
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
フルマラソン男子１８歳～２９歳 1 132 藤田　康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 長崎県 長与町 2:44:31
フルマラソン男子１８歳～２９歳 2 108 宮崎　好貴 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｷ 長崎県 長崎市 3:29:13
フルマラソン男子１８歳～２９歳 3 145 松下　和樹 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ 長崎県 長崎市 3:56:52
フルマラソン男子１８歳～２９歳 4 138 浦　笙太 ｳﾗ ｼｮｳﾀ 長崎県 佐世保市 3:59:58
フルマラソン男子１８歳～２９歳 5 125 森山　聖也 ﾓﾘﾔﾏ ｾｲﾔ 福岡県 福岡市 4:01:44
フルマラソン男子１８歳～２９歳 6 114 坂本　喬志朗 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｼﾛｳ 福岡県 福岡市 4:09:04
フルマラソン男子１８歳～２９歳 7 130 藤岡　昌弘 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 福岡市 4:09:18
フルマラソン男子１８歳～２９歳 8 124 山内　晴貴 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙｷ 福岡県 福岡市 4:10:53
フルマラソン男子１８歳～２９歳 9 116 佐野　琢哉 ｻﾉ ﾀｸﾔ 群馬県 高崎市 4:11:33
フルマラソン男子１８歳～２９歳 10 131 櫻井　良樹 ｻｸﾗｲ ﾖｼｷ 福岡県 福岡市 4:13:02
フルマラソン男子１８歳～２９歳 11 149 金城　翔弥 ｷﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ 福岡県 春日市 4:13:48
フルマラソン男子１８歳～２９歳 12 905 前田　智紀 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 長崎県 長崎市 4:13:58
フルマラソン男子１８歳～２９歳 13 103 濱村　好聖 ﾊﾏﾑﾗ ｺｳｾｲ 長崎県 五島市 4:18:40
フルマラソン男子１８歳～２９歳 14 112 富島　颯太 ﾄﾐｼﾏ ｿｳﾀ 群馬県 太田市 4:25:17
フルマラソン男子１８歳～２９歳 15 106 出口　弘貴 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ 長崎県 五島市 4:26:05
フルマラソン男子１８歳～２９歳 16 111 大坪　直樹 ｵｵﾂﾎﾞ ﾅｵｷ 長崎県 五島市 4:31:25
フルマラソン男子１８歳～２９歳 17 109 稲森　怜音 ｲﾅﾓﾘ ﾚｵﾝ 長崎県 五島市 4:35:51
フルマラソン男子１８歳～２９歳 18 102 ＨＡＮＳＯＮ　ＧＡＬＥＮ　ＭＩＴＣＨＥＬＬ ﾊﾝｿﾝ ｼﾞｬﾚﾝﾐｯｼｪﾙ 長崎県 五島市 4:37:53
フルマラソン男子１８歳～２９歳 19 117 浅沼　雄二 ｱｻﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 長崎県 長崎市 4:43:12
フルマラソン男子１８歳～２９歳 20 150 岩本　佳樹 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｷ 福岡県 春日市 4:45:24
フルマラソン男子１８歳～２９歳 21 147 鹿田　洋平 ｼｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 福岡県 春日市 4:48:14
フルマラソン男子１８歳～２９歳 22 129 高田　惇広 ﾀｶﾀ ｱﾂﾋﾛ 東京都 江東区 4:48:45
フルマラソン男子１８歳～２９歳 23 134 花野　辰太朗 ﾊﾅﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 長崎県 佐世保市 4:55:34
フルマラソン男子１８歳～２９歳 24 137 河内山　怜亮 ｺｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 佐世保市 4:55:34
フルマラソン男子１８歳～２９歳 25 105 平山　雅規 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 長崎県 五島市 5:07:58
フルマラソン男子１８歳～２９歳 26 144 佐藤　大智 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長崎県 長崎市 5:15:33
フルマラソン男子１８歳～２９歳 27 104 山田　康平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 長崎県 五島市 5:16:25
フルマラソン男子１８歳～２９歳 28 152 山口　智之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 福岡市 5:25:12
フルマラソン男子１８歳～２９歳 29 143 山口　裕貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 長崎県 長崎市 5:25:55
フルマラソン男子１８歳～２９歳 30 146 堀田　汀 ﾎﾘﾀ ﾅｷﾞｻ 福岡県 春日市 5:33:26
フルマラソン男子１８歳～２９歳 31 148 江口　雄貴 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ 福岡県 春日市 5:33:26
フルマラソン男子１８歳～２９歳 32 107 福井　匠 ﾌｸｲ ﾀｸﾐ 長崎県 五島市 5:35:54
フルマラソン男子１８歳～２９歳 33 139 西　政真 ﾆｼ ｶｽﾞﾏ 長崎県 佐世保市 5:39:35
フルマラソン男子１８歳～２９歳 34 140 峰　みつき ﾐﾈ ﾐﾂｷ 長崎県 佐世保市 5:39:35
フルマラソン男子１８歳～２９歳 35 133 安藤　大和 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 長崎県 佐世保市 5:39:35



フルマラソン男子１８歳～２９歳 36 154 武田　健太 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 千葉市 5:46:38
フルマラソン男子１８歳～２９歳 37 115 高橋　友希 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 千葉県 千葉市 5:46:39
