
第20回五島つばきマラソン
フィニッシュ選手一覧

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ 都道府県 市区町村 フィニッシュタイム
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 1 1034 大町　滉 ｵｵﾏﾁ ｱｷﾗ 長崎県 長崎市 1:16:09
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 2 1040 森　翔一朗 ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 1:16:19
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 3 1921 池本　勇輝 ｲｹﾓﾄ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 1:18:10
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 4 1003 庄司　悠貴 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 1:19:04
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 5 1036 西川　啓 ﾆｼｶﾜ ﾋﾗｸ 長崎県 長崎市 1:26:23
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 6 1041 小岱　証 ｼｮｳﾀﾞｲ ｻﾄｼ 京都府 京都市 1:34:21
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 7 1902 小林　直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 東京語 大田区 1:34:57
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 8 1017 岩崎　龍太郎 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長崎県 佐世保市 1:36:55
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 9 1020 濱邊　義幸 ﾊﾏﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 長崎県 五島市 1:45:42
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 10 1010 山口　樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ 福岡県 宗像市 1:48:55
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 11 1022 野中　滉太 ﾉﾅｶ ｺｳﾀ 長崎県 長崎市 1:50:17
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 12 1031 村田　大輔 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 島原市 1:51:26
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 13 1029 樋口　大輔 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 大村市 1:52:49
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 14 1042 松浦　礼哉 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾔ 長崎県 五島市 1:53:30
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 15 1005 岩崎　朔也 ｲﾜｻｷ ｻｸﾔ 長崎県 五島市 1:55:26
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 16 1002 有川　慎介 ｱﾘｶﾜ ｼﾝｽｹ 長崎県 五島市 1:55:26
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 17 1028 竹下　幸樹 ﾀｹｼﾀ ｺｳｷ 長崎県 諫早市 1:56:28
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 18 1043 松尾　遼太 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ 福岡県 福岡市 1:56:44
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 19 1016 舘　愼之介 ﾀﾁ ｼﾝﾉｽｹ 長崎県 長崎市 1:58:05
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 20 1032 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 熊本県 長洲町 1:58:07
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 21 1901 猪塚　真志 ｲﾂﾞｶ ｼﾝｼﾞ 東京都 豊島区 1:59:46
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 22 1039 中尾　友哉 ﾅｶｵ ﾄﾓﾔ 長崎県 長崎市 1:59:51
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 23 1023 滋野　紘平 ｼｹﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長崎県 長崎市 2:00:16
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 24 1006 舩越　優樹 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 2:00:54
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 25 1012 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 宗像市 2:02:00
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 26 1001 四辻　豊和 ﾖﾂｼﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 長崎県 五島市 2:03:13
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 27 1007 峯　紀一朗 ﾐﾈ ｷｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 2:04:13
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 28 1011 藤澤　和也 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 福岡県 古賀市 2:14:09
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 29 1025 石井　啓太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 長崎県 長崎市 2:15:43
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 30 1024 中尾　恒毅 ﾅｶｵ ｺｳｷ 長崎県 長崎市 2:16:39
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 31 1038 森本　剛 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾖｼ 長崎県 五島市 2:17:27
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 32 1027 浅原　裕一郎 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 2:20:03
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 33 1037 小知和　建吾 ｺﾁﾜ ｹﾝｺﾞ 福岡県 福岡市 2:22:49



