
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
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 1129 粟飯原　隆司 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 東京都 品川区 3:01:19
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 2103 久保　直人 ｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 長崎県 五島市 3:09:10
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 3161 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 長崎県 長与町 3:21:06
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 4150 西　恭平 ﾆｼ ｷｮｳﾍｲ 東京都 新宿区 3:21:43
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 5156 下條　一 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 愛媛県 松山市 3:25:00
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 6144 中西　大輔 ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 五島市 3:28:55
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 7135 中川　悠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ 長崎県 対馬市 3:29:18
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 8105 濱村　好聖 ﾊﾏﾑﾗ ｽﾐﾄｼ 長崎県 五島市 3:31:45
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 9152 荒木　遼汰 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ 千葉県 流山市 3:34:10
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 10134 橋本　雄司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県 名古屋市 3:50:30
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 11120 木佐貫　恵太 ｷｻﾇｷ ｹｲﾀ 福岡県 福岡市 3:52:05
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 12109 吉本　圭佑 ﾖｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 長崎県 五島市 3:52:49
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 13102 津田　慎太郎 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長崎県 五島市 3:57:02
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 14121 倉員　晃基 ｸﾗｶｽﾞ ｺｳｷ 福岡県 福岡市 3:59:35
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 15130 高橋　慧輔 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 東京都 西東京市 3:59:40
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 16115 細川　信之 ﾎｿｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 広島県 東広島市 4:00:45
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 17125 下釜　隆徳 ｼﾓｶﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 長崎県 諫早市 4:07:14
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 18119 小野原　敦司 ｵﾉﾊﾗ ｱﾂｼ 熊本県 熊本市 4:07:53
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 19131 諸我　健太 ﾓﾛｶﾞ ｹﾝﾀ 福岡県 福岡市 4:12:25
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 20151 宮西　賢司 ﾐﾔﾆｼ ｻﾄｼ 兵庫県 西宮市 4:13:48
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 21126 高畠　陵 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ 鹿児島県 鹿児島市 4:15:14
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 22157 草木迫　充 ｸｻｷｻﾞｺ ﾏｺﾄ 長崎県 長崎市 4:15:39
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 23113 芳野　友亮 ﾖｼﾉ ﾕｳｽｹ 埼玉県 富士見市 4:15:41
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 24146 萩田　大地 ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 瀬戸市 4:15:51
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 25110 山下　幸一郎 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 4:24:13
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 26116 片柳　翔太 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｼｮｳﾀ 長崎県 長崎市 4:28:06
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 27127 久山　将史 ｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 福井県 越前市 4:29:09
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 28141 酒井　琢人 ｻｶｲ ﾀｸﾄ 千葉県 松戸市 4:30:29
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 29104 熊谷　昂大 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 長崎県 五島市 4:38:28
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 30136 岡藤　稜汰 ｵｶﾌｼﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 豊田市 4:41:23
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 31114 土屋　直樹 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 東京都 板橋区 4:41:57
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 32133 西村　大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ 東京都 江戸川区 4:44:53
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 33140 田中　遼 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 福岡県 大刀洗町 4:47:56
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 34108 濱﨑　俊 ﾊﾏｻｷ ｼｭﾝ 長崎県 五島市 4:50:33
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 35911 佐藤　大智 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長崎県 長崎市 4:52:14
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 36112 平田　魁人 ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ 長崎県 時津町 5:07:02
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 37124 山崎　智文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾌﾐ 長崎県 五島市 5:08:29
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 38132 木村　雄樹 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 東京都 江東区 5:10:47
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 39159 川端　純一朗 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 5:21:11
