岡県 福岡市 0:43:42 1:32:32
ハーフA男子 112 56 林　裕也 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 福岡県 糸島市 0:44:02 1:32:32



ハーフA男子 113 124 枡田　充弘 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ アイズスポーツ 福岡県 福岡市 0:42:05 1:32:36
ハーフA男子 114 181 棟田　正浩 ﾑﾈﾀ ﾏｻﾋﾛ トヨタ九州ＲＣ 福岡県 宗像市 0:44:01 1:32:51
ハーフA男子 115 52 吉田　秀二 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 熊本県 熊本市 0:42:31 1:33:01
ハーフA男子 116 326 石本　幸一 ｲｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ 福岡県 志免町 0:44:51 1:33:04
ハーフA男子 117 200 本田　城光 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｮｳｺｳ 甲佐町役場 熊本県 甲佐町 0:41:48 1:33:16
ハーフA男子 118 216 永田　浩二 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 熊本県 玉名市 0:43:39 1:33:22
ハーフA男子 119 313 平田　智亮 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｱｷ 福岡県 久山町 0:45:04 1:33:25
ハーフA男子 120 137 白澤　正敏 ｼﾗｻﾜ ﾏｻﾄｼ たまラン 福岡県 久留米市 0:43:03 1:33:28
ハーフA男子 121 130 長戸　和光 ﾅｶﾞﾄ ｶｽﾞﾃﾙ 佐賀県 佐賀市 0:45:02 1:33:34
ハーフA男子 122 162 戸田　祐貴 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ 福岡県 春日市 0:41:58 1:33:42
ハーフA男子 123 328 高稲　毅 ﾀｶｲﾈ ﾂﾖｼ 長崎県 諫早市 0:45:03 1:33:52
ハーフA男子 124 248 南　智志 ﾐﾅﾐ ｻﾄｼ 福岡県 大牟田市 0:43:55 1:34:02
ハーフA男子 125 188 山名　亮 ﾔﾏﾅ ﾘｮｳ 糸島市役所 福岡県 糸島市 0:42:32 1:34:05
ハーフA男子 126 138 佐々木　昭彦 ｻｻｷ ｱｷﾋｺ クギテック！ 大分県 大分市 0:44:31 1:34:12
ハーフA男子 127 749 井手　喜岐 ｲﾃﾞ ﾖｼｷ 香川県 高松市 0:45:25 1:34:13
ハーフA男子 128 83 冨永　雅和 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 福岡市 0:43:12 1:34:14
ハーフA男子 129 226 野口　浩司 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ コイナリＲＣ 福岡県 福岡市 0:44:21 1:34:18
ハーフA男子 130 408 今里　克紀 ｲﾏｻﾞﾄ ｶﾂｷ コーレーグース 福岡県 福岡市 0:41:51 1:34:24
ハーフA男子 131 47 横溝　耕平 ﾖｺﾐｿﾞ ｺｳﾍｲ 北九州市役所 福岡県 北九州市 0:42:50 1:34:27
ハーフA男子 132 319 岡田　哲 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂ サウルス 福岡県 久留米市 0:44:43 1:34:27
ハーフA男子 133 432 松本　豊 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 福岡県 大川市 0:46:15 1:34:43
ハーフA男子 134 186 西村　里程 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾃｲ ＲＲＣ 熊本県 玉名市 0:44:27 1:35:03
ハーフA男子 135 400 佐野　理 ｻﾉ ｵｻﾑ 久留米市役所 福岡県 久留米市 0:45:35 1:35:04
ハーフA男子 136 252 権藤　宗久 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾑﾈﾋｻ 佐賀県 鳥栖市 0:44:47 1:35:08
ハーフA男子 137 307 前田　隆夫 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ 福岡県 福岡市 0:45:18 1:35:15
ハーフA男子 138 136 伊東　聖 ｲﾄｳ ｾｲ うさおＲＣ 福岡県 福岡市 0:45:34 1:35:27
ハーフA男子 139 253 財前　廣和 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾋﾛｶｽﾞ 夢追走人 佐賀県 佐賀市 0:44:55 1:35:31
ハーフA男子 140 91 市川　文明 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐｱｷ 福岡県 大牟田市 0:46:54 1:35:34
ハーフA男子 141 172 牧村　幸男 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷｵ 長崎県 平戸市 0:44:23 1:35:37
ハーフA男子 142 471 岡本　純司 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 一村産業 大阪府 摂津市 0:44:57 1:36:01
ハーフA男子 143 40 渡辺　浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市 0:42:17 1:36:07
ハーフA男子 144 193 平田　謙介 ﾋﾗﾀ ｹﾝｽｹ 久留米東陸上部 福岡県 久留米市 0:45:00 1:36:08
ハーフA男子 145 116 山本　弘隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 福岡陸上競技協 福岡県 北九州市 0:43:33 1:36:13
ハーフA男子 146 84 藤木　隆裕 ﾌｼﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:46:23 1:36:15
ハーフA男子 147 382 中村　健児 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡市役所 福岡県 福岡市 0:46:36 1:36:19
ハーフA男子 148 434 長友　佑記 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｷ 福岡県 那珂川市 0:45:59 1:36:20
ハーフA男子 149 259 宮崎　純一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 走り人月の中 大分県 大分市 0:45:44 1:36:21
ハーフA男子 150 159 丸山　慎治 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 福岡陸協 福岡県 福岡市 0:45:14 1:36:21
ハーフA男子 151 179 原　修司 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:43:08 1:36:21



ハーフA男子 152 128 宮下　剛 ﾐﾔｼﾀ ｺﾞｳ ゼロベース福岡 福岡県 糸島市 0:45:17 1:36:22
ハーフA男子 153 122 中崎　義秀 ﾅｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 鹿児島陸上競技 鹿児島県 姶良市 0:45:17 1:36:24
ハーフA男子 154 240 江上　剛史 ｴｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 福岡県 福岡市 0:46:03 1:36:35
ハーフA男子 155 151 竹野　公敏 ﾀｹﾉ ｷﾐﾄｼ 熊本県庁 熊本県 熊本市 0:43:57 1:36:38
ハーフA男子 156 239 濱野　正彦 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾋｺ 福岡県 春日市 0:47:52 1:36:45
ハーフA男子 157 262 得永　光彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐﾂﾋｺ 福岡県 筑紫野市 0:45:41 1:36:55
ハーフA男子 158 148 西村　直正 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 福岡県 新宮町 0:46:18 1:37:00
ハーフA男子 159 362 福永　謙治 ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 石峰ランニング 福岡県 福岡市 0:46:34 1:37:09
ハーフA男子 160 76 倉岡　圭 ｸﾗｵｶ ｹｲ 福岡県 小郡市 0:42:06 1:37:17
ハーフA男子 161 121 津原　弘樹 ﾂﾊﾗ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 0:43:22 1:37:23
ハーフA男子 162 129 財津　卓 ｻﾞｲﾂ ｽｸﾞﾙ 福岡県 北九州市 0:46:24 1:37:25
ハーフA男子 163 230 坂井　信之 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 熊本県 宇土市 0:44:42 1:37:30
ハーフA男子 164 150 竹浦　成徳 ﾀｹｳﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 博多南郵便局 福岡県 那珂川市 0:47:30 1:37:48
ハーフA男子 165 237 高山　昭人 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾄ 福岡県 嘉麻市 0:45:39 1:37:49
ハーフA男子 166 114 本梅　剛法 ﾓﾄｳﾒ ﾀｹﾉﾘ 福岡県 久留米市 0:45:51 1:37:50
ハーフA男子 167 125 浦田　英明 ｳﾗﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 白十字病院 福岡県 福岡市 0:45:52 1:37:57
ハーフA男子 168 258 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 佐賀県 基山町 0:46:25 1:38:04
ハーフA男子 169 233 吉野　陽平 ﾖｼﾉ ﾖｳﾍｲ 福岡県 福岡市 0:47:44 1:38:06
ハーフA男子 170 202 井上　拓磨 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾏ 東公園 福岡県 福岡市 0:44:11 1:38:10
ハーフA男子 171 409 河津　勇介 ｶﾜﾂﾞ ﾕｳｽｹ 福岡県 小郡市 0:46:50 1:38:16
ハーフA男子 172 267 日高　弘志 ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛｼ 熊本県 熊本市 0:46:26 1:38:22
ハーフA男子 173 293 恒松　達也 ﾂﾈﾏﾂ ﾀﾂﾔ 東山代スポ協 佐賀県 伊万里市 0:47:29 1:38:27
ハーフA男子 174 146 長澤　泰輔 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｲｽｹ まどかＲＣ 福岡県 大野城市 0:42:52 1:38:28
ハーフA男子 175 180 小野　豊 ｵﾉ ﾕﾀｶ 福岡県 福岡市 0:47:15 1:38:30
ハーフA男子 176 251 秀島　大心 ﾋﾃﾞｼﾏ ﾀｲｼﾝ 長崎県 諫早市 0:45:01 1:38:32
ハーフA男子 177 163 林田　祐介 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ ペガサス原教室 福岡県 福岡市 0:46:04 1:38:44
ハーフA男子 178 170 奥村　ユウキ ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 福岡県 福岡市 0:46:34 1:38:51
ハーフA男子 179 370 白土　富之 ｼﾗﾂﾁ ﾄﾐﾕｷ 福岡県 福岡市 0:46:49 1:38:58
ハーフA男子 180 914 長曽　隆氏 ﾅｶﾞｿ ﾀｶｼ 福岡県 北九州市 0:50:40 1:39:04
ハーフA男子 181 485 古賀　健一 ｺｶﾞ ｹﾝｲﾁ 野生ランナーズ 福岡県 久留米市 0:50:43 1:39:07
ハーフA男子 182 90 市原　茂一 ｲﾁﾊﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 大分県 大分市 0:47:30 1:39:12
ハーフA男子 183 241 島田　義三 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾐ 駕与丁クラブ 福岡県 粕屋町 0:44:30 1:39:20
ハーフA男子 184 737 武田　直晃 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｱｷ 野生ランナーズ 佐賀県 みやき町 0:49:53 1:39:25
ハーフA男子 185 369 北村　功 ｷﾀﾑﾗ ｲｻｵ 福岡県 岡垣町 0:48:26 1:39:25
ハーフA男子 186 223 渡辺　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 三和酒類 大分県 宇佐市 0:47:14 1:39:37
ハーフA男子 187 350 内村　弘一郎 ｳﾁﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 妻 福岡県 福岡市 0:46:37 1:39:38
ハーフA男子 188 221 清水　徳雄 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｵ チーム■しみず 山口県 下関市 0:48:27 1:39:43
ハーフA男子 189 13 小野　智之 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 筑前町 0:43:14 1:39:47
ハーフA男子 190 247 平川　拓也 ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾔ 福岡県 筑後市 0:46:23 1:39:50



ハーフA男子 191 415 谷　吉弘 ﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 筑紫野市 0:48:32 1:40:04
ハーフA男子 192 389 堺　浩太郎 ｻｶｲ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 福岡市 0:48:26 1:40:06
ハーフA男子 193 431 上野　洋 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:48:40 1:40:09
ハーフA男子 194 433 古賀　忠直 ｺｶﾞ ﾀﾀﾞﾅｵ 福岡県 小郡市 0:48:28 1:40:12
ハーフA男子 195 666 佐藤　徹典 ｻﾄｳ ﾃﾂﾉﾘ 福岡県 福津市 0:47:57 1:40:13
ハーフA男子 196 288 満田　晋一 ﾐﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:47:02 1:40:14
ハーフA男子 197 218 多良　久 ﾀﾗ ﾋｻｼ 宮崎県 小林市 0:47:58 1:40:15
ハーフA男子 198 470 有村　博文 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 公務員 福岡県 久留米市 0:48:29 1:40:17
ハーフA男子 199 236 渡辺　克己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 大分陸協 大分県 佐伯市 0:48:18 1:40:17
ハーフA男子 200 403 佐野　有哉 ｻﾉ ﾄﾓﾔ 福岡県 久留米市 0:49:00 1:40:18
ハーフA男子 201 265 幸田　和貴 ｺｳﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ ＬＡＣ 福岡県 鞍手町 0:46:53 1:40:18
ハーフA男子 202 103 伊藤　茂喜 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 福岡県 北九州市 0:48:05 1:40:32
ハーフA男子 203 244 西村　圭介 ｹｲｽｹ ﾆｼﾑﾗ 福岡県 北九州市 0:48:21 1:40:37
ハーフA男子 204 95 森川　尚哉 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾔ 熊本県 熊本市 0:47:43 1:40:39
ハーフA男子 205 419 西岡　伸一 ﾆｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 熊本県 熊本市 0:46:47 1:40:41
ハーフA男子 206 149 千々和　圭一 ﾁﾁﾞﾜ ｹｲｲﾁ ウイングフット 福岡県 宗像市 0:48:25 1:40:45
ハーフA男子 207 183 岩井原　瑞穂 ｲﾜｲﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 福岡県 宗像市 0:46:46 1:40:58
ハーフA男子 208 285 脇　弘人 ﾜｷ ﾋﾛﾄ 鳥栖アスリート 佐賀県 鳥栖市 0:47:09 1:41:00
ハーフA男子 209 273 山根　一郎 ﾔﾏﾈ ｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:47:36 1:41:00
ハーフA男子 210 338 鍋山　兼一 ﾅﾍﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:47:56 1:41:02
ハーフA男子 211 680 岩下　隼人 ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 福岡県 福岡市 0:51:31 1:41:04
ハーフA男子 212 309 吉武　鑑泰 ﾖｼﾀｹ ｱｷﾋﾛ 福岡県 筑後市 0:48:00 1:41:14
ハーフA男子 213 334 山口　勝広 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:48:36 1:41:24
ハーフA男子 214 209 山城　宥介 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｽｹ ＴＺＢ 熊本県 玉名市 0:44:50 1:41:33
ハーフA男子 215 295 永留　昭彦 ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ｱｷﾋｺ 福岡県 福岡市 0:49:53 1:41:36
ハーフA男子 216 348 森　勝彦 ﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 福岡県庁 福岡県 北九州市 0:48:03 1:41:37
ハーフA男子 217 413 中村　正人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ ＢＥＬＩＥＶＥ 熊本県 熊本市 0:48:23 1:41:40
ハーフA男子 218 169 上田　滉平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福岡県 北九州市 0:46:18 1:41:41
ハーフA男子 219 238 近藤　光将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾏｻ 福岡県 春日市 0:47:56 1:41:43
ハーフA男子 220 132 井野　洋 ｲﾉ ﾋﾛｼ ＳＬＤＲＣ 福岡県 福岡市 0:47:13 1:41:45
ハーフA男子 221 323 福永　悠 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳ 福岡県 福岡市 0:46:42 1:41:49
ハーフA男子 222 662 西　龍史 ﾆｼ ﾘｭｳｼ ポレポレ 熊本県 熊本市 0:50:44 1:41:50
ハーフA男子 223 245 名越　誠 ﾅｺﾞｼ ﾏｺﾄ 熊本県 合志市 0:47:28 1:41:59
ハーフA男子 224 361 森田　大輔 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 福岡市 0:48:27 1:42:01
ハーフA男子 225 921 富田　英明 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県 福岡市 0:49:58 1:42:02
ハーフA男子 226 496 横田　真一 ﾖｺﾀ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:48:40 1:42:06
ハーフA男子 227 294 野田　慎一朗 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 久留米市 0:48:51 1:42:14
ハーフA男子 228 211 桑原　時矢 ｸﾜﾊﾗ ﾄｷﾔ 福岡県 久留米市 0:41:38 1:42:17
ハーフA男子 229 525 喜山　哲幸 ｷﾔﾏ ﾃﾂﾕｷ 福岡県 久留米市 0:48:09 1:42:19