ハーフマラソン男子高校生～２９歳 34 1008 神之浦　元樹 ｺｳﾉｳﾗ ﾓﾄｷ 長崎県 五島市 2:24:02
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 35 1033 足立　大樹 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 熊本県 長洲町 2:29:46
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 36 1014 石井　心健 ｲｼｲ ｷﾖﾀｹ 大分県 大分市 2:43:20
ハーフマラソン男子高校生～２９歳 37 1044 ニューエン　スティーブン ﾆｭｰｴﾝ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ 佐賀県 佐賀市 2:56:56
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 1 1123 紙谷　洋一 ｶﾐﾀﾆ ﾖｳｲﾁ 長崎県 長崎市 1:25:52
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 2 1110 横田　恭輔 ﾖｺﾀ ｷｮｳｽｹ 長崎県 新上五島町 1:32:13
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 3 1905 野口　勝利 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ 長崎県 五島市 1:37:22
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 4 1129 中村　拓真 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 長崎県 五島市 1:40:21
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 5 1112 濵田　彬 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 長崎県 長崎市 1:43:16
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 6 1127 深松　恵一 ﾌｶﾏﾂ ｹｲｲﾁ 長崎県 長崎市 1:43:29
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 7 1106 伊東　良祐 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 五島市 1:43:47
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 8 1105 篠原　泰史 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽｼ 長崎県 五島市 1:43:51
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 9 1117 西村　泰央 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾋｻ 長崎県 長崎市 1:44:29
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 10 1101 山下　慎一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 新上五島町 1:44:53
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 11 1103 山田　義久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 長崎県 五島市 1:45:20
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 12 1102 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 長崎県 五島市 1:47:11
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 13 1917 谷川　桂一 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ 長崎県 五島市 1:50:50
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 14 1904 寺井　秀行 ﾃﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 長崎県 五島市 1:56:48
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 15 1107 岡本　裕樹 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 1:57:40
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 16 1118 山田　真哉 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 長崎県 長崎市 1:57:45
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 17 1125 林　秀典 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長崎県 新上五島町 2:00:08
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 18 1124 山根　勇司 ﾔﾏﾈ ﾕｳｼﾞ 福岡県 福岡市 2:06:50
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 19 1119 加藤　雄 ｶﾄｳ ﾕｳ 福岡県 福岡市 2:07:10
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 20 1116 近藤　俊介 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 長崎県 五島市 2:07:35
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 21 1113 加藤　善満 ｶﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 佐賀県 伊万里市 2:11:06
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 22 1126 高島　翔 ﾀｶｼﾏ ｼｮｳ 福岡県 福岡市 2:11:24
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 23 1109 前田　憲誠 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ 長崎県 五島市 2:27:20
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 24 1121 柏木　翔太 ｶｼﾜｷﾞ ｼｮｳﾀ 熊本県 長洲町 2:27:53
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 25 1104 辻　忠 ﾂｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 長崎県 五島市 3:07:35
ハーフマラソン男子３０歳～３９歳 26 1919 林　寛明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 久喜市 3:35:56
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 1 1924 八田　敏郎 長崎県 新上五島町 1:18:18
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 2 1224 永田　浩二 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 1:29:18
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 3 1221 藤田　武志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ 長崎県 五島市 1:31:07
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 4 1234 大瀬良　敏 ｵｵｾﾞﾗ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 1:36:52