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 40163 増田　秀平 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 長崎県 長崎市 5:21:11
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 41155 木野村　雅宏 ｷﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府 京都市 5:23:21
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 42107 川上　敬太 ｶﾜｶﾐ ｹｲﾀ 長崎県 五島市 5:24:41
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 43153 松浦　礼哉 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾔ 長崎県 五島市 5:33:20
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 44143 荻島　希絃 ｵｷﾞｼﾏ ｷｲﾄ 千葉県 流山市 5:35:04
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 45139 小畠　一将 ｺﾊﾞﾀ ｲｯｼｮｳ 福岡県 筑紫野市 5:40:44
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 46138 野中　亮佑 ﾉﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡県 福岡市 5:42:41
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 47111 佐藤　充 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 長崎県 長崎市 5:42:50
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 48137 佐久山　源基 ｻｸﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 福岡県 福岡市 5:49:31
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 49117 宮原　陽平 ﾐﾔﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 佐賀県 多久市 5:55:56
フル フルマラソン男子１８歳～２９歳 50162 若菜　慶友 ﾜｶﾅ ﾖｼﾄﾓ 長崎県 佐世保市 6:34:22
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 1242 出口　辰徳 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾉﾘ 長崎県 五島市 3:01:58
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 2212 篠原　信之 ｼﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 板橋区 3:11:11
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 3214 中村　宏一郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 3:11:27
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 4909 久保　裕樹 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 3:12:32
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 5236 武田　隼人 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 東京都 大田区 3:18:48
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 6203 野原　申栄 ﾉﾊﾗ ｼﾝｴｲ 長崎県 五島市 3:21:38
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 7232 長沼　匡哉 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾏｻﾔ 長崎県 長崎市 3:22:44
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 8244 吉野　龍史 ﾖｼﾉ ﾘｭｳｼﾞ 長崎県 長崎市 3:28:28
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 9204 野口　勇助 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 長崎県 五島市 3:33:12
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 10240 若月　智也 ﾜｶﾂｷ ﾄﾓﾔ 東京都 大田区 3:39:48
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 11202 山本　広伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 長崎県 五島市 3:46:55
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 12234 立花　満 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾂﾙ 長崎県 五島市 3:47:05
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 13245 本多　慧至 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 3:50:48
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 14219 古谷　繁明 ﾌﾙﾔ ｼｹﾞｱｷ 福岡県 福岡市 3:53:10
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 15914 薄井　政徳 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 久喜市 3:53:14
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 16205 河野　祐太 ｶﾜﾉ ﾕｳﾀ 長崎県 五島市 4:05:20
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 17248 田中　善博 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 長崎県 五島市 4:13:30
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 18227 茂刈　昭宏 ﾓｶﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 長崎県 長崎市 4:15:18
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 19209 大脇　隆司 ｵｵﾜｷ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 4:18:52
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 20237 守山　智史 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄｼ 東京都 調布市 4:21:27
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 21211 吉川　浩二 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 逗子市 4:28:37
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 22235 伊東　裕恭 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 福岡市 4:34:22



フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 23226 平本　康彦 ﾋﾗﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 東京都 町田市 4:40:57
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 24239 山川　和久 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾋｻ 熊本県 阿蘇市 4:41:38
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 25228 山下　雄介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 長崎県 五島市 4:41:59
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 26222 北野　太嗣 ｷﾀﾉ ﾀﾞｲﾂｸﾞ 長崎県 長崎市 4:43:00
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 27243 山田　格平 ﾔﾏﾀﾞ ｶｸﾍｲ 長崎県 五島市 4:47:21
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 28241 竹内　友希 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 愛知県 名古屋市 4:49:06
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 29216 徳永　和也 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 福岡県 北九州市 4:49:13