フルマラソン男子１８歳～２９歳 38 118 佐藤　尚仁 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 埼玉県 さいたま市 5:47:11
フルマラソン男子１８歳～２９歳 39 120 稲見　知音 ｲﾅﾐ ﾄﾓﾈ 埼玉県 戸田市 5:47:11
フルマラソン男子１８歳～２９歳 40 119 野牧　元 ﾉﾏｷ ｹﾞﾝ 埼玉県 春日部市 5:47:11
フルマラソン男子１８歳～２９歳 41 121 田畑　旭斗 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷﾄ 茨城県 日立市 5:47:12
フルマラソン男子１８歳～２９歳 42 113 平川　晋 ﾋﾗｶﾜ ｽｽﾑ 福岡県 福岡市 5:50:02
フルマラソン男子１８歳～２９歳 43 136 田辺　祥吾 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 佐賀県 有田町 5:56:45
フルマラソン男子１８歳～２９歳 44 141 馬場　星樹朗 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｼﾞｭﾛｳ 長崎県 佐々町 6:09:31
フルマラソン男子１８歳～２９歳 45 128 吉田　海人 ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾄ 長崎県 五島市 6:10:54
フルマラソン男子１８歳～２９歳 46 135 北野　沙樹 ｷﾀﾉ ｻｷ 長崎県 佐世保市 6:12:28
フルマラソン男子３０歳～３９歳 1 258 川端　省吾 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 長崎県 大村市 2:42:08
フルマラソン男子３０歳～３９歳 2 263 阿部　真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 長崎県 長崎市 2:51:54
フルマラソン男子３０歳～３９歳 3 233 出口　辰徳 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾉﾘ 長崎県 五島市 2:55:38
フルマラソン男子３０歳～３９歳 4 227 東條　龍之介 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 京都府 京都市 3:08:14
フルマラソン男子３０歳～３９歳 5 204 久保　直人 ｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 長崎県 五島市 3:09:11
フルマラソン男子３０歳～３９歳 6 214 西山　剛広 ﾆｼﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 長崎県 五島市 3:09:22
フルマラソン男子３０歳～３９歳 7 260 武藤　利彦 ﾑﾄｳ ﾄｼﾋｺ 福岡県 春日市 3:13:56
フルマラソン男子３０歳～３９歳 8 228 渡辺　量平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 長崎県 長崎市 3:15:02
フルマラソン男子３０歳～３９歳 9 252 中西　大輔 ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県 五島市 3:22:58
フルマラソン男子３０歳～３９歳 10 238 山田　直人 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 愛媛県 四国中央市 3:24:43
フルマラソン男子３０歳～３９歳 11 251 須藤　悟 ｽﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 愛知県 西尾市 3:25:55
フルマラソン男子３０歳～３９歳 12 223 肥田　朋之 ﾋﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 東京都 大田区 3:26:13
フルマラソン男子３０歳～３９歳 13 247 樋口　達夫 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 東京都 世田谷区 3:26:46
フルマラソン男子３０歳～３９歳 14 241 関　朗人 ｾｷ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 平塚市 3:29:41
フルマラソン男子３０歳～３９歳 15 209 吉村　正輝 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ 福岡県 芦屋町 3:31:45
フルマラソン男子３０歳～３９歳 16 255 貞方　勇也 ｻﾀﾞｶﾀ ﾕｳﾔ 長崎県 五島市 3:35:52
フルマラソン男子３０歳～３９歳 17 242 平野　喜裕 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ 佐賀県 基山町 3:40:16
フルマラソン男子３０歳～３９歳 18 213 針尾　侑宏 ﾊﾘｵ ﾕｷﾋﾛ 長崎県 長崎市 3:44:52
フルマラソン男子３０歳～３９歳 19 249 徳島　康司 ﾄｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 佐賀県 佐賀市 3:50:22
フルマラソン男子３０歳～３９歳 20 216 田野邉　幸英 ﾀﾉﾍﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 兵庫県 姫路市 3:50:45
フルマラソン男子３０歳～３９歳 21 243 秋本　徹也 ｱｷﾓﾄ ﾃﾂﾔ 長崎県 長崎市 3:53:49
フルマラソン男子３０歳～３９歳 22 212 大脇　隆司 ｵｵﾜｷ ﾀｶｼ 長崎県 五島市 3:54:08
フルマラソン男子３０歳～３９歳 23 256 田中　善博 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 長崎県 五島市 3:55:41
フルマラソン男子３０歳～３９歳 24 220 東海林　愁基 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｷ 神奈川県 平塚市 3:58:57
フルマラソン男子３０歳～３９歳 25 202 長尾　考朗 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｱｷ 長崎県 五島市 4:02:16
フルマラソン男子３０歳～３９歳 26 207 菅野　雄耶 ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾔ 福島県 二本松市 4:02:40