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 5 1232 杉田　典夫 ｽｷﾞﾀ ﾉﾘｵ 福岡県 福岡市 1:37:52
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 6 1219 梶原　義明 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 長崎県 五島市 1:38:47
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 7 1206 都々木　真一 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁ 長崎県 五島市 1:40:58



ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 8 1229 笹野　大輔 ｻｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 五島市 1:41:23
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 9 1228 堀田　英治 ﾎｯﾀ ｴｲｼﾞ 長崎県 長崎市 1:44:06
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 10 1202 森下　隆司 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 1:51:07
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 11 1235 プストック　フランソワ ﾌﾟｽﾄｯｸ ﾌﾗﾝｿﾜ 東京都 新宿区 1:51:24
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 12 1237 木村　伸介 ｷﾑﾗ ｼﾝｽｹ 長崎県 五島市 1:53:58
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 13 1241 武次　孝 ﾀｹﾂｸﾞ ﾀｶｼ 長崎県 長崎市 1:54:23
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 14 1201 宮本　金一朗 ﾐﾔﾓﾄ ｷﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 1:57:44
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 15 1213 伊東　正義 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 長崎県 五島市 2:02:43
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 16 1239 武田　健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市 2:03:45
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 17 1215 小島　由光 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 神奈川県 川崎市 2:03:59
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 18 1227 岩田　伸治 ｲﾜﾀ ｼﾝｼﾞ 長崎県 長崎市 2:06:31
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 19 1212 岩本　信幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 長崎県 五島市 2:07:23
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 20 1210 吉田　貴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 長崎県 五島市 2:08:04
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 21 1236 田中　正志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 長崎県 諫早市 2:09:54
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 22 1216 知念　透 ﾁﾈﾝ ﾄｵﾙ 沖縄県 沖縄市 2:12:00
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 23 1217 白石　裕一 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｶｽﾞ 長崎県 時津町 2:13:13
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 24 1208 梶山　英樹 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 五島市 2:13:19
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 25 1230 平　浩之 ﾀｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 福岡市 2:13:41
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 26 1223 河野　浩明 ｺｳﾉ ﾋﾛｱｷ 北海道 札幌市 2:15:17
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 27 1225 宮地　勇介 ﾐﾔﾁ ﾕｳｽｹ 大阪府 大阪市 2:25:15
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 28 1209 川谷　貴浩 ｶﾜﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 長崎県 五島市 2:27:45
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 29 1918 植高　康文 ｳｴﾀｶ ﾔｽﾌﾐ 福岡県 北九州市 2:38:09
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 30 1220 近藤　健太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 福岡県 福岡市 2:42:43
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 31 1922 山崎　剛 ﾔﾏｻｷ ﾂﾖｼ 福岡県 春日市 2:47:32
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 32 1231 小嶋　亮平 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 佐賀県 佐賀市 2:54:46
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 33 1908 藤井　寿人 ﾌｼﾞｲ ﾋｻﾄ 長崎県 佐世保市 3:19:34
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 34 1218 塚田　公俊 ﾂｶﾀﾞ ｷﾐﾄｼ 東京都 足立区 3:21:32
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 35 1907 吉田　慎太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長崎県 五島市 3:24:36
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 36 1906 福田　登志也 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾔ 長崎県 佐世保市 3:24:36
ハーフマラソン男子４０歳～４９歳 37 1226 中尾　茂岳 ﾅｶｵ ｼｹﾞﾀｶ 千葉県 柏市 3:33:03
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 1 1925 田村　正史 ﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 長崎県 新上五島町 1:18:28