ハーフA男子 230 539 猪口　耕成 ｲﾉｸﾁ ｺｳｾｲ 福岡県 大木町 0:49:10 1:42:20
ハーフA男子 231 81 大友　直樹 ｵｵﾄﾓ ﾅｵｷ チームＴＭＣ 宮崎県 宮崎市 0:43:51 1:42:28
ハーフA男子 232 254 辰口　信広 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 佐賀県 鳥栖市 0:48:10 1:42:35
ハーフA男子 233 321 谷口　一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 木彫刻谷口 福岡県 福岡市 0:47:12 1:42:37
ハーフA男子 234 282 日高　敬典 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾉﾘ 牟田病院 福岡県 福岡市 0:48:26 1:42:37
ハーフA男子 235 305 鎌田　洋一 ｶﾏﾀ ﾖｳｲﾁ 宮崎県 都城市 0:48:07 1:42:38
ハーフA男子 236 768 松山　一樹 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ 福岡県 古賀市 0:48:28 1:42:39
ハーフA男子 237 492 相良　忠昭 ｻｶﾞﾗ ﾀﾀﾞｱｷ ＳＭＣ 長崎県 佐世保市 0:49:43 1:42:43
ハーフA男子 238 297 林　雅彦 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋｺ 天神ＲＣ 福岡県 福岡市 0:47:05 1:42:44
ハーフA男子 239 881 足立　陽一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 黒田学園 福岡県 みやこ町 0:50:44 1:42:48
ハーフA男子 240 176 石崎　伸二 ｲｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 佐賀県 佐賀市 0:46:18 1:42:50
ハーフA男子 241 164 陣内　秀剛 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾖｼﾋｻ 佐賀県 佐賀市 0:45:37 1:42:53
ハーフA男子 242 190 氏田　徹 ｳｼﾞﾀ ﾄｵﾙ 福岡県 篠栗町 0:49:17 1:42:56
ハーフA男子 243 429 武村　拓哉 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾔ たけむら整骨院 長崎県 長崎市 0:48:55 1:43:03
ハーフA男子 244 185 田上　敏一 ﾀﾉｳｴ ﾄｼｶｽﾞ 上益城郡甲佐町 熊本県 甲佐町 0:44:41 1:43:06
ハーフA男子 245 212 樋口　樹心 ﾋｸﾞﾁ ｷｼﾝ 九州大学大学院 福岡県 福岡市 0:47:05 1:43:12
ハーフA男子 246 85 石田　正博 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 久留米市 0:48:38 1:43:14
ハーフA男子 247 303 東田　昌樹 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾏｻｷ 植木小学校 熊本県 熊本市 0:49:38 1:43:29
ハーフA男子 248 268 池田　浩一郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 熊本県 和水町 0:48:22 1:43:30
ハーフA男子 249 256 桑原　秀和 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チーム梅Ｚ 福岡県 福岡市 0:48:25 1:43:33
ハーフA男子 250 280 古賀　克利 ｺｶﾞ ｶﾂﾄｼ 福岡県 福岡市 0:49:31 1:43:37
ハーフA男子 251 213 田口　顕正 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ 久留米大学 福岡県 福岡市 0:43:57 1:43:45
ハーフA男子 252 274 齋藤　淳之介 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 福岡県 福岡市 0:47:33 1:43:48
ハーフA男子 253 318 重安　洸毅 ｼｹﾞﾔｽ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 0:47:19 1:43:51
ハーフA男子 254 1012 坂元　朗 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 佐賀県 神埼市 0:49:32 1:43:54
ハーフA男子 255 322 力丸　耕一 ﾘｷﾏﾙ ｺｳｲﾁ 福岡県 飯塚市 0:49:22 1:43:55
ハーフA男子 256 521 吉岡　祐誠 ﾖｼｵｶ ﾕｳｾｲ 熊本県 阿蘇市 0:48:55 1:44:16
ハーフA男子 257 203 久木原　元尚 ｸｷﾊﾗ ﾓﾄﾅｵ 福岡県 福岡市 0:48:39 1:44:21
ハーフA男子 258 304 竹田　修 ﾀｹﾀﾞ ｵｻﾑ 熊本県 熊本市 0:47:09 1:44:23
ハーフA男子 259 399 岡本　圭史 ｵｶﾓﾄ ｹｲｼ 福岡県 北九州市 0:48:10 1:44:26
ハーフA男子 260 411 中原　勝二 ﾅｶﾊﾗ ｶﾂｼﾞ チームプラケン 福岡県 福岡市 0:50:35 1:44:29
ハーフA男子 261 279 池田　和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ よかてんき会 福岡県 須惠町 0:49:50 1:44:30
ハーフA男子 262 242 入江　清晃 ｲﾘｴ ｷﾖｱｷ 長崎県 佐世保市 0:46:48 1:44:31
ハーフA男子 263 360 有江　勝成 ｱﾘｴ ｶﾂﾅﾘ ビリ－ブ 熊本県 熊本市 0:49:38 1:44:35
ハーフA男子 264 250 光森　伸一 ﾐﾂﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 岡山県 岡山市 0:47:28 1:44:36
ハーフA男子 265 468 八尋　浩一 ﾔﾋﾛ ｺｳｲﾁ 福岡県 大野城市 0:49:39 1:44:42
ハーフA男子 266 232 木村　彰宏 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ ＢＥＬＩＥＶＥ 熊本県 熊本市 0:50:08 1:44:45
ハーフA男子 267 762 藤木　竜 ﾌｼﾞｷ ﾘｭｳ 福岡県 宇美町 0:48:57 1:44:53
ハーフA男子 268 229 小山　健生 ｵﾔﾏ ｹﾝｾｲ 熊本県 熊本市 0:50:15 1:44:59



ハーフA男子 269 32 大橋　隼人 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 福岡県 福岡市 0:40:30 1:45:05
ハーフA男子 270 697 今里　邦浩 ｲﾏｻﾄ ｸﾆﾋﾛ アグリーズ 福岡県 久山町 0:52:37 1:45:16
ハーフA男子 271 353 植村　のぶあき ｳｴﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 鹿児島県 鹿児島市 0:50:16 1:45:23
ハーフA男子 272 215 阿部　昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 福津市 0:45:32 1:45:42
ハーフA男子 273 281 宮本　力 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ 長崎県 諫早市 0:47:16 1:45:42
ハーフA男子 274 717 薄　裕一郎 ｽｽｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:51:20 1:45:52
ハーフA男子 275 290 田代　文二 ﾀｼﾛ ﾌﾞﾝｼﾞ 松井建設 福岡県 福岡市 0:48:50 1:46:08
ハーフA男子 276 366 坂本　孝 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 福岡県 福岡市 0:49:40 1:46:09
ハーフA男子 277 278 牛島　知之 ｳｼｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 久留米市 0:48:18 1:46:15
ハーフA男子 278 368 川原　勝樹 ｶﾜﾊﾗ ｶﾂｷ 福岡県 八女市 0:52:21 1:46:15
ハーフA男子 279 270 久保田　敬典 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾉﾘ 南ケ丘病院 福岡県 福岡市 0:51:07 1:46:18
ハーフA男子 280 501 岡林　誠治 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 福岡県 福岡市 0:51:44 1:46:20
ハーフA男子 281 357 有松　靖弘 ｱﾘﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ ウィングス 福岡県 北九州市 0:49:39 1:46:26
ハーフA男子 282 349 小畑　正浩 ｺﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 春日市 0:51:55 1:46:26
ハーフA男子 283 217 白浜　智基 ｼﾗﾊﾏ ﾄﾓｷ 博多高校 福岡県 福岡市 0:49:16 1:46:28
ハーフA男子 284 477 神矢　直樹 ｶﾐﾔ ﾅｵｷ 福岡県 大野城市 0:51:33 1:46:30
ハーフA男子 285 142 白石　孝博 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 うきは市 0:47:12 1:46:39
ハーフA男子 286 219 上村　武 ｳｴﾑﾗ ﾀｹｼ 福岡陸協 福岡県 福岡市 0:47:25 1:46:39
ハーフA男子 287 302 白石　剛 ｼﾗｲｼ ﾂﾖｼ サンフラン 熊本県 熊本市 0:50:41 1:46:45
ハーフA男子 288 575 瀧口　龍一郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:52:10 1:46:51
ハーフA男子 289 582 菅崎　優弥 ｽｶﾞｻｷ ﾕｳﾔ ニューオータニ 福岡県 久留米市 0:47:29 1:46:52
ハーフA男子 290 296 鰀貴　敏行 ﾖﾉｷ ﾄｼﾕｷ 福岡県 福岡市 0:50:01 1:46:53
ハーフA男子 291 435 田中　公大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 大川市 0:50:22 1:46:59
ハーフA男子 292 346 久保山　勝 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾏｻﾙ ＩＴＯマラ 福岡県 福岡市 0:52:04 1:47:05
ハーフA男子 293 537 江上　潔 ｴｶﾞﾐ ｷﾖｼ 西南大川島会 福岡県 福津市 0:51:01 1:47:06
ハーフA男子 294 311 坂本　憲昭 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 熊本県 宇城市 0:48:29 1:47:07
ハーフA男子 295 320 井上　亀明 ｲﾉｳｴ ｶﾒｱｷ 日田市 大分県 日田市 0:47:56 1:47:11
ハーフA男子 296 770 中島　弘喜 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｷ 佐賀県 佐賀市 0:50:56 1:47:22
ハーフA男子 297 354 山中　晋一郎 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京エレクトロ 熊本県 菊陽町 0:48:30 1:47:26
ハーフA男子 298 412 中山　真介 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｽｹ 日本プロテック 福岡県 福岡市 0:49:39 1:47:31
ハーフA男子 299 289 天野　浩一 ｱﾏﾉ ｺｳｲﾁ 福岡県 岡垣町 0:50:30 1:47:34
ハーフA男子 300 347 山田　智之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 熊本県 熊本市 0:50:10 1:47:38
ハーフA男子 301 472 紫原　剛 ｼﾊﾗ ｺﾞｳ 聖マリア病院 福岡県 久留米市 0:50:22 1:47:39
ハーフA男子 302 763 髙橋　秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 大分県 大分市 0:51:22 1:47:39
ハーフA男子 303 74 谷本　章 ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾗ （株）伊藤園 福岡県 福岡市 0:46:17 1:47:43
ハーフA男子 304 750 中原　隆浩 ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ ファーストカム 熊本県 熊本市 0:50:53 1:47:45
ハーフA男子 305 397 古賀　英敬 ｺｶﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 福岡県 福岡市 0:50:27 1:47:58
ハーフA男子 306 404 吉田　智樹 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ チーム８０ 福岡県 久留米市 0:51:25 1:48:02
ハーフA男子 307 423 古川　宏樹 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ 熊本県 山鹿市 0:50:41 1:48:03



ハーフA男子 308 1047 斉藤　伸一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 第一生命久留米 福岡県 久留米市 0:49:43 1:48:09
ハーフA男子 309 363 大内田　貴之 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 福岡県 久山町 0:50:21 1:48:14
ハーフA男子 310 574 山下　彰友 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾄﾓ 熊本県 玉名市 0:51:26 1:48:20
ハーフA男子 311 387 右近　剛司 ｳｺﾝ ﾀｹｼ イケヒコ 佐賀県 佐賀市 0:49:32 1:48:24
ハーフA男子 312 275 高野　英才 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 熊本県 熊本市 0:49:33 1:48:29
ハーフA男子 313 600 内野　拓真 ｳﾁﾉ ﾀｸﾏ ＣＴＣ 福岡県 福岡市 0:51:58 1:48:30
ハーフA男子 314 760 小林　友樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 佐賀県 基山町 0:53:08 1:48:30
ハーフA男子 315 538 池上　徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 横浜市 0:54:00 1:48:32
ハーフA男子 316 352 永野　義人 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾄ 鹿児島県 鹿児島市 0:50:27 1:48:34
ハーフA男子 317 417 芝尾　昂大 ｼﾊﾞｵ ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 福岡市 0:49:23 1:48:35
ハーフA男子 318 271 山田　信裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県 北九州市 0:51:17 1:48:36
ハーフA男子 319 386 吉岡　修 ﾖｼｵｶ ｵｻﾑ 佐賀県 佐賀市 0:51:29 1:48:40
ハーフA男子 320 246 古賀　幸喜 ｺｶﾞ ｺｳｷ 福岡県 福岡市 0:51:49 1:48:44
ハーフA男子 321 536 義経　裕生 ﾖｼﾂﾈ ﾕｳｷ ハイライダー 福岡県 篠栗町 0:50:24 1:48:51
ハーフA男子 322 405 猪口　修一 ｲﾉｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ ＳＷＩＴＣＨ 福岡県 粕屋町 0:51:00 1:48:52
ハーフA男子 323 560 薄　洋次 ｽｽｷ ﾖｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:52:26 1:48:53
ハーフA男子 324 531 木原　盛人 ｷﾊﾗ ﾓﾘﾄ 福岡県 福岡市 0:52:11 1:48:59
ハーフA男子 325 376 坂口　和久 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ パソナ 福岡県 福岡市 0:52:49 1:49:00
ハーフA男子 326 174 古賀　裕二 ｺｶﾞ ﾕｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:52:08 1:49:01
ハーフA男子 327 493 八谷　光展 ﾊﾁﾔ ﾐﾂﾋﾛ 福岡県 小郡市 0:52:13 1:49:01
ハーフA男子 328 601 岩熊　保嗣 ｲﾜｸﾏ ﾔｽｼ 福岡県 鞍手町 0:50:07 1:49:02
ハーフA男子 329 480 深川　慎也 ﾌｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 熊本県 熊本市 0:50:42 1:49:10
ハーフA男子 330 283 和田　雅臣 ﾜﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 大分県 大分市 0:48:57 1:49:15
ハーフA男子 331 500 岩﨑　博之 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ くまで会計 福岡県 福岡市 0:52:49 1:49:22
ハーフA男子 332 428 なかの　ともゆき ﾅｶﾉ ﾄﾓﾕｷ 長崎県 佐世保市 0:48:37 1:49:24
ハーフA男子 333 394 前畠　良智 ﾏｴﾊﾀ ﾖｼﾄﾓ 鹿児島県 鹿児島市 0:50:53 1:49:34
ハーフA男子 334 315 行徳　博貴 ｷﾞｮｳﾄｸ ﾋﾛｷ 福岡県 うきは市 0:48:24 1:49:37
ハーフA男子 335 286 平川　雅章 ﾋﾗｶﾜ ﾏｻｱｷ 三井不動産レジ 福岡県 福岡市 0:51:48 1:49:39
ハーフA男子 336 774 新里　拓也 ｼﾝｻﾞﾄ ﾀｸﾔ 佐賀県 佐賀市 0:53:45 1:49:41
ハーフA男子 337 504 柴田　知 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 福岡県 福岡市 0:52:25 1:49:43
ハーフA男子 338 167 石隈　弘通 ｲｼｸﾏ ﾋﾛﾐﾁ 福岡県 福岡市 0:49:36 1:50:05
ハーフA男子 339 158 中谷　秀幸 ﾅｶﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ 大分陸協 大分県 大分市 0:47:06 1:50:07
ハーフA男子 340 335 江頭　了 ｴｶﾞｼﾗ ｻﾄﾙ 佐賀県 鳥栖市 0:49:37 1:50:11
ハーフA男子 341 478 大場　聖敏 ｵｵﾊﾞ ｷﾖﾄｼ ＵＫデンタル 佐賀県 鳥栖市 0:50:34 1:50:16
ハーフA男子 342 333 高田　浩一 ﾀｶﾀ ｺｳｲﾁ 福岡県 福岡市 0:49:07 1:50:17
ハーフA男子 343 227 甲斐　宏紀 ｶｲ ﾋﾛｷ 福岡県 篠栗町 0:50:18 1:50:18
ハーフA男子 344 527 富高　亮太 ﾄﾐﾀｶ ﾘｮｳﾀ 福岡県 北九州市 0:48:32 1:50:25
ハーフA男子 345 384 西村　健司 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県 久留米市 0:53:34 1:50:27
ハーフA男子 346 602 山本　耕一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 福岡県 春日市 0:53:16 1:50:28