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 30238 高橋　京助 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 東京都 台東区 4:49:25
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 31249 出来　佑也 ﾃﾞｷ ﾕｳﾔ 福岡県 福岡市 4:49:30
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 32250 西川　正晃 ﾆｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 福岡県 福岡市 4:56:31
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 33903 川口　拓馬 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 長崎県 五島市 5:07:02
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 34217 高木　祐孝 ﾀｶｷ ﾋﾛﾀｶ 長崎県 長崎市 5:09:14
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 35208 今井　一男 ｲﾏｲ ｶｽﾞｵ 長崎県 長崎市 5:13:05
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 36218 廣松　新也 ﾋﾛﾏﾂ ｼﾝﾔ 長崎県 長崎市 5:17:24
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 37207 木原　将斗 ｷﾊﾗ ﾏｻﾄ 福岡県 久留米市 5:23:18
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 38213 堀内　雅之 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾕｷ 大阪府 堺市 5:26:48
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 39221 阿竹　聖和 ｱﾀｹ ｷﾖｶｽﾞ 福岡県 北九州市 5:41:16
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 40231 山田　健治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県 福岡市 5:45:10
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 41223 富永　裕崇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 北九州市 5:57:04
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 42206 宮川　俊 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭﾝ 福岡県 北九州市 5:57:22
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 43210 大久保　泰裕 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ 長崎県 新上五島町 6:02:02
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 44230 安井　勇人 ﾔｽｲ ﾕｳﾄ 福岡県 北九州市 6:21:05
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 45908 塩川　徳也 ｼｵｶﾜ ﾄｸﾔ 長崎県 五島市 6:39:33
フル フルマラソン男子３０歳～３９歳 46220 井手　健太 ｲﾃﾞ ｹﾝﾀ 福岡県 北九州市 6:46:22
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 1318 山中　裕司 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 春日部市 2:46:56
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 2356 中島　隆幸 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市 3:24:16
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 3341 樋口　浩二 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 3:31:13
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 4358 池田　孝二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 長崎県 長崎市 3:31:18
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 5373 甲田　哲也 ｺｳﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神奈川県 大和市 3:32:14
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 6324 川合　雅也 ｶﾜｱｲ ﾏｻﾔ 長崎県 大村市 3:33:37
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 7331 小鹿野　正人 ｵｶﾞﾉ ﾏｻﾄ 埼玉県 日高市 3:35:20
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 8320 吉田　龍義 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾖｼ 福岡県 福岡市 3:37:39
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 9301 岡村　茂樹 ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 長崎県 五島市 3:38:28
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 10905 堀田　卓朗 ﾎｯﾀ ﾀｸﾛｳ 長崎県 五島市 3:40:17
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 11321 水野　博之 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 名古屋市 3:40:27
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 12334 奥村　治輝 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｷ 長崎県 長崎市 3:40:57
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 13302 前川　健二 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 長崎県 五島市 3:42:36
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 14369 田中　祐作 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 長崎県 長崎市 3:44:06
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 15322 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 川崎市 3:44:48
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 16367 中村　亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 長崎県 長崎市 3:46:17
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 17359 神矢　直樹 ｶﾐﾔ ﾅｵｷ 福岡県 大野城市 3:48:13
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 18902 松本　仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ 長崎県 長崎市 3:52:01
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 19906 廣田　定之 ﾋﾛﾀ ｻﾀﾞﾕｷ 長崎県 五島市 3:52:07
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 20904 冨田　直也 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 東京都 江東区 3:53:06
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 21325 西尾　晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 大阪府 茨木市 3:53:41
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 22307 鍋内　秀喜 ﾅﾍﾞｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 五島市 3:54:17
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 23363 山口　祐一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 長崎県 五島市 3:55:03
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 24305 今村　剛喜 ｲﾏﾑﾗ ｺﾞｳｷ 長崎県 五島市 3:57:48
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 25357 戸澤　興治 ﾄｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 大分県 別府市 3:59:57