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 2 1330 土岡　直樹 ﾂﾁｵｶ ﾅｵｷ 愛知県 一宮市 1:24:06
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 3 1302 井上　勝広 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾋﾛ 長崎県 五島市 1:30:26
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 4 1305 田端　洋介 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 足立区 1:31:21
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 5 1318 神浦　清照 ｺｳﾉｳﾗ ｷﾖﾃﾙ 長崎県 新上五島町 1:32:11
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 6 1329 池本　達久 ｲｹﾓﾄ ﾀﾂﾋｻ 広島県 東広島市 1:38:47
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 7 1324 益永　一幸 ﾏｽﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 熊本県 熊本市 1:38:51



ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 8 1308 渕上　透 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 長崎県 五島市 1:41:45
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 9 1337 吉田　聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区 1:45:00
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 10 1327 岩田　聖市 ｲﾜﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 横浜市 1:48:59
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 11 1332 岩吉　直樹 ｲﾜﾖｼ ﾅｵｷ 東京都 港区 1:50:37
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 12 1323 轟木　克士 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶﾂｼ 長崎県 長崎市 1:51:46
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 13 1322 姫野　博徳 ﾋﾒﾉ ﾋﾛﾉﾘ 長崎県 五島市 1:55:53
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 14 1304 秋吉　新二 ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ 長崎県 五島市 1:57:08
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 15 1325 柏戸　一二 ｶｼﾜﾄﾞ ｶｽﾞｼﾞ 佐賀県 佐賀市 1:59:51
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 16 1309 山上　福範 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾌｸﾉﾘ 長崎県 五島市 2:03:22
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 17 1319 永井　昭博 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 戸田市 2:03:56
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 18 1338 岡野　祥士 ｵｶﾉ ｼｮｳｼﾞ 長崎県 長崎市 2:07:16
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 19 1320 三宅　雅文 ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 香川県 坂出市 2:14:01
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 20 1306 酒井　清明 ｻｶｲ ｷﾖｱｷ 長崎県 長崎市 2:17:03
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 21 1328 野田　三喜夫 ﾉﾀﾞ ﾐｷｵ 長崎県 長崎市 2:19:06
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 22 1317 丸山　隆 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 2:19:19
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 23 1315 足立　和繁 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ 大阪府 豊中市 2:21:35
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 24 1321 鄭　国斌 ｾﾞﾝ ｸﾞｵﾋﾞﾝ 長崎県 長崎市 2:23:15
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 25 1316 北口　功幸 ｷﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 長崎県 長崎市 2:23:41
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 26 1326 大嶽　秀幸 ｵｵﾀﾞｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 長崎県 諫早市 2:23:57
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 27 1923 石丸　壽昭 ｲｼﾏﾙ ﾋｻｱｷ 東京都 北区 2:24:59
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 28 1333 森藤　大介 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 流山市 2:29:35
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 29 1303 都々木　信一郎 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長崎県 長崎市 2:33:13
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 30 1313 米田　昭彦 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾋｺ 福岡県 久留米市 2:44:21
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 31 1335 和田　龍雄 ﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 長崎県 五島市 2:49:37
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 32 1334 只熊　伸二郎 ﾀﾀﾞｸﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 長崎県 五島市 3:13:27
ハーフマラソン男子５０歳～５９歳 33 1307 丸内　一哉 ﾏﾙｳﾁ ｶｽﾞﾔ 長崎県 五島市 3:20:21
ハーフマラソン男子６０歳以上 1 1436 古木　浩 ﾌﾙｷ ﾋﾛｼ 長崎県 長崎市 1:35:45
ハーフマラソン男子６０歳以上 2 1409 濵本　和成 ﾊﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 長崎県 五島市 1:46:00