ハーフA男子 347 441 勝目　雄樹 ｶﾂﾒ ﾕｳｷ 福岡県 春日市 0:47:32 1:50:30
ハーフA男子 348 753 中野　宏治 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾊﾙ 福岡県 福岡市 0:53:13 1:50:35
ハーフA男子 349 583 山川　清則 ﾔﾏｶﾜ ｷﾖﾉﾘ コンメッド 広島県 広島市 0:51:53 1:50:37
ハーフA男子 350 645 中村　成秀 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾘﾋﾃﾞ 福岡県 筑紫野市 0:52:13 1:50:43
ハーフA男子 351 695 川口　安人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔｽﾄ 福岡県 福岡市 0:54:32 1:50:46
ハーフA男子 352 437 東　祐輔 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｽｹ 山口県 下関市 0:51:54 1:50:47
ハーフA男子 353 852 能間　信之介 ﾉｳﾏ ｼﾝﾉｽｹ 福岡県 小郡市 0:53:42 1:50:54
ハーフA男子 354 351 赤山　久宣 ｱｶﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 大分県 日出町 0:54:41 1:50:56
ハーフA男子 355 506 平田　裕一郎 ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福岡県 北九州市 0:52:01 1:51:02
ハーフA男子 356 388 田川　詳治 ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 坂本産業（株） 福岡県 春日市 0:51:01 1:51:08
ハーフA男子 357 566 大熊　淳 ｵｵｸﾏ ｼﾞｭﾝ 福岡県 筑紫野市 0:48:37 1:51:14
ハーフA男子 358 1002 岡内　嘉利 ｵｶｳﾁ ﾖｼｶｽﾞ 大分県 中津市 0:53:55 1:51:20
ハーフA男子 359 581 矢野　亮 ﾔﾉ ｱｷﾗ 福岡県 春日市 0:54:18 1:51:23
ハーフA男子 360 761 鬼塚　泰正 ｵﾆﾂﾞｶ ﾔｽﾏｻ 福岡県 那珂川市 0:52:51 1:51:23
ハーフA男子 361 679 栗林　護栄 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾓﾘﾖｼ 小郡走ろう会 福岡県 小郡市 0:54:36 1:51:26
ハーフA男子 362 372 秋山　和孝 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 長崎県 長崎市 0:52:35 1:51:30
ハーフA男子 363 725 野口　博徳 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 長崎県 大村市 0:54:25 1:51:41
ハーフA男子 364 872 志賀　光太 ｼｶﾞ ｺｳﾀ 福岡県 大野城市 0:54:32 1:51:42
ハーフA男子 365 425 井上　庄一 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｲﾁ エスアイ企画 宮崎県 日向市 0:51:06 1:51:45
ハーフA男子 366 1048 小林　佳祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 第一生命久留米 福岡県 久留米市 0:49:13 1:51:48
ハーフA男子 367 723 福島　明憲 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾉﾘ 福岡県 春日市 0:53:46 1:51:51
ハーフA男子 368 775 中河　慎吾 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 佐賀県 佐賀市 0:48:36 1:51:51
ハーフA男子 369 317 原田　匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 熊本県 玉東町 0:54:26 1:51:53
ハーフA男子 370 462 嶌田　斉人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 福岡県 福岡市 0:51:08 1:51:55
ハーフA男子 371 730 黒澤　大 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾙ Ｌｕｓｔｅｒ 富山県 富山市 0:53:29 1:51:59
ハーフA男子 372 788 野津　繁昭 ﾉﾂﾞ ｼｹﾞｱｷ ファルカタリア 山口県 下関市 0:52:43 1:52:01
ハーフA男子 373 340 別府　洋一郎 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾖｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:52:19 1:52:02
ハーフA男子 374 463 井上　元博 ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾋﾛ 宗像走ろう会 福岡県 福津市 0:51:40 1:52:08
ハーフA男子 375 380 福岡　剛 ﾌｸｵｶ ﾂﾖｼ 福岡県 大牟田市 0:52:08 1:52:10
ハーフA男子 376 341 大羽　政利 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 福岡県 北九州市 0:53:19 1:52:11
ハーフA男子 377 424 遠藤　彰宏 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:48:17 1:52:16
ハーフA男子 378 518 大熊　康平 ｵｵｸﾞﾏ ｺｳﾍｲ 福岡県 福岡市 0:55:17 1:52:16
ハーフA男子 379 461 冨永　勝男 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾂｵ 熊本県 菊池市 0:54:35 1:52:21
ハーフA男子 380 733 堀之内　英明 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県 福岡市 0:50:29 1:52:25
ハーフA男子 381 343 小野　洋一 ｵﾉ ﾖｳｲﾁ ＮＴＴ 福岡県 福岡市 0:52:22 1:52:27
ハーフA男子 382 410 川上　領次 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:52:18 1:52:29
ハーフA男子 383 379 河野　崇徳 ｶﾜﾉ ﾀｶﾉﾘ 宮崎県 宮崎市 0:52:23 1:52:32
ハーフA男子 384 141 三原　幸一郎 ﾐﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:48:57 1:52:32
ハーフA男子 385 511 内野　文彦 ｳﾁﾉ ﾌﾐﾋｺ 福岡県 大野城市 0:53:17 1:52:33



ハーフA男子 386 147 古川　基範 ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾉﾘ 室見川 福岡県 福岡市 0:51:05 1:52:36
ハーフA男子 387 458 大野　恭平 ｵｵﾉ ｷｮｳﾍｲ 福岡講倫館高校 福岡県 福岡市 0:54:41 1:52:37
ハーフA男子 388 453 原　英則 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 前田塾 福岡県 福岡市 0:53:44 1:52:39
ハーフA男子 389 145 平本　誠二 ﾋﾗﾓﾄ ｾｲｼﾞ 福岡県 福岡市 0:48:39 1:52:43
ハーフA男子 390 542 中村　昭治 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 福岡県 久留米市 0:53:04 1:52:47
ハーフA男子 391 466 愛下　浩一朗 ｱｲｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県 久留米市 0:54:54 1:52:47
ハーフA男子 392 522 西村　裕二 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 福岡県 大牟田市 0:53:35 1:52:51
ハーフA男子 393 551 坂田　敬 ｻｶﾀﾞ ﾀｶｼ チームコトブキ 福岡県 福岡市 0:53:38 1:52:53
ハーフA男子 394 298 倉数　誠 ｸﾗｶｽﾞ ﾏｺﾄ 熊本県 荒尾市 0:52:32 1:53:00
ハーフA男子 395 332 宮本　茂克 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞｶﾂ 日電検陸上部 福岡県 筑紫野市 0:54:37 1:53:09
ハーフA男子 396 495 木口　賢生 ｷｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ 一匹イノシシ 熊本県 荒尾市 0:52:43 1:53:11
ハーフA男子 397 427 中川　基久夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｸｵ 福岡県 うきは市 0:52:28 1:53:17
ハーフA男子 398 225 松木　勉 ﾏﾂｷ ﾂﾄﾑ 福岡県 筑紫野市 0:55:37 1:53:18
ハーフA男子 399 553 多賀　昭男 ﾀｶﾞ ｱｷｵ 熊本県 熊本市 0:54:22 1:53:32
ハーフA男子 400 482 粟戸　秀之 ｱﾜﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 福岡県 福岡市 0:49:52 1:53:36
ハーフA男子 401 436 藤本　邦夫 ﾌｼﾞﾓﾄ ｸﾆｵ 福岡県 北九州市 0:52:45 1:53:41
ハーフA男子 402 614 神谷　悟 ｺｳﾔ ｻﾄﾙ 福岡県 福岡市 0:55:07 1:53:42
ハーフA男子 403 635 丸田　幸助 ﾏﾙﾀ ｺｳｽｹ 福岡県 大野城市 0:55:13 1:53:43
ハーフA男子 404 385 添島　寛隆 ｿｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 久留米市 0:52:52 1:53:43
ハーフA男子 405 375 冨永　博紀 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 福岡県 久留米市 0:50:11 1:53:57
ハーフA男子 406 337 中牟田　康 ﾅｶﾑﾀ ﾔｽｼ 福岡県 福岡市 0:54:12 1:53:58
ハーフA男子 407 329 江嵜　智宏 ｴｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 高視特だ 福岡県 宇美町 0:48:13 1:54:01
ハーフA男子 408 619 伊野波　諭 ｲﾉﾊ ｻﾄｼ 福岡県 福岡市 0:54:11 1:54:10
ハーフA男子 409 919 宮部　太介 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｲｽｹ 早津江郵便局 佐賀県 佐賀市 0:53:18 1:54:11
ハーフA男子 410 407 栗田　知幸 ｸﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 福岡市 0:51:19 1:54:16
ハーフA男子 411 420 高浪　悠介 ﾀｶﾅﾐ ﾕｳｽｹ 福岡県 宗像市 0:50:14 1:54:17
ハーフA男子 412 228 荒木　章宏 ｱﾗｷ ｱｷﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:52:21 1:54:28
ハーフA男子 413 448 安部　慶太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 福岡県 福岡市 0:53:54 1:54:31
ハーフA男子 414 649 古賀　勝敏 ｺｶﾞ ｶﾂﾄｼ 福岡県 北九州市 0:52:20 1:54:36
ハーフA男子 415 207 加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 福岡県 福岡市 0:51:24 1:54:38
ハーフA男子 416 464 古賀　秀策 ｺｶﾞ ｼｭｳｻｸ 福岡県 太宰府市 0:54:40 1:54:39
ハーフA男子 417 277 田中　正徳 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 福岡県 春日市 0:53:19 1:54:41
ハーフA男子 418 455 屋田　直哉 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 福岡県 福岡市 0:52:55 1:54:43
ハーフA男子 419 257 西出　裕輔 ﾆｼﾃﾞ ﾕｳｽｹ にしで歯科 福岡県 久留米市 0:53:59 1:54:51
ハーフA男子 420 263 内藤　修 ﾅｲﾄｳ ｵｻﾑ 福岡県 福岡市 0:48:49 1:54:51
ハーフA男子 421 585 森園　宗宏 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾑﾈﾋﾛ 佐賀県 みやき町 0:53:50 1:54:52
ハーフA男子 422 541 菅原　宏智 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄﾓ 福岡県 福岡市 0:54:24 1:54:56
ハーフA男子 423 528 吉村　博 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:53:08 1:55:01
ハーフA男子 424 481 森川　崇弘 ﾓﾘｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 久留米市 0:53:02 1:55:07



