
祝！世界遺産登録決定記念　第19回五島つばきマラソン
フィニッシュ選手一覧

種目グループ名 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 フィニッシュタイム
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 11009 西川　諒 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 福岡県 福岡市 1:25:51
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 21029 野口　貴史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 長崎県 島原市 1:32:03
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 31012 田中　元樹 ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ 長崎県 長崎市 1:37:43
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 41919 青山　右京 ｱｵﾔﾏ ｳｷｮｳ 長崎県 五島市 1:39:37
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 51904 大岡　良輔 ｵｵｵｶ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 五島市 1:46:21
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 61022 松尾　遼太 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ 福岡県 福岡市 1:47:23
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 71909 山口　悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 長崎県 島原市 1:47:36
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 81008 原　圭汰 ﾊﾗ ｹｲﾀ 長崎県 五島市 1:48:25
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 91018 井坂　洸貴 ｲｻﾞｶ ｺｳｷ 熊本県 八代市 1:49:18
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 101017 森崎　慎也 ﾓﾘｻｷ ｼﾝﾔ 熊本県 八代市 1:49:18
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 111007 坂本　和樹 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 長崎県 五島市 1:49:43
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 121014 大坪　直樹 ｵｵﾂﾎﾞ ﾅｵｷ 長崎県 五島市 1:52:29
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 131002 青井　陵央 ｱｵｲ ﾘｵ 長崎県 五島市 1:57:59
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 141908 濱邊　義幸 ﾊﾏﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 長崎県 五島市 2:00:06
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 151015 南嶋　崇良 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 長崎県 五島市 2:01:29
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 161902 山口　真吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 長崎県 島原市 2:01:39
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 171001 ＨＡＮＳＯＮ　ＭＩＴＣＨＥＬＬ ﾊﾝｿﾝ ﾐｼｪﾙ 長崎県 五島市 2:09:11
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 181004 浜沢　直人 ﾊﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 長崎県 五島市 2:16:37
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 191027 大室　貴也 ｵｵﾑﾛ ﾀｶﾔ 福岡県 福岡市 2:18:12
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 201016 宮崎　健太 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長崎県 島原市 2:21:53
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 211914 平田　幸暉 ﾋﾗﾀ ｺｳｷ 長崎県 五島市 2:26:05
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 221026 中島　龍馬 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾏ 長崎県 長崎市 2:29:46
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 231003 峯　紀一朗 ﾐﾈ ｷｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 2:36:07
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 241010 世戸　康介 ｾﾄ ｺｳｽｹ 東京都 中野区 2:37:22
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 251011 内田　亨 ｳﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ 長崎県 大村市 2:39:07
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 261005 堺　忠紘 ｻｶｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 長崎県 五島市 2:45:48
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 271025 笠　雄太郎 ﾘｭｳ ﾕｳﾀﾛｳ 長崎県 長与町 2:50:28
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 281006 的場　拓麻 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｸﾏ 長崎県 五島市 2:51:03
ハーフ ハーフマラソン男子高校生～２９歳 291020 吉田　海人 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 長崎県 五島市 3:00:33
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 11129 橋本　裕太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 長崎県 長崎市 1:18:45
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 21120 前島　真樹 ﾏｴｼﾏ ﾏｻｷ 佐賀県 嬉野市 1:27:49
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 31101 木口　北斗 ｷｸﾞﾁ ﾎｸﾄ 長崎県 五島市 1:32:41
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 41123 藤田　武志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ 長崎県 五島市 1:37:48
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 51118 中西　如人 ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾄ 茨城県 つくば市 1:38:11
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 61127 前島　孝憲 ﾏｴｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 長崎県 五島市 1:40:38
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 71112 伊東　良祐 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 五島市 1:42:55
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 81133 中村　拓真 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 長崎県 五島市 1:43:09
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 91106 野口　圭介 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 長崎県 五島市 1:43:55