フルマラソン男子３０歳～３９歳 27 266 西川　省吾 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 広島県 府中町 4:02:56
フルマラソン男子３０歳～３９歳 28 203 川口　拓馬 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 長崎県 五島市 4:05:31



フルマラソン男子３０歳～３９歳 29 215 岩橋　誠 ｲﾜﾊｼ ﾏｺﾄ 長崎県 長崎市 4:19:34
フルマラソン男子３０歳～３９歳 30 224 森谷　拓郎 ﾓﾘﾀﾆ ﾀｸﾛｳ 福岡県 北九州市 4:20:13
フルマラソン男子３０歳～３９歳 31 237 山下　亮 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 福岡県 福岡市 4:24:31
フルマラソン男子３０歳～３９歳 32 235 吉川　知志 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 長崎県 諫早市 4:24:37
フルマラソン男子３０歳～３９歳 33 246 Ｋｉｍ　Ｄｏｎｇｓｏｏ ｷﾑ ﾄﾞﾝｽ 長崎県 五島市 4:25:24
フルマラソン男子３０歳～３９歳 34 254 篠村　英明 ｼﾉﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 長崎県 五島市 4:37:44
フルマラソン男子３０歳～３９歳 35 232 尾崎　康宏 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 長崎県 長崎市 4:40:55
フルマラソン男子３０歳～３９歳 36 240 縄田　慎吾 ﾅﾜﾀ ｼﾝｺﾞ 福岡県 福岡市 4:41:02
フルマラソン男子３０歳～３９歳 37 257 木場　靖 ｺﾊﾞ ﾔｽｼ 長崎県 五島市 4:45:43
フルマラソン男子３０歳～３９歳 38 201 大谷　慎吾 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 長崎県 五島市 4:45:57
フルマラソン男子３０歳～３９歳 39 264 神田　伸正 ｶﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 長崎県 五島市 4:49:25
フルマラソン男子３０歳～３９歳 40 210 安武　剛 ﾔｽﾀｹ ｺﾞｳ 愛知県 豊田市 4:52:13
フルマラソン男子３０歳～３９歳 41 901 前田　旭一 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾄ 佐賀県 唐津市 4:54:11
フルマラソン男子３０歳～３９歳 42 205 森田　雄貴 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 4:54:32
フルマラソン男子３０歳～３９歳 43 239 山田　格平 ﾔﾏﾀﾞ ｶｸﾍｲ 長崎県 五島市 4:55:09
フルマラソン男子３０歳～３９歳 44 234 宮本　竜太朗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福岡県 福岡市 4:58:50
フルマラソン男子３０歳～３９歳 45 226 島田　祐輔 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長崎県 五島市 5:01:38
フルマラソン男子３０歳～３９歳 46 208 林　一嘉 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県 芦屋町 5:02:44
フルマラソン男子３０歳～３９歳 47 222 対崎　慎吾 ﾂｲｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 福岡県 福岡市 5:12:30
フルマラソン男子３０歳～３９歳 48 218 小原　和也 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 福島県 いわき市 5:17:54
フルマラソン男子３０歳～３９歳 49 245 王　冠明 ｵｳ ｶﾝﾒｲ 熊本県 熊本市 5:53:55
フルマラソン男子３０歳～３９歳 50 906 樽谷　真也 ﾀﾙﾀﾆ ｼﾝﾔ 長崎県 佐世保市 6:12:09
フルマラソン男子３０歳～３９歳 51 261 見月　直幸 ﾐﾂｷ ﾅｵﾕｷ 福岡県 新宮町 6:21:37
フルマラソン男子３０歳～３９歳 52 259 浦上　純人 ｳﾗｶﾐ ｽﾐﾄ 長崎県 五島市 6:23:46
フルマラソン男子４０歳～４９歳 1 319 新田　太一 ﾆｯﾀ ﾀｲﾁ 東京都 西東京市 2:50:14
フルマラソン男子４０歳～４９歳 2 347 谷内　章高 ﾀﾆｳﾁ ｱｷﾀｶ 千葉県 千葉市 3:07:08
フルマラソン男子４０歳～４９歳 3 310 池田　孝二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 長崎県 長崎市 3:09:15
フルマラソン男子４０歳～４９歳 4 350 中嶋　保博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 草加市 3:15:01
フルマラソン男子４０歳～４９歳 5 366 安藤　修 ｱﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 愛媛県 西条市 3:27:25
フルマラソン男子４０歳～４９歳 6 360 濱崎　毅 ﾊﾏｻｷ ﾀｹｼ 長崎県 五島市 3:30:36
フルマラソン男子４０歳～４９歳 7 355 西村　裕行 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 新宮町 3:33:32
フルマラソン男子４０歳～４９歳 8 332 山本　和博 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 長崎県 長崎市 3:34:13
フルマラソン男子４０歳～４９歳 9 346 小鹿野　正人 ｵｶﾞﾉ ﾏｻﾄ 埼玉県 日高市 3:36:41
フルマラソン男子４０歳～４９歳 10 318 坂田　悠 ｻｶﾀ ﾕｳ 東京都 足立区 3:36:46
フルマラソン男子４０歳～４９歳 11 344 下村　拓英 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾌｻ 東京都 新宿区 3:37:36
フルマラソン男子４０歳～４９歳 12 357 山崎　聰一郎 ﾔﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 佐賀県 佐賀市 3:38:36
フルマラソン男子４０歳～４９歳 13 359 横尾　優樹 ﾖｺｵ ﾕｳｷ 長崎県 五島市 3:40:05