ハーフA男子 425 235 松永　章 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 佐賀農業公社 佐賀県 佐賀市 0:49:56 1:55:08
ハーフA男子 426 569 永尾　哲彦 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂﾋｺ 福岡県 大川市 0:53:00 1:55:08
ハーフA男子 427 777 古川　耕次 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ 福岡県 大木町 0:54:43 1:55:11
ハーフA男子 428 445 尾畑　圭一 ｵﾊﾞﾀ ｹｲｲﾁ 十文字中学校 福岡県 朝倉市 0:53:04 1:55:14
ハーフA男子 429 426 竹下　真広 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 久留米市 0:50:54 1:55:21
ハーフA男子 430 194 西川　康平 ﾆｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 久留米東陸上部 福岡県 久留米市 0:51:27 1:55:23
ハーフA男子 431 144 岡崎　寛実 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 信愛ＲＣ 佐賀県 佐賀市 0:44:03 1:55:26
ハーフA男子 432 708 土居　玄希 ﾄﾞｲ ｹﾞﾝｷ 鹿島道路 福岡県 太宰府市 0:53:55 1:55:27
ハーフA男子 433 222 阿波　智彦 ｱﾜ ﾄﾓﾋｺ 東京都 世田谷区 0:54:09 1:55:39
ハーフA男子 434 509 永山　勇 ﾅｶﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 福岡県 春日市 0:53:29 1:55:40
ハーフA男子 435 533 小薗　裕太郎 ｺｿﾞﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 熊本県 熊本市 0:50:24 1:55:45
ハーフA男子 436 929 髙木　惇生 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｷ 福岡県 北九州市 0:52:40 1:55:48
ハーフA男子 437 780 村上　裕二 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞ 福岡県 久留米市 0:58:51 1:55:49
ハーフA男子 438 499 城崎　敬祐 ｼﾞｮｳｻﾞｷ ｹｲｽｹ 島根県 浜田市 0:50:40 1:55:54
ハーフA男子 439 688 箱田　邦夫 ﾊｺﾀﾞ ｸﾆｵ 箱田エステート 福岡県 福岡市 0:58:09 1:55:58
ハーフA男子 440 638 今井　顯 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 福岡県 北九州市 0:59:17 1:56:04
ハーフA男子 441 778 森山　喬史 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 佐賀県 鳥栖市 0:57:14 1:56:06
ハーフA男子 442 446 長尾　民穂 ﾅｶﾞｵ ﾀﾐﾎ サンフラン熊本 熊本県 菊陽町 0:56:02 1:56:09
ハーフA男子 443 1 上野　幸康 ｳｴﾉ ﾕｷﾔｽ 熊本県 熊本市 0:54:35 1:56:12
ハーフA男子 444 608 前田　日出男 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 熊本県 玉名市 0:55:02 1:56:16
ハーフA男子 445 276 小石原　隆史 ｺｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ グリット 福岡県 福岡市 0:50:18 1:56:18
ハーフA男子 446 487 江島　正剛 ｴｼﾏ ｾｲｺﾞ キャセイ 大阪府 豊中市 0:53:54 1:56:19
ハーフA男子 447 359 松本　義幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 福岡県 大野城市 0:55:21 1:56:21
ハーフA男子 448 639 高村　三善 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾖｼ 熊本県 熊本市 0:51:51 1:56:23
ハーフA男子 449 356 淺井　逸郎 ｱｻｲ ｲﾂﾛｳ ＮＩＦＳ 鹿児島県 鹿屋市 0:52:43 1:56:25
ハーフA男子 450 754 武市　真太朗 ﾀｹｲﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県 福岡市 0:58:45 1:56:25
ハーフA男子 451 678 新尾　栄樹 ｱﾗｵ ﾋﾃﾞｷ 福岡県 北九州市 0:56:01 1:56:28
ハーフA男子 452 489 松尾　剛志 ﾏﾂｵ ﾀｹｼ 福岡県 大野城市 0:54:34 1:56:32
ハーフA男子 453 731 松本　将弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 那珂川市 0:55:11 1:56:32
ハーフA男子 454 301 井本　達成 ｲﾓﾄ ﾀﾂﾅﾘ 福岡県 福岡市 0:53:38 1:56:32
ハーフA男子 455 598 溝添　孝一 ﾐｿﾞｿﾞｴ ｺｳｲﾁ 福岡県 福岡市 0:56:13 1:56:33
ハーフA男子 456 490 新井　典博 ｱﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:56:35 1:56:33
ハーフA男子 457 767 岩成　大河 ｲﾜﾅﾘ ﾀｲｶﾞ 福岡県 久留米市 0:53:07 1:56:41
ハーフA男子 458 460 武田　悦雄 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｵ 八王子走ろう会 福岡県 福岡市 0:53:48 1:56:43
ハーフA男子 459 383 前田　政勝 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 長崎県 島原市 0:54:20 1:56:46
ハーフA男子 460 488 三鍋　賢一郎 ﾐﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 久留米市 0:57:48 1:56:51
ハーフA男子 461 510 小路　浩貴 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 0:52:46 1:56:51
ハーフA男子 462 764 鍋島　篤司 ﾅﾍﾞｼﾏ ｱﾂｼ 福岡県 福岡市 0:53:12 1:56:53
ハーフA男子 463 316 田中　和久 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｻ 竹中工務店 福岡県 春日市 0:52:31 1:56:56



ハーフA男子 464 823 小松　博文 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾌﾐ 熊本県 南関町 0:58:32 1:57:04
ハーフA男子 465 650 坂木　久佳 ｻｶｷ ﾋｻﾖｼ 福岡県 糸島市 0:57:15 1:57:05
ハーフA男子 466 865 山口　順一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ シーマ走友会 福岡県 久留米市 0:56:27 1:57:12
ハーフA男子 467 607 江崎　昇二 ｴｻｷ ｼｮｳｼﾞ 久留米高専 福岡県 筑後市 0:54:28 1:57:20
ハーフA男子 468 711 池邨　浩司 ｲｹﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県 飯塚市 0:55:37 1:57:24
ハーフA男子 469 572 金森　勝利 ｶﾅﾓﾘ ｶﾂﾄｼ 福岡県 福岡市 0:56:02 1:57:25
ハーフA男子 470 591 鬼束　真吾 ｵﾆﾂｶ ｼﾝｺﾞ 福岡県 大木町 0:56:35 1:57:26
ハーフA男子 471 494 福山　道和 ﾌｸﾔﾏ ﾐﾁｶｽﾞ 福岡県 福岡市 0:54:24 1:57:33
ハーフA男子 472 365 宝珠山　厚生 ﾎｳｼﾔﾏ ｱﾂｵ 宮崎県 延岡市 0:53:37 1:57:37
ハーフA男子 473 182 吉川　大輔 ｷｯｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 北九州市 0:48:30 1:57:44
ハーフA男子 474 502 熊本　洋 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:56:33 1:57:45
ハーフA男子 475 687 久保田　伸一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 東京都 江東区 0:57:42 1:57:49
ハーフA男子 476 556 村上　秀幸 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ ランナーズ宮崎 宮崎県 宮崎市 0:54:22 1:57:56
ハーフA男子 477 707 松島　章雄 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾐｵ 福岡県 福岡市 0:56:30 1:58:10
ハーフA男子 478 685 宮本　宏司 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＦＡＮＳ 長崎県 佐世保市 0:56:42 1:58:15
ハーフA男子 479 874 内田　啓介 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 福岡県 久留米市 0:59:18 1:58:22
ハーフA男子 480 206 糸瀬　文彦 ｲﾄｾ ﾌﾐﾋｺ 福岡県 福岡市 0:54:37 1:58:23
ハーフA男子 481 654 御手洗　竜太 ﾐﾀﾗｲ ﾘｭｳﾀ ＣＴＣ 福岡県 福岡市 0:52:32 1:58:28
ハーフA男子 482 364 浅井　正義 ｱｻｲ ﾏｻﾖｼ 佐賀県 佐賀市 0:55:20 1:58:28
ハーフA男子 483 590 東房　三喜彦 ﾄｳﾎﾞｳ ﾐｷﾋｺ 福岡県 行橋市 0:56:12 1:58:31
ハーフA男子 484 692 永沼　修一 ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｲﾁ 福岡県 大野城市 0:57:49 1:58:35
ハーフA男子 485 516 川端　大介 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 大牟田市 0:52:20 1:58:39
ハーフA男子 486 484 下瀬　茂男 ｼﾓｾ ｼｹﾞｵ 福岡県 久留米市 0:52:53 1:58:40
ハーフA男子 487 738 世利　浩志 ｾﾘ ﾋﾛｼ 暁会 福岡県 大野城市 0:56:24 1:58:44
ハーフA男子 488 667 末永　将一 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 福岡市 0:56:51 1:58:47
ハーフA男子 489 673 勝田　清実 ｶﾂﾀ ｷﾖﾐ 福岡県 直方市 0:57:19 1:58:49
ハーフA男子 490 719 長野　隆志 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼ ランテック 福岡県 福岡市 0:56:25 1:58:52
ハーフA男子 491 677 岩本　浩史 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 福岡県 福岡市 0:58:08 1:58:58
ハーフA男子 492 846 松尾　善也 ﾏﾂｵ ｾﾞﾝﾔ 福岡県 福岡市 0:57:34 1:59:00
ハーフA男子 493 469 持永　晴樹 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 福岡県 志免町 0:51:45 1:59:01
ハーフA男子 494 968 岡　昌平 ｵｶ ｼｮｳﾍｲ （株）デンヒチ 福岡県 筑紫野市 0:56:01 1:59:04
ハーフA男子 495 377 犬童　直哉 ｲﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ チームコトブキ 熊本県 人吉市 0:56:21 1:59:11
ハーフA男子 496 393 宮下　恒光 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾈﾐﾂ 九州大学 福岡県 福岡市 0:56:56 1:59:15
ハーフA男子 497 324 大島　聡矩 ｵｵｼﾏ ﾄｼﾉﾘ 熊本県 宇土市 0:47:28 1:59:17
ハーフA男子 498 803 林田　正一郎 ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 長崎県 大村市 0:55:25 1:59:17
ハーフA男子 499 609 秋吉　雄三 ｱｷﾖｼ ﾕｳｿﾞｳ 福岡県 福岡市 0:53:53 1:59:19
ハーフA男子 500 689 水落　雄大 ﾐｽﾞｵﾁ ﾕｳﾀ ＢＡＮＳ 福岡県 柳川市 0:54:30 1:59:21
ハーフA男子 501 272 堀江　靖洋 ﾎﾘｴ ﾔｽﾋﾛ 宗像走ろう会 福岡県 福津市 0:56:46 1:59:23
ハーフA男子 502 459 冨永　雅博 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 長崎県 長崎市 0:54:38 1:59:25



ハーフA男子 503 669 小林　明央 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 福岡県 小郡市 0:57:23 1:59:26
ハーフA男子 504 474 嶋津　賢士 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｼ 大分県 豊後大野市 0:57:46 1:59:30
ハーフA男子 505 592 餅井　誠 ﾓﾁｲ ﾏｺﾄ 福岡県 遠賀町 0:57:18 1:59:33
ハーフA男子 506 640 山名　透 ﾔﾏﾅ ﾄｵﾙ 福岡県 福岡市 0:58:01 1:59:34
ハーフA男子 507 580 深見　一郎 ﾌｶﾐ ｲﾁﾛｳ 福岡友走会 福岡県 大野城市 0:56:04 1:59:35
ハーフA男子 508 625 井田　明則 ｲﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 長崎県 時津町 0:56:51 1:59:36
ハーフA男子 509 973 浅見　剛吉 ｱｻﾐ ﾀｹﾖｼ 福岡県 福岡市 0:56:00 1:59:38
ハーフA男子 510 398 田中　拓 ﾀﾅｶ ﾀｸ 福岡県 久留米市 0:52:36 1:59:42
ハーフA男子 511 520 松原　文男 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｵ 福岡県 久山町 0:50:48 1:59:45
ハーフA男子 512 694 永島　慎也 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝﾔ 福岡県 福津市 0:57:11 1:59:55
ハーフA男子 513 439 永尾　真明 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｱｷ 福岡県 筑後市 0:53:40 2:00:00
ハーフA男子 514 629 安東　秀典 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 道草会 福岡県 福岡市 0:59:51 2:00:01
ハーフA男子 515 593 栗屋　淳一 ｸﾘﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:56:00 2:00:03
ハーフA男子 516 765 徳永　拓也 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 福岡県 筑後市 0:53:14 2:00:10
ハーフA男子 517 655 藤丸　浩輔 ﾌｼﾞﾏﾙ ｺｳｽｹ 真珠園療養所 長崎県 西海市 0:55:33 2:00:11
ハーフA男子 518 371 井手　章裕 ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:57:30 2:00:14
ハーフA男子 519 562 石谷　孝 ｲｼﾀﾆ ｺｳ 熊本県 熊本市 0:55:34 2:00:14
ハーフA男子 520 604 古賀　修二 ｺｶﾞ ｼｭｳｼﾞ ミレヌアムスタ 福岡県 福岡市 0:56:03 2:00:21
ハーフA男子 521 554 上原　昌博 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ＡＣコンサル 熊本県 熊本市 0:54:33 2:00:26
ハーフA男子 522 358 有吉　宏 ｱﾘﾖｼ ﾋﾛｼ 福岡県 岡垣町 0:58:20 2:00:38
ハーフA男子 523 589 瀧本　晃 ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾗ 福岡県 春日市 0:55:29 2:00:43
ハーフA男子 524 646 中川　剛 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾞｳ ミライズ 福岡県 福岡市 0:55:28 2:00:46
ハーフA男子 525 611 畑井　良和 ﾊﾀｲ ﾖｼｶｽﾞ 福岡県 大野城市 0:55:24 2:00:49
ハーフA男子 526 795 矢野　巌 ﾔﾉ ｲﾜｵ 山口県 下関市 0:56:33 2:00:54
ハーフA男子 527 675 小櫻　康隆 ｺｻﾞｸﾗ ﾔｽﾀｶ 福岡県 福岡市 0:56:19 2:00:56
ハーフA男子 528 918 島田　英明 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県 福岡市 0:56:08 2:01:03
ハーフA男子 529 621 前原　功治 ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県 宗像市 0:58:32 2:01:07
ハーフA男子 530 559 藤村　睦 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾄﾙ ＰＭＲＪＣ 熊本県 熊本市 0:59:06 2:01:09
ハーフA男子 531 927 伊吹　健吾 ｲﾌﾞｷ ｹﾝｺﾞ 福岡県 福岡市 1:01:39 2:01:11
ハーフA男子 532 336 下山　政喜 ｼﾓﾔﾏ ﾏｻｷ ＦＣランナーズ 福岡県 福岡市 0:53:06 2:01:12
ハーフA男子 533 887 三満田　巧 ﾐﾏﾝﾀﾞ ｺｳ 福岡県 北九州市 0:58:33 2:01:16
ハーフA男子 534 670 藏多喜　真一郎 ｸﾗﾀｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山口県 柳井市 0:55:39 2:01:22
ハーフA男子 535 907 福永　光希 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 熊本県 人吉市 0:58:46 2:01:25
ハーフA男子 536 550 近藤　義則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 広島県 府中市 0:55:10 2:01:25
ハーフA男子 537 264 井手　亨 ｲﾃﾞ ﾄｵﾙ 福岡県 志免町 0:52:55 2:01:26
ハーフA男子 538 355 長友　一郎 ﾅｶﾞﾄﾓ ｲﾁﾛｳ 宮崎県 宮崎市 0:52:56 2:01:26
ハーフA男子 539 224 毛利　隆一 ﾓｳﾘ ﾘｭｳｲﾁ ＧＭＲＣ 福岡県 北九州市 0:57:05 2:01:30
ハーフA男子 540 192 青沼　龍馬 ｱｵﾇﾏ ﾘｮｳﾏ 久留米東陸上部 福岡県 久留米市 0:55:19 2:01:31
ハーフA男子 541 395 諸熊　泰昭 ﾓﾛｸﾏ ﾔｽｱｷ モゲトン 福岡県 久留米市 0:51:06 2:01:42