ハーフマラソン男子６０歳以上 3 1412 川端　七臣 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾁｵﾐ 長崎県 長崎市 1:47:34
ハーフマラソン男子６０歳以上 4 1426 進藤　博之 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 吹田市 1:56:40
ハーフマラソン男子６０歳以上 5 1428 松尾　正敏 ﾏﾂｵ ﾏｻﾄｼ 長崎県 新上五島町 1:57:19
ハーフマラソン男子６０歳以上 6 1425 林　孝司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 長崎県 長崎市 1:57:24
ハーフマラソン男子６０歳以上 7 1407 江頭　信男 ｴｶﾞｼﾗ ﾉﾌﾞｵ 長崎県 五島市 1:57:31
ハーフマラソン男子６０歳以上 8 1403 吉岡　章一郎 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 福岡県 北九州市 2:02:39
ハーフマラソン男子６０歳以上 9 1405 山田　邦雄 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆｵ 長崎県 長崎市 2:05:52
ハーフマラソン男子６０歳以上 10 1406 馬場　孝司 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 2:06:55
ハーフマラソン男子６０歳以上 11 1422 川端　健 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 2:10:24



ハーフマラソン男子６０歳以上 12 1424 石井　久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 栃木県 小山市 2:13:42
ハーフマラソン男子６０歳以上 13 1413 藤原　信一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 長崎県 五島市 2:13:48
ハーフマラソン男子６０歳以上 14 1420 戸川　忠男 ﾄｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 長崎県 長崎市 2:15:49
ハーフマラソン男子６０歳以上 15 1437 松本　和哉 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 長崎県 五島市 2:17:29
ハーフマラソン男子６０歳以上 16 1417 川端　昭夫 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ 長崎県 五島市 2:19:02
ハーフマラソン男子６０歳以上 17 1429 西本　憲良 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ 茨城県 龍ｹ崎市 2:21:07
ハーフマラソン男子６０歳以上 18 1408 辻原　久雄 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾋｻｵ 長崎県 長崎市 2:24:33
ハーフマラソン男子６０歳以上 19 1421 猪瀬　日出雄 ｲﾉｾ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 常総市 2:27:51
ハーフマラソン男子６０歳以上 20 1432 松藤　修 ﾏﾂﾌｼﾞ ｵｻﾑ 長崎県 諫早市 2:29:27
ハーフマラソン男子６０歳以上 21 1438 草野　成夫 ｸｻﾉ ﾅﾘｵ 福岡県 筑紫野市 2:30:50
ハーフマラソン男子６０歳以上 22 1430 吉岡　寛二 ﾖｼｵｶ ｶﾝｼﾞ 大阪府 茨木市 2:35:26
ハーフマラソン男子６０歳以上 23 1416 前田　実 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 長崎県 新上五島町 2:36:16
ハーフマラソン男子６０歳以上 24 1435 中尾　恭次 ﾅｶｵ ｷｮｳｼﾞ 兵庫県 伊丹市 2:37:17
ハーフマラソン男子６０歳以上 25 1411 峰　勉 ﾐﾈ ﾂﾄﾑ 長崎県 五島市 2:38:22
ハーフマラソン男子６０歳以上 26 1410 中島　輝良 ﾅｶｼﾏ ﾃﾙﾖｼ 福岡県 宗像市 2:49:32
ハーフマラソン男子６０歳以上 27 1418 長溝　浩二 ﾅｶﾞﾐｿﾞ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市 2:50:48
ハーフマラソン男子６０歳以上 28 1431 今村　洋一 ｲﾏﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 熊本県 熊本市 3:17:27
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 1 1548 山田　可菜子 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｺ 長崎県 五島市 1:43:23
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 2 1542 成岡　麻梨恵 ﾅﾙｵｶ ﾏﾘｴ 静岡県 菊川市 1:55:14
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 3 1509 松尾　沙耶 ﾏﾂｵ ｻﾔ 長崎県 長崎市 1:58:08
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 4 1505 西山　花野 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅﾉ 長崎県 五島市 2:05:52
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 5 1546 上野　翔子 ｳｴﾉ ｼｮｳｺ 東京都 江東区 2:07:18
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 6 1543 金田　日和 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾖﾘ 長崎県 長与町 2:09:25
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 7 1536 福田　夢 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾒ 長崎県 長崎市 2:09:26
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 8 1539 下井田　遥 ｼﾓｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 福岡県 福岡市 2:11:57
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 9 1540 野田　沙友里 ﾉﾀﾞ ｻﾕﾘ 福岡県 福岡市 2:13:56
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 10 1541 田口　夏帆 ﾀｸﾞﾁ ｶﾎ 福岡県 福岡市 2:14:10
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 11 1529 渡邊　さゆり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ 長崎県 長崎市 2:18:18
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 12 1528 古賀　詩織 ｺｶﾞ ｼｵﾘ 長崎県 長崎市 2:19:13
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 13 1534 辻原　直美 ﾂｼﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 宮崎県 日南市 2:19:50
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 14 1532 村田　千春 ﾑﾗﾀ ﾁﾊﾙ 長崎県 島原市 2:23:34
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 15 1554 宮田　彩 ﾐﾔﾀ ｱﾔ 福岡県 福岡市 2:25:56
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 16 1535 松尾　桃子 ﾏﾂｵ ﾓﾓｺ 福岡県 福岡市 2:27:54