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 101114 田村　卓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長崎県 五島市 1:44:13
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 111103 田邊　徳大 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾛ 長崎県 五島市 1:44:30
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 121124 秋本　徹也 ｱｷﾓﾄ ﾃﾂﾔ 長崎県 長崎市 1:45:46
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 131107 篠原　泰史 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽｼ 長崎県 五島市 1:46:26
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 141105 山田　義久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 長崎県 五島市 1:48:22
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 151109 山下　慎一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 新上五島町 1:48:39
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 161121 松尾　高志 ﾏﾂｵ ﾀｶｼ 福岡県 芦屋町 1:51:35
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 171110 都々木　真一 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁ 長崎県 五島市 1:52:12
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 181122 鎌田　紀章 ｶﾏﾀﾞ ｷｼｮｳ 熊本県 御船町 1:52:39
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 191128 橋本　和彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 長崎県 五島市 1:53:18
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 201125 山本　宗太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 長崎県 長崎市 1:53:26
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 211131 三原　翔 ﾐﾊﾗ ｼｮｳ 福岡県 春日市 1:55:42
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 221115 野下　孝志 ﾉｼﾀ ﾀｶｼ 長崎県 長崎市 1:57:26
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 231102 岡本　裕樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 2:02:22
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 241113 中塚　直征 ﾅｶﾂｶ ﾅｵﾕｷ 長崎県 五島市 2:08:47
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 251111 夘田　翼 ｳﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 長崎県 五島市 2:11:30
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 261907 松本　研志 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 長崎県 五島市 2:13:51
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 271912 神田　伸正 ｶﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 長崎県 五島市 2:15:09
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 281130 村山　洋一朗 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 2:17:21
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 291920 網田　圭亮 ｱﾐﾀ ｹｲｽｹ 東京都 葛飾区 2:20:08
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 301117 坂中　博昭 ｻｶﾅｶ ﾋﾛｱｷ 福岡県 糸島市 2:33:51
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 311104 田中　伊久雄 ﾀﾅｶ ｲｸｵ 長崎県 五島市 2:51:09
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 321126 小野寺　悠太 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 栃木県 小山市 3:03:24
ハーフ ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 331108 松山　辰徳 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾉﾘ 長崎県 五島市 3:46:40
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 11231 永田　浩二 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 1:28:37
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 21217 石橋　健一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 さいたま市 1:29:18
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 31221 立山　寛之 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 長崎市 1:32:54
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 41234 赤瀬　圭祐 ｱｶｾ ｹｲｽｹ 長崎県 五島市 1:42:17
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 51225 笹野　大輔 ｻｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 五島市 1:45:14
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 61220 椿崎　友彦 ﾂﾊﾞｷｻﾞｷ ﾄﾓﾋｺ 三重県 鈴鹿市 1:45:53
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 71208 伊藤　正義 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 長崎県 五島市 1:47:39
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 81232 杣川　善哉 ｿﾏｶﾜ ﾖｼﾔ 長崎県 五島市 1:48:53
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 91230 梶原　義明 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 長崎県 五島市 1:51:10
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 101239 平田　恭裕 ﾋﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ 長崎県 五島市 1:51:12



ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 111223 岩吉　直樹 ｲﾜﾖｼ ﾅｵｷ 東京都 港区 1:53:19
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 121236 小島　由光 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 神奈川県 川崎市 1:55:15
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 131202 山本　亨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 長崎県 五島市 1:55:21
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 141210 馬郡　正昌 ﾏｺﾞｵﾘ ﾏｻﾖｼ 長崎県 五島市 1:58:31