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 26319 西藤　直哉 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 兵庫県 神戸市 4:00:18
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 27328 玄　富翰 ﾋｮﾝ ﾌﾞﾊﾝ 大阪府 大阪市 4:01:00
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 28323 江頭　勉 ｴｶﾞｼﾗ ﾂﾄﾑ 福岡県 福岡市 4:01:58
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 29343 熊谷　哲哉 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 大阪府 大阪市 4:03:28
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 30333 山田　学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 戸田市 4:05:09
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 31365 漆間　哲 ｳﾙﾏ ｱｷﾗ 東京都 東久留米市 4:06:43
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 32313 田口　信吾 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 長崎県 五島市 4:08:42
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 33311 神嵜　誠 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｺﾄ 長崎県 五島市 4:12:29
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 34350 田中　充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 愛知県 春日井市 4:22:06
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 35364 中尾　昌岳 ﾅｶｵ ﾏｻﾀｶ 京都府 京都市 4:22:53
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 36355 黒山　藤康 ｸﾛﾔﾏ ﾌｼﾞﾔｽ 佐賀県 佐賀市 4:28:06
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 37374 茂木　智宏 ﾓﾃｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 佐倉市 4:28:20
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 38352 古賀　博 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 小郡市 4:29:20
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 39340 中丸　明寛 ﾅｶﾏﾙ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 川崎市 4:34:03
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 40312 平田　昌久 ﾋﾗﾀ ｱﾂﾋｺ 福岡県 志免町 4:36:39
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 41354 吉野　克也 ﾖｼﾉ ｶﾂﾔ 長崎県 長崎市 4:43:20
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 42344 戸野　新吾 ﾄﾉ ｼﾝｺﾞ 山口県 山口市 4:44:16
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 43329 鬼頭　日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 名古屋市 4:46:33
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 44375 本多　康博 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 小田原市 4:47:33
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 45345 林　恭吾 ﾊﾔｼ ｷｮｳｺﾞ 茨城県 城里町 4:50:28
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 46327 山本　誠治 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ 宮崎県 都農町 4:53:22
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 47362 中川　健太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 大分県 大分市 4:54:30
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 48326 関口　洋 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 島根県 隠岐の島町 4:57:51
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 49336 藤永　和成 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 長崎県 長崎市 4:58:44
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 50304 米山　幸助 ｺﾒﾔﾏ ｺｳｽｹ 長崎県 五島市 4:59:05
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 51351 早瀬　寿樹 ﾊﾔｾ ﾄｼｷ 熊本県 阿蘇市 5:07:24
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 52306 古賀野　聡 ｺｶﾞﾉ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 5:16:45



フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 53370 工藤　和裕 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ 宮崎県 宮崎市 5:17:02
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 54372 犬塚　康博 ｲﾇﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 長崎県 五島市 5:20:31
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 55330 小澤　貴志 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 青梅市 5:22:48
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 56317 末綱　靖裕 ｽｴﾂﾅ ﾔｽﾋﾛ 山口県 山口市 5:23:00
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 57303 松本　光弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県 登米市 5:25:15
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 58337 吉野　幸司 ﾖｼﾉ ｺｳｼﾞ 福岡県 北九州市 5:25:32
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 59335 服部　達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 練馬区 5:33:34
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 60366 谷川　富隆 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾐﾀｶ 長崎県 五島市 5:45:28
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 61339 堀　輝 ﾎﾘ ﾋｶﾙ 福岡県 北九州市 5:48:25
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 62342 坪田　勝也 ﾂﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ 兵庫県 たつの市 5:51:01
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 63338 山崎　剛 ﾔﾏｻｷ ﾂﾖｼ 福岡県 春日市 5:53:49
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 64353 野田　裕介 ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 福岡県 福岡市 5:57:26
フル フルマラソン男子４０歳～４９歳 65314 本岡　寿 ﾓﾄｵｶ ﾋｻｼ 長崎県 五島市 6:08:01
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 1442 酒井　浩行 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 佐賀県 伊万里市 3:09:34
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 2406 福元　広行 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 五島市 3:11:44