フルマラソン男子４０歳～４９歳 14 340 下司　修 ｹﾞｼﾞ ｵｻﾑ 福岡県 福岡市 3:42:55
フルマラソン男子４０歳～４９歳 15 327 江頭　勉 ｴｶﾞｼﾗ ﾂﾄﾑ 福岡県 福岡市 3:44:14



フルマラソン男子４０歳～４９歳 16 314 池田　真一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 神戸市 3:44:41
フルマラソン男子４０歳～４９歳 17 367 神崎　誠 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｺﾄ 長崎県 五島市 3:47:04
フルマラソン男子４０歳～４９歳 18 313 岡村　茂樹 ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 福岡県 北九州市 3:48:59
フルマラソン男子４０歳～４９歳 19 907 江崎　洋 ｴｻﾞｷ ﾖｳ 東京都 世田谷区 3:50:04
フルマラソン男子４０歳～４９歳 20 324 海野　敬晃 ｳﾝﾉ ﾀｶｱｷ 愛知県 春日井市 3:52:03
フルマラソン男子４０歳～４９歳 21 330 松岡　晃 ﾏﾂｵｶ ﾋｶﾙ 長崎県 新上五島町 3:53:12
フルマラソン男子４０歳～４９歳 22 303 前川　健二 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 長崎県 五島市 3:53:16
フルマラソン男子４０歳～４９歳 23 322 遠藤　伸彦 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 東村山市 3:54:04
フルマラソン男子４０歳～４９歳 24 902 堀田　卓郎 ﾎｯﾀ ﾀｸﾛｳ 長崎県 五島市 3:54:39
フルマラソン男子４０歳～４９歳 25 361 森川　勝哉 ﾓﾘｶﾜ ｶﾂﾔ 大阪府 岸和田市 3:56:13
フルマラソン男子４０歳～４９歳 26 343 樋口　浩二 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長崎県 五島市 3:57:38
フルマラソン男子４０歳～４９歳 27 371 中村　みきお ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｵ 神奈川県 横浜市 3:57:57
フルマラソン男子４０歳～４９歳 28 325 金折　修司 ｶﾅｵﾘ ｼﾕｳｼﾞ 大阪府 茨木市 3:58:00
フルマラソン男子４０歳～４９歳 29 341 冨田　俊介 ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｽｹ 東京都 町田市 3:58:08
フルマラソン男子４０歳～４９歳 30 307 末長　賢一 ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 長崎県 長崎市 4:01:38
フルマラソン男子４０歳～４９歳 31 309 江頭　聡輔 ｴｶﾞｼﾗ ｿｳｽｹ 長崎県 長崎市 4:04:05
フルマラソン男子４０歳～４９歳 32 334 永山　勇 ﾅｶﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 福岡県 福岡市 4:04:47
フルマラソン男子４０歳～４９歳 33 308 平島　義広 ﾋﾗｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京都 品川区 4:05:26
フルマラソン男子４０歳～４９歳 34 362 門原　昭彦 ｶﾄﾞﾊﾗ ｱｷﾋｺ 静岡県 浜松市 4:11:05
フルマラソン男子４０歳～４９歳 35 349 熊谷　哲哉 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 大阪府 大阪市 4:13:24
フルマラソン男子４０歳～４９歳 36 311 西尾　晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 大阪府 茨木市 4:13:34
フルマラソン男子４０歳～４９歳 37 370 馬場　康博 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 長崎県 諫早市 4:18:41
フルマラソン男子４０歳～４９歳 38 305 鍋内　秀喜 ﾅﾍﾞｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 五島市 4:19:21
フルマラソン男子４０歳～４９歳 39 348 川口　竜二 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 長崎県 五島市 4:20:47
フルマラソン男子４０歳～４９歳 40 376 茂木　智宏 ﾓﾃｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 佐倉市 4:23:19
フルマラソン男子４０歳～４９歳 41 335 水本　浩一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 杉並区 4:23:53
フルマラソン男子４０歳～４９歳 42 329 梶山　耕司 ｶｼﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 相模原市 4:25:34
フルマラソン男子４０歳～４９歳 43 375 田中　善也 ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 東京都 中野区 4:26:49
フルマラソン男子４０歳～４９歳 44 302 野口　圭介 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 長崎県 五島市 4:27:12
フルマラソン男子４０歳～４９歳 45 317 岡田　博紀 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都 新宿区 4:28:57
フルマラソン男子４０歳～４９歳 46 326 横山　康弘 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京都 品川区 4:29:50
フルマラソン男子４０歳～４９歳 47 338 中尾　昌岳 ﾅｶｵ ﾏｻﾀｶ 京都府 京都市 4:30:43
フルマラソン男子４０歳～４９歳 48 351 太田　雄幸 ｵｵﾀ ﾀｹﾕｷ 長崎県 長崎市 4:31:09
フルマラソン男子４０歳～４９歳 49 369 山本　広伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県 春日市 4:32:35