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 151228 内藤　邦康 ﾅｲﾄｳ ｸﾆﾔｽ 埼玉県 さいたま市 1:59:06
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 161203 林　政俊 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ 長崎県 五島市 1:59:07
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 171222 岩田　正洋 ｲﾜﾀ ﾏｻﾋﾛ 長崎県 長崎市 2:02:21
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 181238 尾村　好晴 ｵﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 長崎県 五島市 2:02:43
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 191201 森下　隆司 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 2:03:48
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 201214 中村　茂幸 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 東京都 品川区 2:05:44
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 211205 梶山　英樹 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 五島市 2:06:25
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 221216 高畠　道広 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉県 宮代町 2:08:12
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 231206 浦　善信 ｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 長崎県 五島市 2:11:40
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 241227 鉄川　基通 ﾃﾂｶﾜ ﾓﾄﾐﾁ 福岡県 福岡市 2:13:25
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 251235 田中　正志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 長崎県 諫早市 2:14:52
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 261213 岩田　伸治 ｲﾜﾀ ｼﾝｼﾞ 長崎県 長崎市 2:18:01
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 271237 永井　伸一 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 2:18:31
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 281219 森田　勲 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ 長崎県 長崎市 2:18:50
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 291211 村瀬　慎司 ﾑﾗｾ ｼﾝｼﾞ 長崎県 五島市 2:27:50
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 301204 村上　善文 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾌﾐ 長崎県 五島市 2:39:12
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 311905 吉田　慎太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長崎県 五島市 2:44:33
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 321209 中村　健児 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 長崎県 五島市 2:57:32
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 331215 清水　徹也 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 埼玉県 長瀞町 2:59:15
ハーフ ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 341229 中尾　茂岳 ﾅｶｵ ｼｹﾞﾀｶ 千葉県 柏市 3:44:49
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 11307 田端　洋介 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 足立区 1:31:59
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 21325 神浦　清照 ｺｳﾉｳﾗ ｷﾖﾃﾙ 長崎県 新上五島町 1:33:58
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 31318 平岡　敬成 ﾋﾗｵｶ ﾖｼﾅﾘ 長崎県 五島市 1:40:02
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 41322 木村　浩史 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 熊本県 合志市 1:51:53
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 51314 北川　照芳 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 長崎県 五島市 1:56:17
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 61306 秋吉　新二 ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ 長崎県 五島市 1:57:43
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 71918 岡野　雅貴 ｵｶﾉ ﾏｻﾀｶ 愛知県 名古屋市 1:58:35
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 81330 中村　達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 長崎県 長崎市 2:06:53
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 91308 村中　重雄 ﾑﾗﾅｶ ｼｹﾞｵ 長崎県 五島市 2:08:25
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 101312 岡野　祥士 ｵｶﾉ ｼｮｳｼﾞ 長崎県 五島市 2:10:57
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 111313 太田　徳生 ｵｵﾀ ﾉﾘｵ 東京都 江戸川区 2:13:10
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 121321 桑原　稔 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾉﾙ 長崎県 新上五島町 2:14:37
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 131305 酒井　清明 ｻｶｲ ｷﾖｱｷ 長崎県 長崎市 2:15:20
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 141324 柳川　好夫 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾖｼｵ 長崎県 五島市 2:16:30
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 151326 森　彰 ﾓﾘ ｱｷﾗ 長崎県 長与町 2:17:15
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 161301 都々木　信一郎 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 2:18:37
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 171331 森藤　大介 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 流山市 2:20:50
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 181327 妹尾　千明 ｾﾉｵ ﾁｱｷ 神奈川県 藤沢市 2:23:13
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 191315 佐藤　直志 ｻﾄｳ ﾅｵｼ 東京都 昭島市 2:23:26
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 201311 丸山　隆 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 2:25:58