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 17 1538 仲本　奈央 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵ 福岡県 福岡市 2:27:54
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 18 1537 上別府　真夏 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾏﾅﾂ 福岡県 福岡市 2:27:55
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 19 1508 奥山　恵 ｵｸﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 長崎県 長崎市 2:29:17
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 20 1545 松田　多恵 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｴ 長崎県 五島市 2:29:34



ハーフマラソン女子高校生～３９歳 21 1527 ホ　グロリア ﾎ ｸﾞﾛﾘｱ 長崎県 長与町 2:30:26
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 22 1533 林　萌 ﾊﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 東京都 杉並区 2:31:04
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 23 1507 高場　泉穂 ﾀｶﾊﾞ ﾐｽﾞﾎ 福島県 二本松市 2:31:49
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 24 1519 枝川　遥香 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐賀県 伊万里市 2:33:54
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 25 1514 田原　美好 ﾀﾊﾗ ﾐﾖ 長崎県 長崎市 2:34:03
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 26 1544 山上　英絵 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾊﾅｴ 佐賀県 佐賀市 2:35:32
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 27 1518 原田　萌香 ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴｶ 長崎県 佐世保市 2:35:32
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 28 1531 山田　沙耶佳 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 長崎県 長崎市 2:35:47
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 29 1555 加藤　友梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 福岡県 福岡市 2:37:15
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 30 1552 梅田　優 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳ 福岡県 福岡市 2:38:00
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 31 1553 堤　理恵 ﾂﾂﾐ ﾘｴ 長崎県 五島市 2:41:18
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 32 1515 孫　愛琴 ｿﾝ ｱｲｷﾝ 福岡県 福岡市 2:42:43
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 33 1909 久保　桂 ｸﾎﾞ ｹｲ 長崎県 五島市 2:43:03
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 34 1520 岩下　絵里 ｲﾜｼﾀ ｴﾘ 東京都 練馬区 2:43:30
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 35 1510 清水　彩理 ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾘ 長崎県 大村市 2:45:12
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 36 1525 山上　みずえ ﾔﾏｳｴ ﾐｽﾞｴ 佐賀県 佐賀市 2:47:00
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 37 1551 田崎　涼子 ﾀｻｷ ﾘｮｳｺ 長崎県 長崎市 2:47:21
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 38 1516 武田　千幸 ﾀｹﾀﾞ ﾁｻｷ 広島県 広島市 2:50:04
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 39 1549 櫻井　紘子 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｺ 長崎県 五島市 2:50:21
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 40 1550 田中　実里 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ 長崎県 長崎市 2:52:11
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 41 1526 田口　えり ﾀｸﾞﾁ ｴﾘ 長崎県 長与町 2:52:11
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 42 1912 近藤　ちぐさ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｸﾞｻ 長崎県 五島市 3:09:53
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 43 1913 岩本　幸子 ｲﾜﾓﾄ ｻﾂｺ 長崎県 五島市 3:09:54
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 44 1513 浅沼　悠希 ｱｻﾇﾏ ﾕｳｷ 東京都 港区 3:21:35
ハーフマラソン女子高校生～３９歳 45 1911 山崎　恵 ﾔﾏｻｷ ﾒｸﾞﾐ 福岡県 福岡市 3:25:24
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 1 1628 中塚　淳子 ﾅｶﾂｶ ｱﾂｺ 東京都 世田谷区 1:44:21
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 2 1640 上瀧　裕子 ｶﾐﾀｷ ﾕｳｺ 福岡県 行橋市 1:46:02
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 3 1642 武次　志津 ﾀｹﾂｸﾞ ｼﾂﾞ 長崎県 長崎市 1:48:28
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 4 1611 石橋　愛理 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾘ 長崎県 長崎市 1:48:40
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 5 1616 松坂　美代子 ﾏﾂｻﾞｶ ﾐﾖｺ 長崎県 新上五島町 1:51:21
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 6 1629 池本　佳香 ｲｹﾓﾄ ﾖｼｶ 広島県 東広島市 2:01:11
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 7 1634 岩永　章子 ｲﾜﾅｶﾞ ｱｷｺ 長崎県 長崎市 2:01:15
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 8 1633 林田　小枝子 ﾊﾔｼﾀﾞ ｻｴｺ 宮崎県 延岡市 2:02:29