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 3423 鬼頭　信秀 ｷﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 愛知県 名古屋市 3:32:26
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 4412 濱﨑　直樹 ﾊﾏｻｷ ﾅｵｷ 長崎県 五島市 3:41:44
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 5432 山本　一宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 三木市 3:44:37
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 6434 橋本　和典 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府 長岡京市 3:47:30
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 7459 堀　邦広 ﾎﾘ ｸﾆﾋﾛ 佐賀県 佐賀市 3:49:20
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 8422 山本　展誉 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾔｽ 宮崎県 延岡市 3:50:46
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 9455 安藤　裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 名古屋市 3:51:16
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 10426 福田　悦久 ﾌｸﾀ ﾖｼﾋｻ 愛知県 名古屋市 3:51:43
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 11446 南川　佳也 ﾐﾅｶﾜ ﾖｼﾔ 東京都 豊島区 3:54:37
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 12409 柏　佐俊 ｶｼﾜ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 3:56:36
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 13440 市川　学 ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 印西市 4:10:08
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 14410 宗　昭男 ｿｳ ﾃﾙｵ 長崎県 五島市 4:10:30
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 15419 大山　圭一郎 ｵｵﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 4:16:08
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 16418 五島　一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 庄原市 4:21:09
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 17461 加藤　博文 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 島根県 安来市 4:22:22
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 18421 木村　充博 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 和歌山県 和歌山市 4:22:37
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 19454 桑原　一矢 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 所沢市 4:24:40
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 20411 酒井　浩 ｻｶｲ ﾋﾛｼ 長崎県 五島市 4:24:51
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 21401 小森　一徳 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡県 福岡市 4:24:54
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 22414 庄司　顕彰 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝｼｮｳ 長崎県 諫早市 4:29:41
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 23901 中村　岩雄 ﾅｶﾑﾗ ｲﾜｵ 長崎県 五島市 4:30:18
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 24430 小原　正基 ｺﾊﾗ ﾏｻｷ 大阪府 大阪市 4:34:31
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 25428 松尾　忠司 ﾏﾂｵ ﾀﾀﾞｼ 熊本県 南関町 4:34:44
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 26433 佐野　望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 印西市 4:34:58
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 27460 藤丸　浩輔 ﾌｼﾞﾏﾙ ｺｳｽｹ 長崎県 西海市 4:36:25
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 28452 前田　英俊 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 長崎県 長崎市 4:39:51
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 29408 烏山　清治 ｶﾗｽﾔﾏ ｷﾖﾊﾙ 長崎県 五島市 4:40:08
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 30447 上田　宏幸 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 山口県 周南市 4:43:43
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 31425 直塚　勝範 ﾅｵﾂｶ ｶﾂﾉﾘ 長崎県 長崎市 4:47:57
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 32457 三田村　竜吾 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳｺﾞ 神奈川県 大和市 4:51:07
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 33456 堀内　章広 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋﾛ 東京都 品川区 4:51:21
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 34436 石崎　照海 ｲｼｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 茨城県 つくば市 4:57:38
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 35405 小田　智幸 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 長崎県 五島市 5:06:15
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 36402 山田　誠一 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 長崎県 長崎市 5:07:06
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 37429 柏崎　淳 ｶｼﾜｻﾞｷ ｱﾂｼ 埼玉県 長瀞町 5:11:06
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 38431 青木　基裕 ｱｵｷ ﾓﾄﾋﾛ 熊本県 合志市 5:17:52
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 39403 戸田　権一 ﾄﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 長崎県 五島市 5:18:13
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 40415 池永　義則 ｲｹﾅｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 長崎県 諫早市 5:21:42
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 41451 目黒　進一 ﾒｸﾞﾛ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 鎌倉市 5:21:50
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 42448 本村　敏也 ﾓﾄﾑﾗ ﾄｼﾔ 東京都 多摩市 5:23:29
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 43449 田口　真吾 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 八潮市 5:26:42