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 211320 杉本　雅美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 長崎県 長与町 2:29:33
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 221310 中村　祥司 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 横浜市 2:33:43
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 231329 木村　光伸 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ 福岡県 福岡市 2:36:14
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 241316 北口　功幸 ｷﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 長崎県 長崎市 2:39:23
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 251323 白井　昭次 ｼﾗｲ ｼｮｳｼﾞ 東京都 大田区 2:39:25
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 261319 中村　太 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ 長崎県 長崎市 2:43:34
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 271901 飯野　克彦 ｲｲﾉ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市 2:48:01
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 281304 吉原　豊 ﾖｼﾊﾗ ﾕﾀｶ 長崎県 五島市 2:57:27
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 291317 北尾　直 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ 京都府 京都市 3:05:53
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 301903 加藤　清純 ｶﾄｳ ｷﾖｽﾞﾐ 神奈川県 鎌倉市 3:09:35
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 311328 加瀬　敬一 ｶｾ ｹｲｲﾁ 長崎県 長崎市 3:26:56
ハーフ ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 321309 里野　宏則 ｻﾄﾉ ﾋﾛﾉﾘ 長崎県 五島市 3:59:01
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 11428 前島　美津直 ﾏｴｼﾏ ﾐﾂﾅｵ 佐賀県 嬉野市 1:44:42
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 21910 中島　秀男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 八王子市 1:45:10
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 31406 濵本　和成 ﾊﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 長崎県 五島市 1:48:31
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 41435 田前　正博 ﾀﾏｴ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市 1:52:49
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 51421 松尾　正敏 ﾏﾂｵ ﾏｻﾄｼ 長崎県 新上五島町 1:53:15
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 61432 田口　精一 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 長崎県 長崎市 1:53:36
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 71423 林　孝司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 長崎県 長崎市 1:54:26
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 81426 竹内　豊夫 ﾀｹｳﾁ ﾄﾖｵ 奈良県 大和郡山市 1:55:46
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 91409 小西　文敏 ｺﾆｼ ﾌﾐﾄｼ 長崎県 五島市 1:57:40
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 101420 江頭　信男 ｴｶﾞｼﾗ ﾉﾌﾞｵ 長崎県 五島市 1:58:45
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 111403 馬場　孝司 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 1:59:29
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 121418 川端　和夫 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞｵ 長崎県 五島市 2:02:10
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 131422 川端　健 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 2:06:47
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 141413 松岡　孝之 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾕｷ 長崎県 五島市 2:06:57
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 151401 山田　初一 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾂｲﾁ 長崎県 五島市 2:07:23
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 161402 山田　邦雄 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆｵ 長崎県 長崎市 2:07:49
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 171410 佐々野　郁雄 ｻｻﾉ ｲｸｵ 長崎県 五島市 2:13:22
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 181429 井口　満 ｲｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 兵庫県 洲本市 2:13:28
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 191431 戸川　忠男 ﾄｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 長崎県 長崎市 2:13:45
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 201404 辻原　久雄 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾋｻｵ 長崎県 長崎市 2:19:36



ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 211430 多々川　慎仁 ﾀﾀｶﾜ ｼﾝｼﾞ 長崎県 諫早市 2:19:40
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 221412 山下　久一 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｶｽﾞ 長崎県 佐世保市 2:21:58
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 231407 浦頭　俊弘 ｳﾗｶﾞｼﾗ ﾄｼﾋﾛ 長崎県 五島市 2:28:27
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 241419 藤原　信一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 長崎県 五島市 2:28:56
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 251424 陶山　泰信 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 静岡県 長泉町 2:29:17
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 261408 峰　勉 ﾐﾈ ﾂﾄﾑ 長崎県 五島市 2:33:24