フルマラソン男子４０歳～４９歳 50 339 江口　忠重 ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼｹﾞ 長崎県 佐々町 4:40:34
フルマラソン男子４０歳～４９歳 51 304 林田　幸一 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 長崎県 五島市 4:42:43
フルマラソン男子４０歳～４９歳 52 904 宇田川　勝 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 千葉県 佐倉市 4:45:24
フルマラソン男子４０歳～４９歳 53 352 宮地　英之 ﾐﾔﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 福井県 福井市 4:51:50
フルマラソン男子４０歳～４９歳 54 315 中丸　明寛 ﾅｶﾏﾙ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 川崎市 4:51:54



フルマラソン男子４０歳～４９歳 55 312 童　家亮 ﾄﾞｳ ｶﾘｮｳ 千葉県 野田市 4:54:52
フルマラソン男子４０歳～４９歳 56 316 塚野　生雄 ﾂｶﾉ ｲｸｵ 東京都 台東区 4:59:11
フルマラソン男子４０歳～４９歳 57 363 真名井　洋享 ﾏﾅｲ ﾋﾛﾀｶ 福岡県 春日市 5:01:33
フルマラソン男子４０歳～４９歳 58 331 古賀　克己 ｺｶﾞ ｶﾂﾐ 長崎県 五島市 5:02:46
フルマラソン男子４０歳～４９歳 59 301 野口　武春 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹﾊﾙ 福岡県 春日市 5:11:34
フルマラソン男子４０歳～４９歳 60 306 本岡　寿 ﾓﾄｵｶ ﾋｻｼ 長崎県 五島市 5:20:46
フルマラソン男子４０歳～４９歳 61 321 関口　洋 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 島根県 隠岐の島町 5:36:10
フルマラソン男子４０歳～４９歳 62 323 井前　スコット ｲﾏｴ ｽｺｯﾄ 神奈川県 横浜市 6:09:06
フルマラソン男子４０歳～４９歳 63 320 関口　敬介 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 埼玉県 さいたま市 6:19:13
フルマラソン男子５０歳～５９歳 1 457 佐藤　和哉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 青森県 弘前市 3:02:34
フルマラソン男子５０歳～５９歳 2 430 東　晃一 ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ 福岡県 小竹町 3:08:48
フルマラソン男子５０歳～５９歳 3 406 福元　広行 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 五島市 3:13:32
フルマラソン男子５０歳～５９歳 4 443 北田　俊英 ｷﾀﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 横浜市 3:22:03
フルマラソン男子５０歳～５９歳 5 441 西畔　武昭 ﾆｼｸﾞﾛ ﾀｹｱｷ 新潟県 十日町市 3:25:07
フルマラソン男子５０歳～５９歳 6 435 松田　直樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 西宮市 3:25:59
フルマラソン男子５０歳～５９歳 7 473 山本　一宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 三木市 3:26:58
フルマラソン男子５０歳～５９歳 8 433 岩本　正瑞 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾐｽﾞ 東京都 台東区 3:29:28
フルマラソン男子５０歳～５９歳 9 439 家迫　裕之 ﾔｻｺ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 北九州市 3:30:22
フルマラソン男子５０歳～５９歳 10 410 濱﨑　直樹 ﾊﾏｻｷ ﾅｵｷ 長崎県 五島市 3:35:29
フルマラソン男子５０歳～５９歳 11 471 大我　正隆 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾀｶ 長崎県 諫早市 3:41:10
フルマラソン男子５０歳～５９歳 12 444 原田　康一 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 長崎県 長崎市 3:44:09
フルマラソン男子５０歳～５９歳 13 427 熊井　清晃 ｸﾏｲ ｷﾖｱｷ 栃木県 宇都宮市 3:45:20
フルマラソン男子５０歳～５９歳 14 421 村岡　亨 ﾑﾗｵｶ ﾘﾖｳ 福岡県 福岡市 3:49:35
フルマラソン男子５０歳～５９歳 15 458 磯貝　晃一 ｲｿｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 北海道 北広島市 3:49:58
フルマラソン男子５０歳～５９歳 16 474 桑原　一矢 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 所沢市 3:50:11
フルマラソン男子５０歳～５９歳 17 422 中村　克宏 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 東浦町 3:50:39
フルマラソン男子５０歳～５９歳 18 456 田邊　耕司 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福岡県 嘉麻市 3:50:51
フルマラソン男子５０歳～５９歳 19 431 栗木　雅夫 ｸﾘｷ ﾏｻｵ 広島県 東広島市 3:58:07
フルマラソン男子５０歳～５９歳 20 407 柏　佐俊 ｶｼﾜ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 4:02:01
フルマラソン男子５０歳～５９歳 21 465 小花　克己 ｵﾊﾞﾅ ｶﾂﾐ 千葉県 船橋市 4:02:37
フルマラソン男子５０歳～５９歳 22 442 鬼頭　日出男 ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 名古屋市 4:04:31
フルマラソン男子５０歳～５９歳 23 440 早崎　重雄 ﾊﾔｻｷ ｼｹﾞｵ 福岡県 福岡市 4:05:59
フルマラソン男子５０歳～５９歳 24 468 藤丸　浩輔 ﾌｼﾞﾏﾙ ｺｳｽｹ 長崎県 西海市 4:07:52