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 44404 上杉　裕之 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 五島市 5:28:24
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 45424 藤田　耕司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 新宿区 5:34:49
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 46453 市来　敦 ｲﾁｷ ｱﾂｼ 長崎県 五島市 5:43:54
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 47420 朝守　令彦 ｱｻﾓﾘ ﾉﾘﾋｺ 奈良県 橿原市 5:54:57
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 48439 川部　辰也 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横浜市 5:57:11
フル フルマラソン男子５０歳～５９歳 49437 黒田　洋正 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 愛媛県 松山市 6:29:09
フル フルマラソン男子６０歳以上 1514 岡田　良一 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 柏市 3:34:19
フル フルマラソン男子６０歳以上 2521 久間田　欣和 ｸﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 太田市 3:38:03
フル フルマラソン男子６０歳以上 3542 中村　保一 ﾅｶﾑﾗ ﾎｲﾁ 神奈川県 横浜市 3:44:41
フル フルマラソン男子６０歳以上 4531 売豆紀　雅昭 ﾒｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 山口県 萩市 3:51:29
フル フルマラソン男子６０歳以上 5523 三宅　荘介 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ 京都府 京都市 3:54:42
フル フルマラソン男子６０歳以上 6545 小柳　明久 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾋｻ 長崎県 五島市 3:57:01
フル フルマラソン男子６０歳以上 7532 金田　春泰 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ 愛知県 名古屋市 4:00:47
フル フルマラソン男子６０歳以上 8540 笠井　昭 ｶｻｲ ｱｷﾗ 福岡県 福津市 4:08:37
フル フルマラソン男子６０歳以上 9527 原　敬作 ﾊﾗ ｹｲｻｸ 岡山県 岡山市 4:09:53
フル フルマラソン男子６０歳以上 10505 吉住　武晴 ﾖｼｽﾞﾐ ﾀｹﾊﾙ 福岡県 糸島市 4:13:05
フル フルマラソン男子６０歳以上 11537 梅村　豪男 ｳﾒﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 堺市 4:15:00
フル フルマラソン男子６０歳以上 12502 平田　宏之 ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 長崎市 4:15:59
フル フルマラソン男子６０歳以上 13546 前田　隆造 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 福岡県 福岡市 4:23:12
フル フルマラソン男子６０歳以上 14517 笹　昌隆 ｻｻ ﾏｻﾀｶ 大阪府 箕面市 4:26:37



フル フルマラソン男子６０歳以上 15541 中本　勲 ﾅｶﾓﾄ ｲｻｵ 長崎県 五島市 4:27:48
フル フルマラソン男子６０歳以上 16530 西村　政行 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知県 瀬戸市 4:29:53
フル フルマラソン男子６０歳以上 17543 山田　春男 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ 愛知県 名古屋市 4:30:51
フル フルマラソン男子６０歳以上 18547 清水　由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 新潟県 妙高市 4:31:04
フル フルマラソン男子６０歳以上 19513 荻原　茂 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 東京都 調布市 4:31:24
フル フルマラソン男子６０歳以上 20506 青木　英樹 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 五島市 4:33:05
フル フルマラソン男子６０歳以上 21544 大和　操 ﾔﾏﾄ ﾐｻｵ 島根県 安来市 4:38:27
フル フルマラソン男子６０歳以上 22507 千葉　和俊 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾄｼ 長崎県 五島市 4:50:33
フル フルマラソン男子６０歳以上 23533 吉川　義幸 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ 福井県 福井市 4:52:58
フル フルマラソン男子６０歳以上 24913 荒木　一郎 ｱﾗｷ ｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 4:56:32
フル フルマラソン男子６０歳以上 25516 大西　正宏 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 島本町 4:59:00
フル フルマラソン男子６０歳以上 26510 津田　俊彦 ﾂﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長崎県 雲仙市 5:00:53
フル フルマラソン男子６０歳以上 27539 村上　雅章 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 愛媛県 松山市 5:01:14
フル フルマラソン男子６０歳以上 28515 武田　智博 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 春日井市 5:06:40
フル フルマラソン男子６０歳以上 29538 最上　泰秀 ﾓｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾃﾞ 長崎県 諫早市 5:07:50
フル フルマラソン男子６０歳以上 30535 伊藤　武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 川崎市 5:17:36
フル フルマラソン男子６０歳以上 31525 篠原　恒範 ｼﾉﾊﾗ ﾂﾈﾉﾘ 長崎県 長崎市 5:19:14
フル フルマラソン男子６０歳以上 32524 吉村　克伸 ﾖｼﾑﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ 長崎県 長与町 5:22:46
フル フルマラソン男子６０歳以上 33511 松本　勝敏 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 福岡県 福岡市 5:27:37
フル フルマラソン男子６０歳以上 34520 猪瀬　日出雄 ｲﾉｾ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 常総市 5:28:50
フル フルマラソン男子６０歳以上 35509 小田　洋市 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 長崎県 五島市 5:31:10
フル フルマラソン男子６０歳以上 36519 細井　優 ﾎｿｲ ﾏｻﾙ 東京都 足立区 5:38:03
フル フルマラソン男子６０歳以上 37522 平田　節夫 ﾋﾗﾀ ｾﾂｵ 京都府 長岡京市 5:50:45
フル フルマラソン男子６０歳以上 38501 柴本　繁昭 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 静岡県 磐田市 5:55:03
フル フルマラソン男子６０歳以上 39536 加來　勉 ｶｸ ﾂﾄﾑ 福岡県 添田町 5:55:52
フル フルマラソン男子６０歳以上 40526 大久保　健二 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 香川県 観音寺市 6:05:10
フル フルマラソン男子６０歳以上 41508 川瀬　浩一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府 高槻市 6:24:06
フル フルマラソン男子６０歳以上 42548 小林　和平 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾍｲ 東京都 町田市 6:24:23
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 1617 槇　聡子 ﾏｷ ｻﾄｺ 宮崎県 串間市 3:36:07
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 2608 永倉　慶子 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 福島県 福島市 3:40:45
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 3613 佐藤　咲湖 ｻﾄｳ ｻｷｺ 福岡県 大野城市 3:43:15
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 4605 川合　郁美 ｶﾜｱｲ ｲｸﾐ 長崎県 大村市 3:50:59
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 5619 小林　未来 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 東京都 江東区 3:52:33