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 271415 橋口　昭二 ﾊｼｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 長崎県 五島市 2:35:36
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 281414 野口　市太郎 ﾉｸﾞﾁ ｲﾁﾀﾛｳ 長崎県 五島市 2:44:12
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 291405 坂口　静雄 ｻｶｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ 埼玉県 坂戸市 2:48:17
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 301433 鴨川　弘 ｶﾓｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長崎県 長崎市 2:53:14
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 311425 田尻　忍 ﾀｼﾞﾘ ｼﾉﾌﾞ 長崎県 長崎市 2:54:16
ハーフ ハーフマラソン男子６０歳以上 321427 大沼　哲郎 ｵｵﾇﾏ ﾃﾂﾛｳ 北海道 留萌市 2:54:58
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 11534 林田　碧 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ 福岡県 福岡市 1:40:32
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 21525 山田　可菜子 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｺ 長崎県 五島市 1:41:43
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 31505 畠山　陽菜子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅｺ 長崎県 長与町 1:46:45
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 41512 篠原　彩恵 ｼﾉﾊﾗ ｻｴ 熊本県 八代市 1:49:18
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 51513 入口　真奈美 ｲﾘｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 長崎県 長崎市 1:53:48
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 61916 明石　真琴 ｱｶｼ ﾏｺﾄ 長崎県 五島市 1:54:07
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 71514 鶴本　理日 ﾂﾙﾓﾄ ﾘｶ 長崎県 長崎市 1:57:14
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 81502 大野　茜子 ｵｵﾉ ｱｶﾈ 長崎県 長崎市 2:03:46
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 91510 辻田　夏奈子 ﾂｼﾞﾀ ｶﾅｺ 長崎県 長崎市 2:04:40
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 101519 實野　美紗 ｼﾞﾂﾉ ﾐｻ 東京都 三鷹市 2:07:57
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 111523 高山　佳都 ﾀｶﾔﾏ ｹｲﾄ 神奈川県 横浜市 2:09:03
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 121511 長谷川　莉子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ 千葉県 我孫子市 2:09:13
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 131518 實野　佳奈 ｼﾞﾂﾉ ｶﾅ 東京都 三鷹市 2:15:29
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 141536 平野　純子 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 茨木市 2:16:53
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 151508 儘田　クルミ ﾏﾏﾀﾞ ｸﾙﾐ 東京都 青梅市 2:20:54
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 161524 土方　智紗乃 ﾋｼﾞｶﾀ ﾁｻﾉ 千葉県 市川市 2:21:38
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 171527 マニング　メーガン ﾏﾆﾝｸﾞ ﾒｰｶﾞﾝ 長崎県 諫早市 2:23:10
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 181522 ラカス　タマラ ﾗｶｽ ﾀﾏﾗ 長崎県 諫早市 2:23:12
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 191521 三城　茜 ﾐｼﾛ ｱｶﾈ 福岡県 福岡市 2:24:20
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 201537 草野　仁美 ｸｻﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県 我孫子市 2:25:39
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 211915 松村　愛奈 ﾏﾂﾑﾗ ｱｲﾅ 長崎県 五島市 2:26:04
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 221533 野元　聡美 ﾉﾓﾄ ｻﾄﾐ 長崎県 長崎市 2:27:06
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 231531 守屋　江利子 ﾓﾘﾔ ｴﾘｺ 長崎県 長崎市 2:29:44
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 241529 梅木　里奈 ｳﾒｷ ﾘﾅ 兵庫県 姫路市 2:30:36
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 251520 三城　明 ﾐｼﾛ ﾒｲ 福岡県 福岡市 2:31:19
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 261517 山田　麻衣子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲｺ 沖縄県 石垣市 2:33:43
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 271530 宮田　彩 ﾐﾔﾀ ｱﾔ 福岡県 福岡市 2:35:11
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 281506 大久保　晴加 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 東京都 西東京市 2:37:22
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 291507 新　春菜 ｼﾝ ﾊﾙﾅ 長崎県 長崎市 2:41:20
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 301538 松山　歩 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾕﾐ 三重県 四日市市 2:44:45
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 311526 今岡　千春 ｲﾏｵｶ ﾁﾊﾙ 大分県 大分市 2:48:46
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 321532 馬場　智子 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄｺ 長崎県 長崎市 2:50:28
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 331516 塚本　香織 ﾂｶﾓﾄ ｶｵﾘ 福岡県 福岡市 2:54:46
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 341528 小野寺　隆子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶｺ 栃木県 小山市 3:03:24
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 351509 清水　優友 ｼﾐｽﾞ ﾕﾕ 長崎県 五島市 3:12:29
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 361503 石谷　沙奈枝 ｲｼﾀﾆ ｻﾅｴ 長崎県 五島市 3:18:07
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 371515 入籾　早苗 ｲﾘﾓﾐ ｻﾅｴ 長崎県 長崎市 3:31:31
ハーフ ハーフマラソン女子高校生～３９歳 381504 古川　有希 ﾌﾙｶﾜ ﾕｷ 長崎県 五島市 3:52:57