ハーフA男子 542 204 内野　竜汰 ｳﾁﾉ ﾘｮｳﾀ 福岡県 北九州市 0:51:00 2:01:45
ハーフA男子 543 570 江崎　清孝 ｴｻｷ ｷﾖﾀｶ 福岡県 柳川市 0:57:24 2:01:45
ハーフA男子 544 579 古賀　正己 ｺｶﾞ ﾏｻﾐ 福岡県 行橋市 0:59:26 2:01:54
ハーフA男子 545 781 髙橋　清行 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾕｷ 福岡県 大牟田市 0:57:21 2:01:58
ハーフA男子 546 421 入江　俊充 ｲﾘｴ ﾄｼﾐﾂ 折西イケ麺 福岡県 北九州市 0:53:43 2:02:03
ハーフA男子 547 752 城戸　太朗 ｷﾄﾞ ﾀﾛｳ 福岡県 久留米市 0:58:13 2:02:04
ハーフA男子 548 990 松本　謙一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 熊本県 南関町 0:57:13 2:02:05
ハーフA男子 549 901 中原　剣士 ﾅｶﾊﾗ ﾊﾔﾄ かものこクラブ 福岡県 福岡市 0:58:42 2:02:10
ハーフA男子 550 798 上田　善一 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 福岡県 水巻町 0:58:03 2:02:27
ハーフA男子 551 524 上谷　宏幸 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ スピナ 福岡県 北九州市 0:50:39 2:02:33
ハーフA男子 552 476 楢橋　創 ﾅﾗﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 福岡県 福岡市 0:57:06 2:02:39
ハーフA男子 553 255 郷原　孝義 ｺﾞｳﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 福岡県 福岡市 0:54:04 2:02:43
ハーフA男子 554 498 田代　勉 ﾀｼﾛ ﾂﾄﾑ 福岡県 小郡市 0:55:36 2:02:45
ハーフA男子 555 1035 髙坂　翼 ｺｳｻｶ ﾂﾊﾞｻ 福岡県 北九州市 0:56:32 2:02:58
ハーフA男子 556 891 井手　貴之 ｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ 宮崎県 宮崎市 1:00:48 2:03:05
ハーフA男子 557 665 水俣　直 ﾐﾅﾏﾀ ﾀﾀﾞｼ 諸人こぞりて 福岡県 福岡市 0:58:02 2:03:05
ハーフA男子 558 787 浦田　徹 ｳﾗﾀ ﾄｵﾙ 福岡県 宗像市 0:58:39 2:03:12
ハーフA男子 559 416 新居　敦志 ﾆｲ ｱﾂｼ 福岡県 福岡市 0:57:58 2:03:20
ハーフA男子 560 769 川原　健 ｶﾜﾊﾗ ﾀｹｼ 福岡県 春日市 0:56:07 2:03:21
ハーフA男子 561 449 山下　裕司 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 福岡県 福岡市 0:54:21 2:03:27
ハーフA男子 562 330 馬場　功 ﾊﾞﾊﾞ ｲｻｵ 大牟田陸上競技 福岡県 大牟田市 0:55:55 2:03:28
ハーフA男子 563 672 高松　寛司 ﾀｶﾏﾂ ｶﾝｼﾞ 福岡県 小郡市 1:04:03 2:03:29
ハーフA男子 564 905 北嶋　禎治 ｷﾀｼﾏ ｻﾀﾞﾊﾙ 福岡県 久留米市 0:59:52 2:03:31
ハーフA男子 565 818 真田　将司 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻｼ 福岡県 大野城市 0:56:23 2:03:33
ハーフA男子 566 995 山香　匡司 ﾔﾏｶﾞ ﾏｻｼ 福岡県 福岡市 1:01:29 2:03:33
ハーフA男子 567 599 野口　士朗 ﾉｸﾞﾁ ｼﾛｳ 福岡県 福岡市 0:59:39 2:03:41
ハーフA男子 568 664 柳田　文徳 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐﾉﾘ アステム 福岡県 久留米市 0:58:59 2:03:47
ハーフA男子 569 577 桑原　貴洋 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 佐賀県 佐賀市 0:55:00 2:03:49
ハーフA男子 570 806 福島　是明 ﾌｸｼﾏ ｺﾚｱｷ 福岡県 太宰府市 0:59:36 2:03:50
ハーフA男子 571 406 泉田　健一 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福岡県 大牟田市 0:55:21 2:03:52
ハーフA男子 572 642 中尾　俊雄 ﾅｶｵ ﾄｼｵ 鳳凰クラブ 福岡県 みやま市 1:00:03 2:03:52
ハーフA男子 573 744 水時　圭一郎 ﾐｽﾞﾄｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 福岡県 福津市 0:57:37 2:03:53
ハーフA男子 574 497 上津原　啓輔 ｳｴﾂﾊﾗ ｹｲｽｹ 福岡県 久留米市 1:00:39 2:03:55
ハーフA男子 575 1023 宮武　一行 ﾐﾔﾀｹ ｶｽﾞﾕｷ 北海道芸術高校 福岡県 福岡市 1:00:22 2:04:03
ハーフA男子 576 402 川崎　剛司 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ 久育種苗 福岡県 広川町 0:55:53 2:04:13
ハーフA男子 577 743 北原　勇 ｷﾀﾊﾗ ｲｻﾑ （株）山城産業 熊本県 南関町 1:01:11 2:04:13
ハーフA男子 578 759 中村　昇平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 福岡県 久留米市 0:54:06 2:04:24
ハーフA男子 579 718 荒河　優 ｱﾗｶﾜ ﾕｳ 福岡県 福岡市 0:55:50 2:04:25
ハーフA男子 580 862 森本　勝 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾙ 福岡県 桂川町 0:55:33 2:04:27



ハーフA男子 581 772 山田　雅典 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 佐賀県 佐賀市 0:58:24 2:04:29
ハーフA男子 582 651 水場　勲 ﾐｽﾞﾊﾞ ｲｻｵ ジョンソン 福岡県 久留米市 0:58:35 2:04:30
ハーフA男子 583 996 山口　博司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ＪＲ４ＦＰＳ 山口県 下関市 0:58:30 2:04:32
ハーフA男子 584 657 野田　太郎 ﾉﾀﾞ ﾀﾛｳ ＪＣＡＬＰＡＳ 福岡県 大野城市 0:57:32 2:04:37
ハーフA男子 585 699 久保田　航 ｸﾎﾞﾀ ﾜﾀﾙ 大分県 大分市 1:00:46 2:04:38
ハーフA男子 586 578 片山　裕二 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 福岡県 太宰府市 0:54:58 2:04:42
ハーフA男子 587 557 阿利　英治 ｱﾘ ｴｲｼﾞ 博多アウトドア 福岡県 福岡市 0:55:37 2:04:42
ハーフA男子 588 342 渕上　哲郎 ﾌﾁｶﾐ ﾃﾂﾛｳ 太宰府走ろう会 福岡県 大野城市 0:57:08 2:04:58
ハーフA男子 589 401 西田　徹 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂ 福岡県 糸島市 0:52:10 2:05:00
ハーフA男子 590 546 築地　裕樹 ﾂｷﾁﾞ ﾋﾛｷ 佐賀県 佐賀市 0:57:13 2:05:02
ハーフA男子 591 982 池田　智康 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 佐賀県 伊万里市 0:46:44 2:05:10
ハーフA男子 592 530 清田　隆範 ｷﾖﾀ ﾀｶﾉﾘ 熊本県 熊本市 0:56:39 2:05:18
ハーフA男子 593 789 大谷　浩之 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 小郡市 0:59:51 2:05:20
ハーフA男子 594 863 三井　哲也 ﾐﾂｲ ﾃﾂﾔ ＮＯＭ 福岡県 古賀市 1:00:33 2:05:35
ハーフA男子 595 830 江崎　裕二 ｴｻｷ ﾕｳｼﾞ 長崎県 長崎市 1:01:38 2:05:44
ハーフA男子 596 456 伊豫　茂樹 ｲﾖ ｼｹﾞｷ 九州ＲＴＣ 福岡県 筑紫野市 1:00:30 2:05:48
ハーフA男子 597 231 仲田　裕一郎 ﾅｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 熊本県 熊本市 0:53:41 2:05:57
ハーフA男子 598 876 斉田　修一 ｻｲﾀ ｼｭｳｲﾁ 福岡県 小郡市 0:57:52 2:06:02
ハーフA男子 599 859 森山　春夫 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｵ エクシオ 福岡県 福岡市 0:58:37 2:06:03
ハーフA男子 600 941 村松　美根生 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾈｵ 福岡県 福岡市 0:58:45 2:06:13
ハーフA男子 601 799 國武　剛 ｸﾆﾀｹ ﾂﾖｼ 福岡県 福岡市 1:03:41 2:06:22
ハーフA男子 602 205 福永　健太郎 ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 福岡市 0:54:17 2:06:26
ハーフA男子 603 534 藤井　雅規 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 佐賀県 鳥栖市 0:54:53 2:06:28
ハーフA男子 604 1005 中屋敷　聡 ﾅｶﾔｼｷ ｻﾄｼ 熊本県 熊本市 1:02:11 2:06:31
ハーフA男子 605 710 山田　浩之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 熊本県 熊本市 0:55:17 2:06:32
ハーフA男子 606 748 花田　晋也 ﾊﾅﾀﾞ ｼﾝﾔ チーム猪口 福岡県 福津市 1:00:20 2:06:35
ハーフA男子 607 457 上野　仁敬 ｳｴﾉ ｷﾐﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:00:20 2:06:35
ハーフA男子 608 825 吉武　聖二 ﾖｼﾀｹ ｼｮｳｼﾞ 福岡県 福岡市 1:00:49 2:06:44
ハーフA男子 609 926 森　敏之 ﾓﾘ ﾄｼﾕｷ 福岡県 北九州市 0:56:11 2:06:52
ハーフA男子 610 910 牟田　義史 ﾑﾀ ﾖｼﾌﾐ 福岡県 福岡市 0:55:16 2:06:56
ハーフA男子 611 549 瀬戸口　照明 ｾﾄｸﾞﾁ ﾃﾙｱｷ ＰＣＯ 福岡県 那珂川市 0:58:33 2:06:59
ハーフA男子 612 344 竜　隆俊 ﾘｭｳ ﾀｶﾄｼ 福岡県 久留米市 0:58:05 2:07:00
ハーフA男子 613 467 坂本　文彦 ｻｶﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ かぎこう 福岡県 福岡市 0:58:41 2:07:02
ハーフA男子 614 851 内野　剛 ｳﾁﾉ ﾀｹｼ 福岡県 福岡市 0:59:15 2:07:09
ハーフA男子 615 603 木下　英俊 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 福岡県 春日市 0:58:32 2:07:14
ハーフA男子 616 647 小川　隆嗣 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾂｸﾞ 福岡県 太宰府市 1:01:02 2:07:18
ハーフA男子 617 391 福永　秀平 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 福岡県 久留米市 0:52:44 2:07:20
ハーフA男子 618 438 木口　久雄 ｷｸﾞﾁ ﾋｻｵ 福岡県 小郡市 0:56:56 2:07:20
ハーフA男子 619 563 宮﨑　一浩 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 佐賀県 佐賀市 0:55:59 2:07:22



ハーフA男子 620 849 楠本　誠一郎 ｸｽﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 1:00:51 2:07:23
ハーフA男子 621 732 永田　一成 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 福岡県 久留米市 1:00:02 2:07:23
ハーフA男子 622 945 金子　雅浩 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:03:49 2:07:29
ハーフA男子 623 807 尾口　浩二 ｵｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 福岡県 大牟田市 1:05:09 2:07:34
ハーフA男子 624 1011 眞鍋　秀一 ﾏﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 福岡県 筑紫野市 1:02:43 2:07:43
ハーフA男子 625 686 下田　耕二 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｼﾞ サンフラン熊本 熊本県 熊本市 1:00:19 2:07:45
ハーフA男子 626 573 池田　宗一郎 ｲｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ＳＭＣ 長崎県 佐々町 0:53:47 2:07:46
ハーフA男子 627 894 近藤　晴夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｵ 福岡県 福岡市 1:01:08 2:07:47
ハーフA男子 628 597 細川　浩行 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 城南区 福岡県 福岡市 1:00:18 2:07:56
ハーフA男子 629 793 佐藤　勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 福岡県 太宰府市 1:04:59 2:08:00
ハーフA男子 630 729 松村　角朗 ﾏﾂﾑﾗ ｶｸﾛｳ 福岡県 福岡市 1:01:03 2:08:01
ハーフA男子 631 310 増田　俊明 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼｱｷ 福岡県 北九州市 0:51:50 2:08:13
ハーフA男子 632 627 須原　重明 ｽﾊﾗ ｼｹﾞｱｷ サントリー 福岡県 福岡市 1:01:40 2:08:17
ハーフA男子 633 514 矢島　佑一 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 福岡県 筑紫野市 0:54:41 2:08:23
ハーフA男子 634 444 荒牧　正豪 ｱﾗﾏｷ ｾｲｺﾞｳ 福岡県 那珂川市 0:57:12 2:08:23
ハーフA男子 635 299 池松　潤 ｲｹﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 福岡県 久留米市 0:55:33 2:08:23
ハーフA男子 636 127 吉満　拓哉 ﾖｼﾐﾂ ﾀｸﾔ 福岡県 福岡市 0:52:20 2:08:25
ハーフA男子 637 976 竹永　順一 ﾀｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 熊本県 宇城市 0:57:04 2:08:37
ハーフA男子 638 896 塚本　謙二 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 熊本てれっと 熊本県 熊本市 1:01:14 2:08:39
ハーフA男子 639 866 野口　繁樹 ﾉｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 福岡県 みやま市 0:59:59 2:08:41
ハーフA男子 640 545 千住　丈次 ｾﾝｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 博多陸友会 佐賀県 佐賀市 0:59:11 2:08:47
ハーフA男子 641 491 戸島　信一 ﾄｼﾏ ｼﾝｲﾁ 佐賀県 鳥栖市 1:00:57 2:08:51
ハーフA男子 642 972 田畑　耕一 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ 福岡県 小郡市 1:01:05 2:08:53
ハーフA男子 643 616 陣内　裕一郎 ｼﾞﾝﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 1:04:06 2:09:08
ハーフA男子 644 653 鬼木　務 ｵﾆｷ ﾂﾄﾑ 筑紫野ＲＣ 福岡県 筑紫野市 1:00:58 2:09:10
ハーフA男子 645 430 大平　一寿 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞﾄｼ たけむら整骨院 長崎県 長崎市 0:55:31 2:09:13
ハーフA男子 646 633 浦川　晃司 ｳﾗｶﾜ ｺｳｼﾞ 福岡県 福岡市 1:04:07 2:09:20
ハーフA男子 647 727 河野　裕一 ｶﾜﾉ ﾕｳｲﾁ 久留米市社協 福岡県 久留米市 0:59:28 2:09:21
ハーフA男子 648 339 片山　雅史 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 熊ラン 福岡県 久留米市 1:00:07 2:09:30
ハーフA男子 649 1007 江田　智彰 ｺｳﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 福岡県 中間市 1:01:41 2:09:31
ハーフA男子 650 747 北村　慶介 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 福岡県 福岡市 0:59:28 2:09:31
ハーフA男子 651 826 横田　昌典 ﾖｺﾀ ﾏｻﾉﾘ 福岡県 福岡市 1:03:14 2:09:35
ハーフA男子 652 951 溝口　和男 ﾐｿﾞｸﾁ ｶｽﾞｵ 福岡県 筑後市 1:01:33 2:09:41
ハーフA男子 653 716 木村　和彦 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 山口県 下関市 1:02:59 2:09:43
ハーフA男子 654 997 永松　大作 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲｻｸ 福岡県 福岡市 1:01:59 2:09:47
ハーフA男子 655 606 冨貴田　健二 ﾌｷﾀ ｹﾝｼﾞ 福岡県 福岡市 0:56:54 2:09:58
ハーフA男子 656 392 武藤　孝広 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 みやま市 0:54:30 2:10:03
ハーフA男子 657 834 井手　耕治 ｲﾃﾞ ｺｳｼﾞ ファビルス 福岡県 福岡市 0:56:09 2:10:07
ハーフA男子 658 812 山本　二郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 福岡県 大野城市 1:02:37 2:10:10