フルマラソン男子５０歳～５９歳 25 453 小島　健則 ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 東京都 港区 4:11:29
フルマラソン男子５０歳～５９歳 26 459 平田　淳彦 ﾋﾗﾀ ｱﾂﾋｺ 福岡県 志免町 4:11:54
フルマラソン男子５０歳～５９歳 27 428 小林　樹雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 大阪府 枚方市 4:12:49
フルマラソン男子５０歳～５９歳 28 464 田中　裕二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 福岡県 福岡市 4:14:40
フルマラソン男子５０歳～５９歳 29 417 関根　伸二 ｾｷﾈ ｼﾝｼﾞ 茨城県 牛久市 4:19:10
フルマラソン男子５０歳～５９歳 30 446 中保　毅視 ﾅｶﾎ ﾀｹｼ 北海道 札幌市 4:20:16



フルマラソン男子５０歳～５９歳 31 445 甲斐　元啓 ｶｲ ﾓﾄﾋﾛ 大分県 大分市 4:24:00
フルマラソン男子５０歳～５９歳 32 909 光長　央人 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋｻﾄ 福岡県 福岡市 4:24:19
フルマラソン男子５０歳～５９歳 33 438 岸本　順一 ｷｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 我孫子市 4:24:48
フルマラソン男子５０歳～５９歳 34 454 柴丸　祐治 ｼﾊﾞﾏﾙ ﾕｳｼﾞ 山口県 宇部市 4:25:47
フルマラソン男子５０歳～５９歳 35 447 松崎　祥三 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 目黒区 4:28:34
フルマラソン男子５０歳～５９歳 36 401 松尾　忠司 ﾏﾂｵ ﾀﾀﾞｼ 熊本県 南関町 4:40:31
フルマラソン男子５０歳～５９歳 37 476 谷　昭彦 ﾀﾆ ｱｷﾋｺ 福岡県 福岡市 4:43:17
フルマラソン男子５０歳～５９歳 38 455 島田　富男 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾐｵ 長崎県 長崎市 4:45:03
フルマラソン男子５０歳～５９歳 39 463 天野　博美 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾐ 山口県 山口市 4:49:30
フルマラソン男子５０歳～５９歳 40 480 Ｓｈｅｎｇ　ＹｅｎＣｈｕｎ Sheng YenChun 台湾 4:53:56
フルマラソン男子５０歳～５９歳 41 405 古賀野　聡 ｺｶﾞﾉ ｻﾄｼ 長崎県 五島市 4:55:26
フルマラソン男子５０歳～５９歳 42 408 上杉　裕之 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 五島市 4:55:50
フルマラソン男子５０歳～５９歳 43 403 小田　智幸 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 長崎県 五島市 4:55:59
フルマラソン男子５０歳～５９歳 44 404 中村　岩雄 ﾅｶﾑﾗ ｲﾜｵ 長崎県 五島市 4:57:11
フルマラソン男子５０歳～５９歳 45 423 山崎　仁志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 新潟県 新潟市 4:57:44
フルマラソン男子５０歳～５９歳 46 466 中山　明広 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 東京都 世田谷区 4:58:07
フルマラソン男子５０歳～５９歳 47 469 大熊　豪 ｵｵｸﾏ ﾂﾖｼ 長崎県 佐世保市 4:58:57
フルマラソン男子５０歳～５９歳 48 429 伊庭　伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 市川市 5:05:41
フルマラソン男子５０歳～５９歳 49 461 吉野　克也 ﾖｼﾉ ｶﾂﾔ 長崎県 長崎市 5:25:28
フルマラソン男子５０歳～５９歳 50 426 大江　靖之 ｵｵｴ ﾔｽﾕｷ 東京都 練馬区 5:25:37
フルマラソン男子５０歳～５９歳 51 479 ＧｅｏｋＭｉｎｇ　Ｌｅｅ GeokMing Lee シンガポール 5:33:43
フルマラソン男子５０歳～５９歳 52 432 衣川　大介 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 茨木市 5:35:13
フルマラソン男子５０歳～５９歳 53 462 遠藤　智幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 川口市 5:35:44
フルマラソン男子５０歳～５９歳 54 449 石橋　健二 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｼﾞ 佐賀県 鳥栖市 5:36:26
フルマラソン男子５０歳～５９歳 55 452 浜岸　建 ﾊﾏｷﾞｼ ﾀﾂﾙ 福井県 福井市 5:37:07
フルマラソン男子５０歳～５９歳 56 402 鹿毛　勝治 ｶｹﾞ ｶﾂｼﾞ 福岡県 大野城市 5:42:23
フルマラソン男子５０歳～５９歳 57 412 任　于祥 ﾆﾝ ｳｼｮｳ 台湾 5:42:58
フルマラソン男子５０歳～５９歳 58 420 辰巳　順一 ﾀﾂﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市 5:46:46
フルマラソン男子５０歳～５９歳 59 478 松本　成久 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾋｻ 広島県 海田町 5:53:21
フルマラソン男子５０歳～５９歳 60 424 市来　敦 ｲﾁｷ ｱﾂｼ 長崎県 長崎市 6:00:22
フルマラソン男子５０歳～５９歳 61 436 清水　博文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 群馬県 富岡市 6:05:53
フルマラソン男子５０歳～５９歳 62 415 船越　靖逸 ﾌﾅｺｼ ﾔｽｲﾂ 東京都 新宿区 6:09:06
フルマラソン男子５０歳～５９歳 63 437 樋口　昌彦 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 東京都 杉並区 6:16:34
フルマラソン男子５０歳～５９歳 64 416 佐野　星司 ｻﾉ ｼｮｳｼﾞ 長崎県 長崎市 6:30:39
フルマラソン男子６０歳以上 1 529 柿本　潔 ｶｷﾓﾄ ｷﾖｼ 福岡県 太宰府市 3:23:31