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 6609 西山　紅葉 ﾆｼﾔﾏ ｸﾚﾊ 神奈川県 藤沢市 4:11:17
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 7602 烏山　美智子 ｶﾗｽﾔﾏ ﾐﾁｺ 長崎県 五島市 4:12:18
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 8607 小菅　由紀子 ｺｽｶﾞ ﾕｷｺ 福島県 福島市 4:27:52
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 9610 中山　美和 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾜ 佐賀県 有田町 4:35:38
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 10601 木口　育美 ｷｸﾞﾁ ｲｸﾐ 長崎県 五島市 4:35:57
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 11616 北島　佳奈 ｷﾀｼﾞﾏ ｶﾅ 千葉県 流山市 4:37:52
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 12604 藤原　瑠音 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙﾈ 長崎県 五島市 4:45:46
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 13614 堂面　秋乃 ﾄﾞｳﾒﾝ ｱｷﾉ 東京都 国分寺市 4:49:58
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 14618 佐藤　紫乃 ｻﾄｳ ｼﾉ 東京都 目黒区 4:55:12
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 15620 奥薗　麻衣 ｵｸｿﾞﾉ ﾏｲ 福岡県 筑紫野市 5:12:16
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 16626 田口　茜 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 京都府 京都市 5:23:22
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 17624 小笠原　月 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾂｷ 福岡県 福岡市 5:26:08
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 18606 新田　明日香 ﾆｯﾀ ｱｽｶ 広島県 広島市 6:09:04
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 19623 藤原　忍 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾉﾌﾞ 香川県 高松市 6:22:36
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 20622 平井　瑞恵 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｴ 沖縄県 南城市 6:26:25
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 21625 東　伽菜子 ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ 長崎県 佐世保市 6:30:15
フル フルマラソン女子１８歳～３９歳 22621 張　芙綺 ﾁｮｳ ﾌﾁ 東京都 葛飾区 6:44:43
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 1732 宮川　由香 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｶ 長崎県 長崎市 3:26:17
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 2716 河合　京子 ｶﾜｲ ｹｲｺ 愛知県 豊橋市 3:38:55
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 3727 朝守　双葉 ｱｻﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 奈良県 橿原市 3:39:53
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 4712 鳩山　葉子 ﾊﾄﾔﾏ ﾖｳｺ 長崎県 長崎市 3:50:58
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 5730 中村　千歳 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾄｾ 長崎県 五島市 4:08:44
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 6707 森　そのみ ﾓﾘ ｿﾉﾐ 長崎県 大村市 4:25:18
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 7729 田中　典子 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 長崎県 五島市 4:30:36
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 8709 鈴木　敏美 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 滋賀県 大津市 4:31:27
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 9721 和田　ハルナ ﾜﾀﾞ ﾊﾙﾅ 徳島県 鳴門市 4:34:23
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 10715 タカダ　千佳 ﾀｶﾀﾞ ﾁｶ 神奈川県 川崎市 4:39:32
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 11733 矢部　由紀 ﾔﾍﾞ ﾕｷ 福岡県 福岡市 4:40:27
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 12714 糴川　可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 大阪府 高槻市 4:46:55
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 13708 米倉　紀子 ﾖﾈｸﾗ ﾉﾘｺ 長崎県 長崎市 4:55:03
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 14726 脇田　幸子 ﾜｷﾀ ｻﾁｺ 千葉県 千葉市 5:00:07
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 15718 藤原　純子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 和泉市 5:06:59
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 16713 森原　味歌子 ﾓﾘﾊﾗ ﾐｶｺ 東京都 町田市 5:08:37
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 17704 由利　明子 ﾕﾘ ﾒｲｺ 長崎県 五島市 5:08:37
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 18711 加藤　乃利子 ｶﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 横浜市 5:10:50
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 19710 柏崎　安世 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾔｽﾖ 埼玉県 長瀞町 5:11:06
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 20912 松谷　由紀子 ﾏﾂﾔ ﾕｷｺ 山口県 山口市 5:20:50
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 21702 山川　洋子 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｺ 長崎県 五島市 5:25:07
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 22724 吉澤　真貴子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｷｺ 千葉県 浦安市 5:27:40
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 23720 藤井　静香 ﾌｼﾞｲ ｼｽﾞｶ 佐賀県 基山町 5:29:54
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 24703 鍋内　美保 ﾅﾍﾞｳﾁ ﾐﾎ 長崎県 五島市 5:35:27
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 25701 岡田　明子 ｵｶﾀﾞ ｱｷｺ 群馬県 高崎市 5:36:20
フル フルマラソン女子４０歳～５９歳 26719 川尻　佳奈子 ｶﾜｼﾞﾘ ｶﾅｺ 長崎県 島原市 5:37:56



フル フルマラソン女子６０歳以上 1801 濱崎　由美子 ﾊﾏｻｷ ﾕﾐｺ 長崎県 五島市 4:54:17
フル フルマラソン女子６０歳以上 2805 小林　葉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 東京都 町田市 5:04:07
フル フルマラソン女子６０歳以上 3804 村上　恭子 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｺ 東京都 江東区 5:50:13