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 9 1621 辻田　夏奈子 ﾂｼﾞﾀ ｶﾅｺ 長崎県 長崎市 2:05:19
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 10 1622 田村　裕子 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｺ 神奈川県 相模原市 2:06:15
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 11 1635 平野　純子 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 茨木市 2:07:01
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 12 1627 磯貝　由佳 ｲｿｶﾞｲ ﾕｶ 北海道 北広島市 2:08:02



ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 13 1637 秦　郁美 ﾊﾀ ｲｸﾐ 長崎県 五島市 2:08:53
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 14 1643 木村　築美 ｷﾑﾗ ﾂｸﾐ 神奈川県 横浜市 2:09:02
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 15 1626 加藤　葉子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ 神奈川県 横浜市 2:09:29
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 16 1619 有木　裕子 ｱﾘｷ ﾕｳｺ 香川県 高松市 2:14:01
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 17 1638 近藤　芳子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｺ 長崎県 五島市 2:14:09
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 18 1624 木暮　円佳 ｺｸﾞﾚ ﾏﾄﾞｶ 大阪府 大東市 2:15:07
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 19 1620 加藤　香登里 ｶﾄｳ ｶﾄﾘ 三重県 いなべ市 2:16:50
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 20 1631 坂井　美子 ｻｶｲ ﾖｼｺ 福岡県 福岡市 2:18:10
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 21 1614 佐々木　照美 ｻｻｷ ﾃﾙﾐ 福岡県 糸島市 2:21:13
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 22 1617 青田　道子 ｱｵﾀ ﾐﾁｺ 東京都 江東区 2:21:55
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 23 1618 河野　春季 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 北海道 札幌市 2:23:43
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 24 1636 梶井　さおり ｶｼﾞｲ ｻｵﾘ 愛知県 日進市 2:25:19
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 25 1606 鍋内　美保 ﾅﾍﾞｳﾁ ﾐﾎ 長崎県 五島市 2:26:17
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 26 1612 森山　佳代 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾖ 佐賀県 佐賀市 2:27:08
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 27 1630 川村　直子 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｺ 北海道 小樽市 2:27:30
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 28 1605 新堂　みどり ｼﾝﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 長崎県 五島市 2:29:10
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 29 1609 水野　仁美 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾄﾐ 静岡県 浜松市 2:30:21
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 30 1613 西田　文子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｺ 京都府 京都市 2:31:18
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 31 1601 松本　恵美子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐｺ 長崎県 諫早市 2:33:20
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 32 1639 山下　律子 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾂｺ 長崎県 長崎市 2:34:33
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 33 1604 辻　雅子 ﾂｼﾞ ﾏｻｺ 長崎県 五島市 3:07:35
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 34 1914 渋田　恵子 ｼﾌﾞﾀ ｹｲｺ 長崎県 五島市 3:09:54
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 35 1915 甲斐　陽子 ｶｲ ﾖｳｺ 長崎県 五島市 3:30:22
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 36 1615 衣川　ひろみ ｷﾇｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 大阪府 茨木市 3:35:14
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 37 1920 佐藤　春奈 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 埼玉県 久喜市 3:35:56
ハーフマラソン女子４０歳～５９歳 38 1610 原田　理枝 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｴ 長崎県 長崎市 3:47:36
ハーフマラソン女子６０歳以上 1 1705 佐柄　夏枝 ｻｶﾞﾗ ﾅﾂｴ 大阪府 大阪市 1:55:37
ハーフマラソン女子６０歳以上 2 1703 平野　陽子 ﾋﾗﾉ ﾖｳｺ 長崎県 五島市 1:58:11
ハーフマラソン女子６０歳以上 3 1701 四辻　富士子 ﾖﾂｼﾞ ﾌｼﾞｺ 長崎県 五島市 2:08:58
ハーフマラソン女子６０歳以上 4 1708 石井　啓子 ｲｼｲ ｹｲｺ 栃木県 小山市 2:13:43
ハーフマラソン女子６０歳以上 5 1702 亀井　澄子 ｶﾒｲ ｽﾐｺ 長崎県 五島市 2:14:55
ハーフマラソン女子６０歳以上 6 1709 草野　洋子 ｸｻﾉ ﾖｳｺ 福岡県 筑紫野市 2:26:38
ハーフマラソン女子６０歳以上 7 1706 野口　喜代子 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖｺ 長崎県 五島市 2:37:41
ハーフマラソン女子６０歳以上 8 1704 井ノ口　勝子 ｲﾉｸﾁ ｶﾂｺ 茨城県 鹿嶋市 2:38:39
ハーフマラソン女子６０歳以上 9 1916 城地　マサ枝 ｼﾞｮｳﾁ ﾏｻｴ 神奈川県 鎌倉市 3:02:03
ハーフマラソン女子６０歳以上 10 1707 平田　節子 ﾋﾗﾀ ｾﾂｺ 長崎県 五島市 3:10:07