ハーフA男子 659 855 石松　知樹 ｲｼﾏﾂ ﾄﾓｷ 福岡県 福岡市 0:55:45 2:10:19
ハーフA男子 660 869 大浜　信二 ｵｵﾊﾏ ｼﾝｼﾞ 福岡県 北九州市 1:01:55 2:10:26
ハーフA男子 661 924 古賀　雅也 ｺｶﾞ ﾏｻﾔ 福岡県 久留米市 0:58:20 2:10:36
ハーフA男子 662 596 鳥生　泰永 ﾄﾘｳ ﾔｽﾋｻ 福岡県 糸島市 0:59:03 2:10:38
ハーフA男子 663 713 石井　教史 ｲｼｲ ﾉﾘﾌﾐ 福岡県 大刀洗町 0:58:43 2:10:41
ハーフA男子 664 987 芹澤　栄治 ｾﾘｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 福岡県 筑紫野市 0:55:32 2:10:43
ハーフA男子 665 594 能間　哲弥 ﾉｳﾏ ﾃﾂﾔ 福岡県 小郡市 1:01:54 2:10:45
ハーフA男子 666 925 田崎　康成 ﾀｻｷ ﾔｽﾅﾘ 長崎県 長崎市 1:01:24 2:10:49
ハーフA男子 667 513 石川　健一郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大分県 杵築市 0:55:48 2:10:52
ハーフA男子 668 888 久冨　恭一 ﾋｻﾄﾐ ｷｮｳｲﾁ 佐賀県 佐賀市 1:02:07 2:10:56
ハーフA男子 669 766 田嶋　正和 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 佐賀県 鳥栖市 1:02:44 2:11:06
ハーフA男子 670 544 栗田　和幸 ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾕｷ 熊本県 熊本市 0:55:43 2:11:19
ハーフA男子 671 734 吉崎　高志 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｶｼ Ｉ－ＰＥＸ 福岡県 小郡市 0:59:48 2:11:23
ハーフA男子 672 1010 永野　正美 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾐ まごころ 福岡県 大牟田市 1:01:15 2:11:23
ハーフA男子 673 644 羽野　岳彦 ﾊﾉ ﾀｹﾋｺ 福岡県 筑紫野市 1:00:59 2:11:24
ハーフA男子 674 706 高木　祐 ﾀｶｷﾞ ﾕｳ 福岡県 久留米市 0:58:38 2:11:31
ハーフA男子 675 784 河北　竜也 ｶﾜｷﾀ ﾀﾂﾔ （株）河北鉄工 福岡県 久留米市 0:57:30 2:11:33
ハーフA男子 676 810 筒　芳成 ﾂﾂ ﾖｼﾅﾘ サンケンエンジ 福岡県 福岡市 0:59:30 2:11:39
ハーフA男子 677 523 津川　郷兵 ﾂｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 熊本県 熊本市 0:55:36 2:11:43
ハーフA男子 678 801 石堀　善則 ｲｼﾎﾞﾘ ﾖｼﾉﾘ 福岡県 小郡市 0:58:33 2:11:45
ハーフA男子 679 1038 浜崎　洋介 ﾊﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 自宅 福岡県 八女市 1:01:29 2:11:47
ハーフA男子 680 620 笠井　哲次 ｶｻｲ ﾃﾂｼﾞ 鳥飼ランクラブ 福岡県 福岡市 1:03:48 2:11:51
ハーフA男子 681 465 城戸　浩 ｷﾄﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:55:34 2:11:53
ハーフA男子 682 986 上野　俊弘 ｳｴﾉ ﾄｼﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:00:06 2:12:02
ハーフA男子 683 885 宮口　裕基 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 1:01:26 2:12:03
ハーフA男子 684 950 田中　稔 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 福岡県 宇美町 1:03:05 2:12:04
ハーフA男子 685 809 塚本　和夫 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ 佐賀県 基山町 1:00:30 2:12:12
ハーフA男子 686 868 池田　凌仁 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 福岡県 福岡市 0:59:02 2:12:13
ハーフA男子 687 739 高木　雄二 ﾀｶｷ ﾕｳｼﾞ 熊本県 熊本市 1:01:00 2:12:16
ハーフA男子 688 746 三浦　陽二 ﾐｳﾗ ﾖｳｼﾞ 熊本県 山鹿市 1:00:47 2:12:22
ハーフA男子 689 721 松井　祐史 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 福岡県 北九州市 1:02:55 2:12:25
ハーフA男子 690 588 大津　顕教 ｵｵﾂ ｱｷﾉﾘ 佐賀県 鳥栖市 1:00:11 2:12:44
ハーフA男子 691 308 藤永　哲郎 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 熊本県 山鹿市 0:55:40 2:12:44
ハーフA男子 692 658 江口　俊 ｴｸﾞﾁ ｼｭﾝ 佐賀県 吉野ヶ里町 0:59:25 2:12:46
ハーフA男子 693 700 副島　敏昭 ｿｴｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 佐賀県 多久市 0:57:53 2:12:49
ハーフA男子 694 548 佐藤　一則 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ ポレポレＪＣ 埼玉県 さいたま市 0:59:43 2:12:55
ハーフA男子 695 709 川原　良治 ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 柳川クラブ 福岡県 柳川市 1:03:19 2:12:59
ハーフA男子 696 722 内野　崇 ｳﾁﾉ ﾀｶｼ 福岡県 福岡市 0:58:57 2:13:01
ハーフA男子 697 1040 友清　儀城 ﾄﾓｷﾖ ﾖｼｸﾆ セキスイハイム 福岡県 筑後市 0:53:55 2:13:02



ハーフA男子 698 882 金崎　光明 ｶﾈｻｷ ﾐﾂｱｷ 福岡少年鑑別所 福岡県 福岡市 0:57:33 2:13:06
ハーフA男子 699 618 因幡　匡弘 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 県庁食の安全課 福岡県 福岡市 1:00:27 2:13:23
ハーフA男子 700 628 青木　栄市 ｱｵｷ ｴｲｲﾁ 山口県 下関市 1:01:29 2:13:26
ハーフA男子 701 860 相川　圭佑 ｱｲｶﾜ ｹｲｽｹ 福岡県 太宰府市 1:00:13 2:13:30
ハーフA男子 702 853 小川　武宏 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 甲斐病院 福岡県 久留米市 1:01:36 2:13:34
ハーフA男子 703 889 原田　和彦 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県 福岡市 1:07:27 2:13:35
ハーフA男子 704 816 村本　康則 ﾑﾗﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 山口県 岩国市 1:02:54 2:13:37
ハーフA男子 705 904 宮國　泰徳 ﾐﾔｸﾞﾆ ﾀｲﾄｸ 福岡県 久留米市 1:03:54 2:13:54
ハーフA男子 706 773 酒井　潤治 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 佐賀県 佐賀市 0:58:44 2:14:00
ハーフA男子 707 291 松竹　宏 ﾏﾂﾀｹ ﾋﾛｼ 健軍駐屯地 福岡県 久留米市 0:52:40 2:14:03
ハーフA男子 708 634 川俣　聡 ｶﾜﾏﾀ ｻﾄｼ 福岡県 古賀市 1:02:03 2:14:05
ハーフA男子 709 998 藤川　直輝 ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 福岡県 福岡市 1:03:53 2:14:05
ハーフA男子 710 479 品川　浩一 ｼﾅｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 長崎県 佐世保市 1:03:58 2:14:09
ハーフA男子 711 742 浦川　浩二 ｳﾗｶﾜ ｺｳｼﾞ 福岡県 久留米市 0:58:00 2:14:15
ハーフA男子 712 547 鍋島　研人 ﾅﾍﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 福岡県 春日市 0:59:31 2:14:17
ハーフA男子 713 663 茂田　孝 ｼｹﾞﾀ ﾀｶｼ 福岡県 久留米市 0:59:56 2:14:21
ハーフA男子 714 944 吉元　正寿 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾋｻ 鹿児島県 鹿児島市 1:03:26 2:14:24
ハーフA男子 715 802 稲富　慶藏 ｲﾅﾄﾞﾐ ｹｲｿﾞｳ 佐賀県 武雄市 0:58:34 2:14:28
ハーフA男子 716 946 服部　健一郎 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 糸島市 0:59:05 2:14:32
ハーフA男子 717 791 佐藤　公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 大分県 大分市 0:59:24 2:14:32
ハーフA男子 718 698 小松　輝久 ｺﾏﾂ ﾃﾙﾋｻ みやま市役所 福岡県 みやま市 1:00:41 2:14:35
ハーフA男子 719 234 真弓　耕一 ﾏﾕﾐ ｺｳｲﾁ 福岡県 糸島市 0:57:27 2:14:39
ハーフA男子 720 300 八木　裕 ﾔｷﾞ ﾋﾛｼ キューテック 福岡県 大野城市 0:56:49 2:14:48
ハーフA男子 721 586 玉木　慎一郎 ﾀﾏｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ ポレポレ 熊本県 熊本市 0:59:20 2:14:50
ハーフA男子 722 970 飯田　浩二 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 八卓 福岡県 北九州市 1:01:49 2:14:51
ハーフA男子 723 631 伊藤　喜春 ｲﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 福岡県 福岡市 1:08:13 2:14:56
ハーフA男子 724 854 安達　弘朗 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 福岡県 久留米市 0:58:15 2:15:07
ハーフA男子 725 794 久保田　勲 ｸﾎﾞﾀ ｲｻｵ 豊健康活動部 福岡県 須惠町 0:57:36 2:15:20
ハーフA男子 726 845 小田　徹男 ｵﾀﾞ ﾃﾂｵ 福岡県 福岡市 1:02:43 2:15:31
ハーフA男子 727 796 徳丸　益基 ﾄｸﾏﾙ ﾏｽｷ 大分県 臼杵市 1:02:41 2:15:43
ハーフA男子 728 641 中尾　嘉宏 ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ 鳳凰クラブ 福岡県 みやま市 1:00:05 2:15:45
ハーフA男子 729 617 小松　久則 ｺﾏﾂ ﾋｻﾉﾘ ビックバン小倉 福岡県 行橋市 1:05:04 2:15:49
ハーフA男子 730 835 岩下　善実 ｲﾜｼﾀ ﾖｼﾐ 朝倉市役所 福岡県 朝倉市 1:02:02 2:15:51
ハーフA男子 731 714 黒木　秀則 ｸﾛｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福岡県 筑紫野市 0:56:42 2:15:53
ハーフA男子 732 726 村枝　稔 ﾑﾗｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 福岡県 福岡市 1:05:07 2:15:55
ハーフA男子 733 584 青木　淳 ｱｵｷ ｱﾂｼ （有）矢野電設 熊本県 山鹿市 0:57:03 2:15:57
ハーフA男子 734 932 谷口　満 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 東洋アルミ 福岡県 糸島市 1:00:54 2:15:58
ハーフA男子 735 875 池末　英資 ｲｹｽｴ ｴｲｼ 福岡県 久留米市 1:03:59 2:16:02
ハーフA男子 736 957 前川　慎吾 ﾏｴｶﾜ ｼﾝｺﾞ ＦＭＨＲＣ 福岡県 福岡市 1:03:47 2:16:02