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 11630 青木　さやか ｱｵｷ ｻﾔｶ 東京都 墨田区 2:01:45
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 21612 嶋里　豊子 ｼﾏｻﾞﾄ ﾄﾖｺ 長崎県 五島市 2:08:51
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 31626 岩田　千鶴子 ｲﾜﾀ ﾁｽﾞｺ 長崎県 長崎市 2:14:36
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 41631 岩永　章子 ｲﾜﾅｶﾞ ｱｷｺ 長崎県 長崎市 2:15:56
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 51616 森　淳子 ﾓﾘ ｱﾂｺ 長崎県 長与町 2:17:16
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 61609 近藤　芳子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 長崎県 五島市 2:19:17
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 71619 儘田　典代 ﾏﾏﾀﾞ ﾉﾘﾖ 東京都 青梅市 2:19:22
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 81627 梶井　さおり ｶｼﾞｲ ｻｵﾘ 愛知県 日進市 2:19:29
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 91634 中島　直子 ﾅｶｼﾏ ﾅｵｺ 長崎県 五島市 2:19:42
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 101620 石橋　乃理子 ｲｼﾊﾞｼ ﾉﾘｺ 埼玉県 さいたま市 2:19:51
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 111617 山下　律子 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾂｺ 長崎県 長崎市 2:21:05
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 121632 妹尾　道代 ｾﾉｵ ﾐﾁﾖ 神奈川県 藤沢市 2:23:13
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 131610 尾﨑　和枝 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞｴ 長崎県 五島市 2:23:20
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 141633 平野　梓 ﾋﾗﾉ ｱｽﾞｻ 長崎県 五島市 2:28:14
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 151611 松園　利江子 ﾏﾂｿﾞﾉ ﾘｴｺ 長崎県 五島市 2:30:36
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 161602 松本　恵美子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ 長崎県 諫早市 2:36:04
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 171635 板橋　千佳子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾁｶｺ 長崎県 長崎市 2:36:14
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 181606 新堂　みどり ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾄﾞﾘ 長崎県 五島市 2:39:38
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 191624 岩切　千秋 ｲﾜｷﾘ ﾁｱｷ 愛知県 稲沢市 2:44:24
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 201618 古郡　裕子 ﾌﾙｺｵﾘ ﾕｳｺ 埼玉県 長瀞町 2:45:41
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 211601 志田　妙子 ｼﾀﾞ ﾀｴｺ 長崎県 長崎市 2:51:18
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 221906 平田　節子 ﾋﾗﾀ ｾﾂｺ 長崎県 五島市 3:08:03
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 231608 三田　幸代 ﾐﾀ ｻﾁﾖ 長崎県 五島市 3:21:03
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 241615 中野　和枝 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｴ 長崎県 五島市 3:23:26
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 251605 浦部　亜紀 ｳﾗﾍﾞ ｱｷ 長崎県 五島市 3:46:40
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 261604 藤林　美由紀 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ 長崎県 五島市 3:46:41



ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 271614 満井　浩子 ﾐﾂｲ ﾋﾛｺ 長崎県 五島市 3:52:57
ハーフ ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 281613 浅田　友恵 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓｴ 長崎県 五島市 3:52:57
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 11911 佐藤　春枝 ｻﾄｳ ﾊﾙｴ 東京都 葛飾区 1:47:58
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 21710 平野　陽子 ﾋﾗﾉ ﾖｳｺ 長崎県 五島市 1:53:19
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 31703 田口　恵子 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｺ 長崎県 五島市 2:08:30
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 41702 亀井　澄子 ｶﾒｲ ｽﾐｺ 長崎県 五島市 2:14:29
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 51708 田中　なかよ ﾀﾅｶ ﾅｶﾖ 静岡県 浜松市 2:20:01
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 61713 森井　多永子 ﾓﾘｲ ﾀｴｺ 京都府 京都市 2:22:47
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 71709 野口　喜代子 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖｺ 長崎県 五島市 2:30:06
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 81706 野口　裕子 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｺ 長崎県 五島市 2:34:10
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 91716 篠原　則子 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾘｺ 長崎県 長崎市 2:35:51
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 101715 大沼　ひさえ ｵｵﾇﾏ ﾋｻｴ 北海道 留萌市 2:37:00
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 111707 髙林　美根子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾈｺ 静岡県 浜松市 3:00:17
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 121704 山田　ルリコ ﾔﾏﾀﾞ ﾙﾘｺ 長崎県 佐世保市 3:07:45
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 131712 佐々木　麻利子 ｻｻｷ ﾏﾘｺ 広島県 呉市 3:08:14
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 141711 荻原　緑 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 調布市 3:41:54
ハーフ ハーフマラソン女子６０歳以上 151701 福田　礼子 ﾌｸﾀﾞ ﾚｲｺ 長崎県 佐世保市 3:43:07