フルマラソン男子６０歳以上 2 532 下田　智明 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 鳥取県 鳥取市 3:27:05
フルマラソン男子６０歳以上 3 550 清水　修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 長崎県 壱岐市 3:28:02
フルマラソン男子６０歳以上 4 546 山下　悟 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 滋賀県 大津市 3:44:02
フルマラソン男子６０歳以上 5 526 金田　春泰 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ 愛知県 名古屋市 3:54:29



フルマラソン男子６０歳以上 6 545 佐藤　啓哉 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ 滋賀県 栗東市 3:55:05
フルマラソン男子６０歳以上 7 558 飯田　博利 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 福岡県 朝倉市 3:57:27
フルマラソン男子６０歳以上 8 505 平田　宏之 ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 長崎市 3:59:35
フルマラソン男子６０歳以上 9 511 佐藤　賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 群馬県 桐生市 4:08:32
フルマラソン男子６０歳以上 10 512 志村　徹郎 ｼﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 川崎市 4:16:07
フルマラソン男子６０歳以上 11 553 若尾　喜一 ﾜｶｵ ﾖｼｲﾁ 千葉県 船橋市 4:18:05
フルマラソン男子６０歳以上 12 520 池田　光明 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 熊本県 熊本市 4:19:51
フルマラソン男子６０歳以上 13 561 前川　圭士 ﾏｴｶﾜ ｹｲｼﾞ 佐賀県 伊万里市 4:20:02
フルマラソン男子６０歳以上 14 557 前田　隆造 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 福岡県 福岡市 4:22:11
フルマラソン男子６０歳以上 15 540 泉　利治 ｲｽﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 福岡県 行橋市 4:24:27
フルマラソン男子６０歳以上 16 510 中本　勲 ﾅｶﾓﾄ ｲｻﾑ 長崎県 五島市 4:25:59
フルマラソン男子６０歳以上 17 523 直塚　勝範 ﾅｵﾂｶ ｶﾂﾉﾘ 長崎県 長崎市 4:43:47
フルマラソン男子６０歳以上 18 549 草柳　彰利 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｱｷﾄｼ 神奈川県 秦野市 4:47:15
フルマラソン男子６０歳以上 19 528 鬼塚　三男 ｵﾆﾂｶ ﾐﾂｵ 東京都 東村山市 4:48:41
フルマラソン男子６０歳以上 20 519 倉岡　英夫 ｸﾗｵｶ ﾋﾃﾞｵ 熊本県 熊本市 4:48:57
フルマラソン男子６０歳以上 21 541 藤原　道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 東京都 渋谷区 4:50:18
フルマラソン男子６０歳以上 22 552 西村　政行 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知県 瀬戸市 4:51:34
フルマラソン男子６０歳以上 23 501 山田　誠一 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 長崎県 長崎市 4:53:43
フルマラソン男子６０歳以上 24 542 最上　泰秀 ﾓｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾃﾞ 長崎県 諫早市 4:55:57
フルマラソン男子６０歳以上 25 515 山口　博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 長崎県 長与町 5:04:50
フルマラソン男子６０歳以上 26 509 烏山　清治 ｶﾗｽﾔﾏ ｷﾖﾊﾙ 長崎県 五島市 5:09:58
フルマラソン男子６０歳以上 27 507 南　忠明 ﾐﾅﾐ ﾀﾀﾞｱｷ 長崎県 五島市 5:10:20
フルマラソン男子６０歳以上 28 556 松浦　清 ﾏﾂｳﾗ ｷﾖｼ 福岡県 福岡市 5:12:08
フルマラソン男子６０歳以上 29 562 岩井　哲也 ｲﾜｲ ﾃﾂﾔ 兵庫県 福崎町 5:12:13
フルマラソン男子６０歳以上 30 522 斉藤　睦夫 ｻｲﾄｳ ﾑﾂｵ 熊本県 熊本市 5:12:56
フルマラソン男子６０歳以上 31 534 柳川　好夫 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾖｼｵ 長崎県 五島市 5:20:41
フルマラソン男子６０歳以上 32 525 朝守　令彦 ｱｻﾓﾘ ﾉﾘﾋｺ 奈良県 橿原市 5:20:42
フルマラソン男子６０歳以上 33 513 駄道　元博 ﾀﾞﾐﾁ ﾓﾄﾋﾛ 埼玉県 川口市 5:21:51
フルマラソン男子６０歳以上 34 514 荒木　一郎 ｱﾗｷ ｲﾁﾛｳ 長崎県 五島市 5:23:19
フルマラソン男子６０歳以上 35 531 寺坂　隆義 ﾃﾗｻｶ ﾀｶﾖｼ 佐賀県 小城市 5:23:55
フルマラソン男子６０歳以上 36 530 神田　久 ｶﾝﾀﾞ ﾋｻｼ 富山県 富山市 5:27:46
フルマラソン男子６０歳以上 37 548 石元　英雄 ｲｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 吹田市 5:30:10
フルマラソン男子６０歳以上 38 547 小川　広之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 長崎県 五島市 5:32:35
フルマラソン男子６０歳以上 39 503 磯沖　悟 ｲｿｵｷ ｻﾄﾙ 長崎県 五島市 5:36:12
フルマラソン男子６０歳以上 40 536 長谷川　義矩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 さいたま市 5:37:40
フルマラソン男子６０歳以上 41 508 平良　克也 ﾋﾗ ｶﾂﾔ 沖縄県 糸満市 5:43:24