ハーフA男子 737 873 室田　吉明 ﾑﾛﾀ ﾖｼｱｷ 福岡県 志免町 1:01:35 2:16:02
ハーフA男子 738 475 糸山　光男 ｲﾄﾔﾏ ﾐﾂｵ 佐賀県 佐賀市 0:58:44 2:16:03
ハーフA男子 739 623 芳野　友之 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾕｷ ウォリアーズ 福岡県 福岡市 0:59:23 2:16:16
ハーフA男子 740 965 三浦　公則 ﾐｳﾗ ｷﾐﾉﾘ 福岡県 八女市 1:04:17 2:16:18
ハーフA男子 741 962 成迫　好洋 ﾅﾘｻｺ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 宇美町 1:05:20 2:16:18
ハーフA男子 742 1022 上田　洋二郎 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 熊本県 熊本市 1:02:06 2:16:20
ハーフA男子 743 838 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 豊健康活動部 福岡県 篠栗町 1:08:15 2:16:24
ハーフA男子 744 864 坂本　浩二 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 筑邦銀行 福岡県 久留米市 0:57:20 2:16:31
ハーフA男子 745 691 小田原　哲志 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾃﾂｼ 福岡県 太宰府市 0:56:36 2:16:35
ハーフA男子 746 195 古賀　純平 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 久留米東陸上部 福岡県 久留米市 0:58:13 2:16:39
ハーフA男子 747 178 原田　学 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 福岡県 福岡市 1:03:53 2:16:50
ハーフA男子 748 440 藤田　健一 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県 北九州市 1:02:05 2:16:51
ハーフA男子 749 850 高松　義政 ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾏｻ 福岡県 北九州市 0:59:53 2:16:55
ハーフA男子 750 858 井上　和英 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 福岡県 筑紫野市 0:56:27 2:16:57
ハーフA男子 751 745 野村　昭平 ﾉﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 福岡県 福岡市 1:01:50 2:17:02
ハーフA男子 752 821 澁谷　雅彦 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾋｺ ちくしのＲＣ 福岡県 小郡市 1:03:36 2:17:06
ハーフA男子 753 1013 江越　啓一郎 ｴｺﾞｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 1:03:46 2:17:09
ハーフA男子 754 740 河野　淳一 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県 福津市 1:02:53 2:17:19
ハーフA男子 755 613 小川　明也 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾅﾘ 福岡県 那珂川市 0:59:24 2:17:35
ハーフA男子 756 53 谷口　勝徳 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾂﾉﾘ さわやか 福岡県 北九州市 0:59:35 2:17:35
ハーフA男子 757 571 田村　信雄 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 山口県 山陽小野田市 1:00:17 2:17:39
ハーフA男子 758 143 山崎　秀幸 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ うきは市 福岡県 うきは市 0:56:49 2:17:42
ハーフA男子 759 949 馬場　孝太郎 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 宮崎県 宮崎市 0:58:55 2:17:47
ハーフA男子 760 515 重松　泰博 ｼｹﾞﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 福岡県 糸島市 0:52:30 2:17:47
ハーフA男子 761 937 長沢　誠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 福岡県 粕屋町 1:05:05 2:17:48
ハーフA男子 762 1034 河原　久人 ｶﾜﾊﾗ ﾋｻﾄ 福岡県 筑後市 1:07:17 2:19:03
ハーフA男子 763 961 今井　尚生 ｲﾏｲ ﾅｵｷ 福岡県 福岡市 1:04:57 2:19:03
ハーフA男子 764 979 金子　一吉 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾖｼ 福岡県 柳川市 1:02:23 2:19:07
ハーフA男子 765 1026 小田原　誠 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 小田原工務店 福岡県 北九州市 1:06:27 2:19:08
ハーフA男子 766 913 柳田　実 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾉﾙ 福岡県 筑紫野市 1:07:59 2:19:15
ハーフA男子 767 960 阿賀　久幸 ｱｶﾞ ﾋｻﾕｷ 福岡県 福岡市 1:03:06 2:19:16
ハーフA男子 768 893 後郷　吉彦 ｺﾞｺﾞｳ ﾖｼﾋｺ ゆるラン 福岡県 糸島市 1:04:03 2:19:17
ハーフA男子 769 532 豊原　玲二 ﾄﾖﾊﾗ ﾚｲｼﾞ 福岡県 春日市 0:58:03 2:19:19
ハーフA男子 770 992 小林　秀司 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 福岡県 うきは市 1:02:36 2:19:20
ハーフA男子 771 884 川口　義弘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 久留米市 1:06:41 2:19:27
ハーフA男子 772 447 小林　兼知 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 福岡県 宗像市 0:56:34 2:19:32
ハーフA男子 773 454 渡邊　伸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 0:57:08 2:20:01
ハーフA男子 774 486 中山　堅太郎 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ランジョグ九州 福岡県 田川市 1:01:25 2:20:01
ハーフA男子 775 157 長　祥孝 ﾁｮｳ ﾖｼﾀｶ 福岡県 粕屋町 0:52:47 2:20:01



ハーフA男子 776 503 松岡　崇宏 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 直方市 0:57:36 2:20:15
ハーフA男子 777 652 緒方　貴大 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 久留米市 1:00:34 2:20:15
ハーフA男子 778 1037 春田　弘樹 ﾊﾙﾀ ﾋﾛｷ 明治安田生命 福岡県 八女市 1:00:26 2:20:19
ハーフA男子 779 920 寺島　幸市 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｲﾁ 福岡県 久留米市 1:02:24 2:20:21
ハーフA男子 780 837 前田　憲夫 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘｵ 福岡県 福岡市 1:03:11 2:20:30
ハーフA男子 781 836 加藤　厚志 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 福岡県 大牟田市 0:57:09 2:20:37
ハーフA男子 782 543 上水　裕一 ｱｹﾞﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ 福岡県 北九州市 0:58:23 2:20:40
ハーフA男子 783 483 荒尾　俊比古 ｱﾗｵ ﾄｼﾋｺ 熊本第一信金 熊本県 熊本市 1:02:01 2:20:42
ハーフA男子 784 1015 川端　慧 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 福岡県 久留米市 1:05:14 2:20:51
ハーフA男子 785 813 平山　篤志 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾂｼ 福岡県 大野城市 1:00:46 2:20:58
ハーフA男子 786 947 古賀　浩 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 久留米市 1:06:11 2:20:59
ハーフA男子 787 637 吉村　政治 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 福岡県 福岡市 1:05:10 2:21:01
ハーフA男子 788 829 赤尾　良樹 ｱｶｵ ﾖｼｷ 福岡県 北九州市 1:01:15 2:21:14
ハーフA男子 789 1027 木村　哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ ＢＰＣ 福岡県 福岡市 1:04:59 2:21:23
ハーフA男子 790 991 町田　久幸 ﾏﾁﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 長崎県 長崎市 0:59:54 2:21:29
ハーフA男子 791 909 前野　仁 ﾏｴﾉ ﾋﾄｼ 福岡県 福岡市 1:00:18 2:21:37
ハーフA男子 792 890 相馬　博 ｿｳﾏ ﾋﾛｼ 宮崎県 宮崎市 1:03:52 2:21:38
ハーフA男子 793 827 堀　憲生 ﾎﾘ ﾉﾘｵ ポレポレ 熊本県 合志市 1:04:55 2:21:41
ハーフA男子 794 999 田鍋　浩樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ ファルカタリア 山口県 下関市 1:06:07 2:21:47
ハーフA男子 795 668 井口　裕介 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 福岡県 宗像市 1:01:49 2:21:49
ハーフA男子 796 985 堀江　美成 ﾎﾘｴ ﾖｼﾅﾘ 福岡県 粕屋町 1:03:44 2:21:58
ハーフA男子 797 626 小川　誠司 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 福岡県 北九州市 1:00:33 2:22:07
ハーフA男子 798 797 田代　一博 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本県 熊本市 1:01:17 2:22:08
ハーフA男子 799 705 塩塚　祐介 ｼｵﾂｶ ﾕｳｽｹ 八女市役所 福岡県 久留米市 1:07:54 2:22:24
ハーフA男子 800 1017 小松　学 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ 読売新聞社 福岡県 糸島市 1:04:22 2:22:28
ハーフA男子 801 895 金堂　正也 ｶﾅﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 福岡県 春日市 1:03:40 2:22:48
ハーフA男子 802 1030 池田　幸作 ｲｹﾀﾞ ｺｳｻｸ 福岡県 八女市 1:01:15 2:22:54
ハーフA男子 803 1046 松浦　翔 ﾏﾂｳﾗ ｼｮｳ 大石企画 福岡県 福岡市 0:59:55 2:23:13
ハーフA男子 804 615 原田　剛 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 福岡県 福岡市 1:03:13 2:23:21
ハーフA男子 805 843 伊藤　満智男 ｲﾄｳ ﾐﾁｵ 福岡県 福岡市 1:01:26 2:23:36
ハーフA男子 806 561 樋口　幹洋 ﾋｸﾞﾁ ﾐｷﾋﾛ 笠原郵便局 福岡県 八女市 0:55:32 2:23:48
ハーフA男子 807 841 横道　亨 ﾖｺﾐﾁ ﾄｵﾙ 唐津市役所 東京都 三鷹市 1:03:55 2:23:50
ハーフA男子 808 963 森岡　明博 ﾓﾘｵｶ ｱｷﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:07:26 2:24:04
ハーフA男子 809 832 石松　淳一 ｲｼﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 1:03:20 2:24:06
ハーフA男子 810 993 宮﨑　徹也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 佐賀県 佐賀市 1:03:12 2:24:13
ハーフA男子 811 568 細川　夏樹 ﾎｿｶﾜ ﾅﾂｷ 長崎県 長崎市 1:00:22 2:24:24
ハーフA男子 812 844 竹中　市朗 ﾀｹﾅｶ ｲﾁﾛｳ 熊本県 熊本市 1:01:04 2:24:30
ハーフA男子 813 978 左近　伸一 ｻｺﾝ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 1:09:03 2:24:32
ハーフA男子 814 1028 重留　正行 ｼｹﾞﾄﾒ ﾏｻﾕｷ 鹿児島県 日置市 1:04:12 2:25:16



ハーフA男子 815 785 斎藤　真左樹 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 刈谷近藤クラブ 愛知県 刈谷市 1:01:23 2:25:26
ハーフA男子 816 943 原田　純典 ﾊﾗﾀﾞ ｽﾐﾉﾘ 福岡県 北九州市 1:01:23 2:25:45
ハーフA男子 817 724 田村　幸嗣 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ ＡＤ損保 山口県 周南市 1:01:30 2:25:58
ハーフA男子 818 378 藤本　洋平 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 福岡県 糸島市 0:59:41 2:26:14
ハーフA男子 819 782 矢野　勉 ﾔﾉ ﾂﾄﾑ 福岡県 筑前町 1:01:13 2:26:29
ハーフA男子 820 867 乗富　大貴 ﾉﾘﾄﾐ ﾀﾞｲｷ 福岡県 柳川市 1:06:07 2:26:34
ハーフA男子 821 1025 田上　公彦 ﾀﾉｳｴ ｷﾐﾋｺ 高千穂きらきら 宮崎県 高千穂町 1:09:16 2:26:36
ハーフA男子 822 958 江崎　泰斗 ｴｻｷ ﾀｲﾄ 福岡県 福岡市 1:09:10 2:26:57
ハーフA男子 823 861 松尾　嘉郎 ﾏﾂｵ ﾖｼﾛｳ 福岡県 春日市 1:02:26 2:27:11
ハーフA男子 824 877 的野　猛 ﾏﾄﾉ ﾀｹｼ チームなかよし 福岡県 福岡市 1:04:02 2:27:13
ハーフA男子 825 833 梁木　理史 ﾔﾅｷ ﾏｻｼ 福岡県 大牟田市 1:02:57 2:27:14
ハーフA男子 826 847 児玉　昭彦 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾋｺ 山口県 山口市 1:07:47 2:27:24
ハーフA男子 827 808 谷口　康生 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽｵ 福岡県 古賀市 1:03:42 2:27:34
ハーフA男子 828 878 早田　昌弘 ｿｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 佐賀地本 佐賀県 佐賀市 1:06:37 2:27:36
ハーフA男子 829 842 高田　稔 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ 福岡県 北九州市 1:00:52 2:27:41
ハーフA男子 830 576 深町　次義 ﾌｶﾏﾁ ﾂﾖｼ アイベックス 福岡県 大野城市 1:05:06 2:27:44
ハーフA男子 831 820 長谷川　純一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ビアランナーズ 福岡県 福岡市 1:04:02 2:27:47
ハーフA男子 832 736 秋田　浩史 ｱｷﾀ ﾋﾛｼ 熊本県 菊陽町 1:00:32 2:27:53
ハーフA男子 833 792 井手　宏典 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾉﾘ 己に勝つ 福岡県 筑紫野市 1:01:13 2:27:57
ハーフA男子 834 815 後藤　秀司 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 熊本県 小国町 1:05:42 2:28:16
ハーフA男子 835 974 相澤　成樹 ｱｲｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 福岡県 福岡市 1:06:19 2:28:25
ハーフA男子 836 934 浦田　一光 ｳﾗﾀ ｶｽﾞﾐﾂ 福岡県 宗像市 1:09:57 2:28:28
ハーフA男子 837 936 市川　慶輔 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 福岡県 糸島市 1:02:38 2:28:29
ハーフA男子 838 552 栗崎　康郎 ｸﾘｻｷ ﾔｽﾛｳ 熊本県 熊本市 0:58:05 2:28:31
ハーフA男子 839 208 田中　貴大 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ アイズスポーツ 佐賀県 基山町 0:52:48 2:28:41
ハーフA男子 840 452 久冨　正宏 ﾋｻﾄﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 宗像市 1:04:26 2:28:48
ハーフA男子 841 989 国司　一基 ｸﾆｼ ｶｽﾞｷ 豊鋼材工業 福岡県 粕屋町 1:04:36 2:29:01
ハーフA男子 842 1041 柴田　三四朗 ｼﾊﾞﾀ ｻﾝｼﾛｳ 福岡県 福岡市 1:06:24 2:29:06
ハーフA男子 843 1032 長野　吉朗 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾛｳ 福岡県 福岡市 1:01:14 2:29:08
ハーフA男子 844 966 力竹　洋平 ﾘｷﾀｹ ﾖｳﾍｲ 長崎県 佐世保市 1:04:13 2:29:09
ハーフA男子 845 811 羽伐　浩二 ﾊｳﾁ ｺｳｼﾞ 福岡明走会 福岡県 古賀市 1:03:18 2:29:15
ハーフA男子 846 632 石田　勲司 ｲｼﾀﾞ ｸﾝｼﾞ 香住丘高等学校 福岡県 宗像市 1:03:49 2:29:21
ハーフA男子 847 622 西依　一彦 ﾆｼﾖﾘ ｶｽﾞﾋｺ 佐賀県 鳥栖市 1:07:43 2:29:28
ハーフA男子 848 856 森本　隆弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 飯塚市 1:00:47 2:29:29
ハーフA男子 849 824 山崎　博 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ ヤンマー建機 福岡県 久留米市 1:02:11 2:29:39
ハーフA男子 850 519 藤　俊広 ﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 福岡県 篠栗町 1:06:03 2:29:40
ハーフA男子 851 871 小峰　英篤 ｺﾐﾈ ﾋﾃﾞｱﾂ 福岡県 福岡市 1:06:04 2:30:35
ハーフA男子 852 899 田中　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 株式会社三和 福岡県 久留米市 1:04:37 2:30:45
ハーフA男子 853 939 横畑　静義 ﾖｺﾊﾀ ｼｽﾞﾖｼ 福岡県 春日市 1:07:15 2:31:39



ハーフA男子 854 715 辻川　満夫 ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾂｵ 福岡県 福岡市 1:05:19 2:32:01
ハーフA男子 855 587 兒玉　三造 ｺﾀﾞﾏ ｻﾝｿﾞｳ 福岡ニコニコ会 福岡県 福岡市 1:03:17 2:33:13
ハーフA男子 856 969 川原　康宏 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:02:50 2:33:15
ハーフA男子 857 702 篠原　千昌 ｼﾉﾊﾗ ﾁｱｷ 佐賀県 鳥栖市 1:00:53 2:33:25
ハーフA女子 1 2005 須河内　和実 ｽｺﾞｳﾁ ﾅﾐ 福岡県 中間市 0:38:32 1:22:42
ハーフA女子 2 2001 福島　弥生 ﾌｸｼﾏ ﾔﾖｲ ミコフィット 福岡県 行橋市 0:38:17 1:23:12
ハーフA女子 3 2002 下村　亜夕美 ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ 佐賀県 佐賀市 0:39:39 1:24:44
ハーフA女子 4 2003 井戸下　奈緒 ｲﾄﾞｼﾀ ﾅｵ 室見川ＲＣ 福岡県 福岡市 0:40:37 1:25:25
ハーフA女子 5 2022 酒見　範子 ｻｹﾐ ﾉﾘｺ 気まぐれクラブ 佐賀県 神埼市 0:42:04 1:28:26
ハーフA女子 6 2012 古藤　東望子 ｺﾄｳ ﾄﾓｺ 福岡県 宇美町 0:41:50 1:28:48
ハーフA女子 7 2004 花岡　洋子 ﾊﾅｵｶ ﾖｳｺ 福岡県 福岡市 0:41:57 1:29:28
ハーフA女子 8 2008 松本　恵美子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ まんぼう 熊本県 熊本市 0:43:12 1:31:48
ハーフA女子 9 2010 田村　由紀 ﾀﾑﾗ ﾕｷ 山口県 山陽小野田市 0:43:23 1:33:43
ハーフA女子 10 2007 青木　理沙 ｱｵｷ ﾘｻ ヤマシン女学院 福岡県 福岡市 0:42:51 1:33:44
ハーフA女子 11 2016 山田　陽子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 福岡県 筑紫野市 0:43:51 1:35:09
ハーフA女子 12 2006 春田　エリカ ﾊﾙﾀ ｴﾘｶ 福岡県 福岡市 0:42:47 1:35:40
ハーフA女子 13 2017 高倉　遥 ﾀｶｸﾗ ﾊﾙｶ 福岡県 福岡市 0:44:52 1:36:57
ハーフA女子 14 2112 今井　迪子 ｲﾏｲ ﾐﾁｺ 福岡県 福岡市 0:49:29 1:40:18
ハーフA女子 15 2015 麻生　愛 ｱｿｳ ｱｲ 株式会社フクト 福岡県 春日市 0:47:18 1:40:24
ハーフA女子 16 2013 清水　妙子 ｼﾐｽﾞ ﾀｴｺ 福岡県 福岡市 0:45:25 1:41:01
ハーフA女子 17 2011 小坂　則子 ｺｻｶ ﾉﾘｺ 長崎県 波佐見町 0:47:03 1:41:01
ハーフA女子 18 2018 境　乃理子 ｻｶｲ ﾉﾘｺ 熊本県 宇土市 0:46:48 1:42:30
ハーフA女子 19 2061 有村　まき ｱﾘﾑﾗ ﾏｷ 福岡県 福岡市 0:47:42 1:42:48
ハーフA女子 20 2009 松下　真紀子 ﾏﾂｼﾀ ﾏｷｺ 熊本県庁 熊本県 熊本市 0:52:09 1:46:41
ハーフA女子 21 2030 萩尾　眞江 ﾊｷﾞｵ ﾏﾅｴ 福岡県 北九州市 0:50:55 1:46:52
ハーフA女子 22 2019 西　文子 ﾆｼ ﾌﾐｺ 熊本県 熊本市 0:51:06 1:47:02
ハーフA女子 23 2029 柴尾　知志和 ｼﾊﾞｵ ﾁｼﾜ 大分県 日田市 0:49:52 1:47:23
ハーフA女子 24 2031 中嶋　朋子 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｺ 熊本県 熊本市 0:51:04 1:48:58
ハーフA女子 25 2045 大塚　理絵 ｵｵﾂｶ ﾘｴ 佐賀県 鳥栖市 0:50:25 1:49:04
ハーフA女子 26 2014 谷川　美賀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾐｶ ＢＥＬＩＥＶＥ 熊本県 熊本市 0:51:05 1:49:29
ハーフA女子 27 2023 吉岡　佳奈 ﾖｼｵｶ ｶﾅ 久留米走ろう会 福岡県 久留米市 0:48:40 1:49:36
ハーフA女子 28 2025 山崎　敦子 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｺ 福岡県 福岡市 0:53:36 1:50:26
ハーフA女子 29 2047 小牧　陽子 ｺﾏｷ ﾖｳｺ ＢＥＬＩＥＶＥ 熊本県 熊本市 0:52:11 1:50:50
ハーフA女子 30 2041 那須　博美 ﾅｽ ﾋﾛﾐ 熊本県 熊本市 0:52:36 1:50:50
ハーフA女子 31 2038 大坪　美由紀 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕｷ 佐賀県 小城市 0:51:23 1:51:01
ハーフA女子 32 2049 山田　朋子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 佐賀県 佐賀市 0:52:34 1:51:23
ハーフA女子 33 2028 野田　千早 ﾉﾀﾞ ﾁﾊﾔ 福岡県 福岡市 0:52:48 1:53:09
ハーフA女子 34 2027 江田　理奈 ｺｳﾀﾞ ﾘﾅ 福岡県 福岡市 0:54:31 1:54:39
ハーフA女子 35 2042 油江　まき ﾕｺﾞｳ ﾏｷ 福岡徳洲会病院 福岡県 春日市 0:54:42 1:55:13



ハーフA女子 36 2034 長野　範子 ﾅｶﾞﾉ ﾉﾘｺ 熊本県 熊本市 0:54:04 1:55:37
ハーフA女子 37 2021 上田　陽子 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｺ 佐賀県 みやき町 0:52:29 1:55:43
ハーフA女子 38 2037 白石　由美 ｼﾗｲｼ ﾕﾐ 福岡県 福岡市 0:53:45 1:56:18
ハーフA女子 39 2063 古田　久美 ﾌﾙﾀ ｸﾐ 長崎県 新上五島町 0:56:55 1:57:29
ハーフA女子 40 2081 原　恵理香 ﾊﾗ ｴﾘｶ 花かずＦ・Ｃ 福岡県 福岡市 0:55:16 1:57:35
ハーフA女子 41 2065 永江　紗江佳 ﾅｶﾞｴ ｻｴｶ 株式会社ソイル 福岡県 柳川市 0:55:24 1:57:51
ハーフA女子 42 2043 光森　真枝 ﾐﾂﾓﾘ ﾏｻｴ 岡山県 岡山市 0:54:39 1:58:19
ハーフA女子 43 2064 小田　さくら ｵﾀﾞ ｻｸﾗ 福岡県 福岡市 0:57:34 1:58:34
ハーフA女子 44 2062 信國　信子 ﾉﾌﾞｸﾆ ﾉﾌﾞｺ 福岡県 朝倉市 0:57:56 1:59:51
ハーフA女子 45 2133 岡田　亜侑 ｵｶﾀﾞ ｱﾕ 福岡県 久留米市 0:57:51 2:00:22
ハーフA女子 46 2070 福田　初恵 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾂｴ 福岡県 福岡市 0:55:49 2:00:56
ハーフA女子 47 2048 有村　小百合 ｱﾘﾑﾗ ｻﾕﾘ 公務員 福岡県 久留米市 0:55:04 2:01:21
ハーフA女子 48 2035 高田　朋佳 ﾀｶﾀ ﾄﾓｶ 大宰府走ろう会 福岡県 福岡市 0:57:08 2:01:28
ハーフA女子 49 2033 足立　舞子 ｱﾀﾞﾁ ﾏｲｺ 福岡県 福岡市 0:53:24 2:02:12
ハーフA女子 50 2059 浦川　桃栄 ｳﾗｶﾜ ﾓﾓｴ 福岡県 久留米市 0:54:40 2:02:53
ハーフA女子 51 2083 片岡　和子 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞｺ 福岡県 東峰村 0:56:00 2:03:39
ハーフA女子 52 2066 森　恵美 ﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ 佐賀県 鳥栖市 0:57:19 2:03:58
ハーフA女子 53 2067 松下　美保子 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾎｺ 福岡県 福岡市 0:55:49 2:04:34
ハーフA女子 54 2092 原田　知子 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｺ 福岡県 朝倉市 0:59:01 2:05:37
ハーフA女子 55 2039 濱野　絵美 ﾊﾏﾉ ｴﾐ 福岡県 福岡市 0:55:35 2:06:03
ハーフA女子 56 2036 吉田　絵里佳 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ 熊本県 菊陽町 0:58:47 2:06:27
ハーフA女子 57 2115 松岡　里江子 ﾏﾂｵｶ ﾘｴｺ 熊本県 天草市 2:06:49
ハーフA女子 58 2132 藤木　幸代 ﾌｼﾞｷ ｻﾁﾖ 佐賀県 神埼市 2:06:50
ハーフA女子 59 2056 萬辺　ひとみ ﾏﾝﾍﾞ ﾋﾄﾐ 福岡県 福岡市 0:56:16 2:07:21
ハーフA女子 60 2088 富永　浩子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 福岡県 福岡市 1:00:55 2:07:34
ハーフA女子 61 2058 松尾　奈己 ﾏﾂｵ ﾅﾐ 金澤整形外科 福岡県 大野城市 0:57:12 2:08:03
ハーフA女子 62 2107 森田　千裕 ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 熊本県 熊本市 0:58:15 2:08:55
ハーフA女子 63 2086 山崎　さとし ﾔﾏｻｷ ｻﾄｼ 福岡県 北九州市 0:59:55 2:09:00
ハーフA女子 64 2109 濱野　早苗 ﾊﾏﾉ ｻﾅｴ 県庁 佐賀県 神埼市 0:59:34 2:09:24
ハーフA女子 65 2122 永松　知世 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾄﾓﾖ 福岡県 福岡市 1:01:57 2:09:46
ハーフA女子 66 2084 天野　和江 ｱﾏﾉ ｶｽﾞｴ 福岡県 久留米市 1:00:57 2:10:08
ハーフA女子 67 2054 奥園　友梨 ｵｸｿﾞﾉ ﾕﾘ 長崎県 佐世保市 0:59:27 2:10:39
ハーフA女子 68 2032 元森　三枝子 ﾓﾄﾓﾘ ﾐｴｺ 福岡県 北九州市 0:56:59 2:11:03
ハーフA女子 69 2125 林田　美佐子 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｻｺ 福岡県 福岡市 1:03:02 2:11:34
ハーフA女子 70 2119 中上　円 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾄﾞｶ 福岡県 福岡市 0:57:32 2:11:45
ハーフA女子 71 2079 吉田　莉 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 佐賀県 佐賀市 1:00:04 2:12:36
ハーフA女子 72 2096 徳田　美由紀 ﾄｸﾀﾞ ﾐﾕｷ 佐賀県 基山町 1:05:21 2:12:53
ハーフA女子 73 2091 牟田　ふみ ﾑﾀ ﾌﾐ 福岡県 福岡市 1:04:10 2:13:48
ハーフA女子 74 2071 井上　律子 ｲﾉｳｴ ﾘﾂｺ 福岡県 うきは市 1:02:08 2:13:50



ハーフA女子 75 2097 井上　千裕 ｲﾉｳｴ ﾁﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:02:09 2:15:42
ハーフA女子 76 2077 諸熊　美咲 ﾓﾛｸﾏ ﾐｻｷ 福岡県 福岡市 0:59:58 2:15:44
ハーフA女子 77 2075 森山　晴香 ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ 福岡県 小郡市 1:04:52 2:15:46
ハーフA女子 78 2117 蒲原　里恵 ｶﾓﾊﾗ ﾘｴ 佐賀県 佐賀市 1:02:31 2:16:03
ハーフA女子 79 2104 深野木　ゆきみ ﾌｶﾉｷ ﾕｷﾐ 福岡県 福岡市 1:00:14 2:16:07
ハーフA女子 80 2134 浦本　薫子 ｳﾗﾓﾄ ｶｵﾙｺ 福岡県 福岡市 2:16:13
ハーフA女子 81 2053 岩下　香奈 ｲﾜｼﾀ ｶﾅ 福岡県 福岡市 1:03:46 2:17:08
ハーフA女子 82 2121 犬塚　奈緒子 ｲﾇﾂﾞｶ ﾅｵｺ 福岡県 福岡市 0:59:35 2:17:09
ハーフA女子 83 2087 井手　ひろみ ｲﾃﾞ ﾋﾛﾐ 宮崎県 宮崎市 1:03:52 2:17:20
ハーフA女子 84 2055 松本　ゆかり ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶﾘ 福岡県 福岡市 0:59:29 2:17:39
ハーフA女子 85 2052 長谷川　奈緒子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｺ 福岡県 北九州市 0:59:43 2:18:49
ハーフA女子 86 2089 永山　幸子 ﾅｶﾞﾔﾏ ｻﾁｺ 宮崎県 宮崎市 1:03:53 2:21:34
ハーフA女子 87 2102 小林　和代 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖ 福岡県 福津市 1:03:14 2:21:46
ハーフA女子 88 2128 八尋　マキ ﾔﾋﾛ ﾏｷ 福岡県 春日市 1:09:03 2:24:32
ハーフA女子 89 2057 玉田　杏花 ﾀﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 福岡県 久留米市 1:06:26 2:24:54
ハーフA女子 90 2090 北村　美香 ｷﾀﾑﾗ ﾐｶ 熊本県 熊本市 1:06:17 2:26:36
ハーフA女子 91 2105 坂本　倫子 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｺ 神奈川県 相模原市 1:09:51 2:26:38
ハーフA女子 92 2074 森田　雅代 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾖ 長崎県 諫早市 1:04:07 2:26:40
ハーフA女子 93 2106 松尾　花菜 ﾏﾂｵ ｶﾅ 大分県 大分市 1:09:07 2:26:40
ハーフA女子 94 2044 山田　美子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ 佐賀県 佐賀市 1:02:31 2:26:46
ハーフA女子 95 2130 小林　安代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖ 福岡県 小郡市 1:06:40 2:27:36
ハーフA女子 96 2100 大場　美佐 ｵｵﾊﾞ ﾐｻ 佐賀県 鳥栖市 1:04:08 2:28:02
ハーフA女子 97 2093 氏田　雅代 ｳｼﾞﾀ ﾏｻﾖ 福岡県 篠栗町 1:08:55 2:30:08
ハーフA女子 98 2073 大石　幸美 ｵｵｲｼ ﾕｷﾐ 福岡県 福岡市 1:04:45 2:30:55
ハーフA女子 99 2080 森山　悦子 ﾓﾘﾔﾏ ｴﾂｺ 福岡県 久留米市 1:03:25 2:33:01
ハーフA女子 100 2094 島田　奈津子 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ 福岡県 粕屋町 0:58:09 2:33:03