フルマラソン男子６０歳以上 42 554 和田　孝司 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 秦野市 5:45:14
フルマラソン男子６０歳以上 43 518 高田　吉雄 ﾀｶﾀ ﾖｼｵ 東京都 目黒区 6:05:12
フルマラソン男子６０歳以上 44 559 寺田　幸司 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 山口県 宇部市 6:21:08



フルマラソン男子６０歳以上 45 560 小林　和平 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾍｲ 東京都 町田市 6:49:12
フルマラソン女子１８歳～３９歳 1 606 芦澤　奈美 ｱｼｻﾞﾜ ﾅﾐ 愛知県 名古屋市 3:20:24
フルマラソン女子１８歳～３９歳 2 605 林田　碧 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｵｲ 福岡県 福岡市 3:34:39
フルマラソン女子１８歳～３９歳 3 604 Ｂａｌｚｅｒ　Ａｌｙｓｓａ ﾍﾞｰﾙｻﾞｰ ｱﾘｻｰ 長崎県 佐世保市 3:50:58
フルマラソン女子１８歳～３９歳 4 619 ジョーンズ　ホープ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾎｰﾌﾟ 長崎県 佐世保市 4:00:19
フルマラソン女子１８歳～３９歳 5 614 恵崎　実優 ｴｻﾞｷ ﾐﾕ 佐賀県 佐賀市 4:10:53
フルマラソン女子１８歳～３９歳 6 620 川口　朋子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 広島県 東広島市 4:12:03
フルマラソン女子１８歳～３９歳 7 609 井前　麻記子 ｲﾏｴ ﾏｷｺ 神奈川県 横浜市 4:15:55
フルマラソン女子１８歳～３９歳 8 612 田中　加奈子 ﾀﾅｶ ｶﾅｺ 大阪府 大阪市 4:18:22
フルマラソン女子１８歳～３９歳 9 618 松本　いずみ ﾏﾂﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 東京都 墨田区 4:27:00
フルマラソン女子１８歳～３９歳 10 602 烏山　美智子 ｶﾗｽﾔﾏ ﾐﾁｺ 長崎県 五島市 4:29:57
フルマラソン女子１８歳～３９歳 11 616 木口　育美 ｷｸﾞﾁ ｲｸﾐ 長崎県 五島市 4:34:51
フルマラソン女子１８歳～３９歳 12 615 後藤　涼子 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｺ 福岡県 福岡市 4:44:43
フルマラソン女子１８歳～３９歳 13 617 中尾　優子 ﾅｶｵ ﾕｳｺ 長崎県 長崎市 4:51:46
フルマラソン女子１８歳～３９歳 14 603 Ｃｏｘ　Ｌｉｓａ ｺｯｸｽ ﾘｻ 長崎県 長崎市 4:51:56
フルマラソン女子１８歳～３９歳 15 611 臼井　裕希 ｳｽｲ ﾕｳｷ 福岡県 糸島市 4:58:50
フルマラソン女子１８歳～３９歳 16 607 矢部　直子 ﾔﾍﾞ ﾅｵｺ 東京都 文京区 4:59:12
フルマラソン女子１８歳～３９歳 17 608 兼折　朋香 ｶﾈｵﾘ ﾄﾓｶ 兵庫県 相生市 5:19:40
フルマラソン女子１８歳～３９歳 18 610 入口　真奈美 ｲﾘｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 長崎県 長崎市 5:37:34
フルマラソン女子４０歳～５９歳 1 741 宮川　由香 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｶ 長崎県 長崎市 3:19:29
フルマラソン女子４０歳～５９歳 2 733 朝守　双葉 ｱｻﾓﾘ ﾌﾀﾊﾞ 奈良県 橿原市 3:41:07
フルマラソン女子４０歳～５９歳 3 730 朝日　マヤ ｱｻﾋ ﾏﾔ 東京都 調布市 3:53:46
フルマラソン女子４０歳～５９歳 4 738 中村　千歳 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾄｾ 長崎県 五島市 4:02:28
フルマラソン女子４０歳～５９歳 5 717 石松　文代 ｲｼﾏﾂ ﾌﾐﾖ 熊本県 熊本市 4:08:21
フルマラソン女子４０歳～５９歳 6 727 鳩山　葉子 ﾊﾄﾔﾏ ﾖｳｺ 長崎県 長崎市 4:11:58
フルマラソン女子４０歳～５９歳 7 719 藤田　恵美 ﾌｼﾞﾀ ｴﾐ 大阪府 守口市 4:14:15
フルマラソン女子４０歳～５９歳 8 723 岸本　なつき ｷｼﾓﾄ ﾅﾂｷ 千葉県 我孫子市 4:15:24
フルマラソン女子４０歳～５９歳 9 729 川尻　佳奈子 ｶﾜｼﾞﾘ ｶﾅｺ 長崎県 島原市 4:18:54
フルマラソン女子４０歳～５９歳 10 731 小森田　良子 ｺﾓﾘﾀ ﾘｮｳｺ 長崎県 佐世保市 4:23:44
フルマラソン女子４０歳～５９歳 11 710 森　そのみ ﾓﾘ ｿﾉﾐ 長崎県 大村市 4:25:16
フルマラソン女子４０歳～５９歳 12 709 石本　歩 ｲｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 長崎県 佐世保市 4:30:29
フルマラソン女子４０歳～５９歳 13 720 栗原　弥生 ｸﾘﾊﾗ ﾔﾖｲ 東京都 東村山市 4:31:35
フルマラソン女子４０歳～５９歳 14 737 吉田　美津江 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｴ 東京都 世田谷区 4:51:59
フルマラソン女子４０歳～５９歳 15 701 山川　洋子 ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｺ 長崎県 五島市 4:54:21
フルマラソン女子４０歳～５９歳 16 715 糴川　可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 大阪府 高槻市 4:57:31
フルマラソン女子４０歳～５９歳 17 703 由利　明子 ﾕﾘ ﾒｲｺ 長崎県 五島市 4:59:21
フルマラソン女子４０歳～５９歳 18 716 米田　夕衣子 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｲｺ 福岡県 久留米市 5:04:28
フルマラソン女子４０歳～５９歳 19 734 米園　郁代 ﾖﾈｿﾞﾉ ｲｸﾖ 神奈川県 横須賀市 5:05:50
フルマラソン女子４０歳～５９歳 20 704 尾﨑　和枝 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞｴ 長崎県 五島市 5:10:54



フルマラソン女子４０歳～５９歳 21 705 志村　好枝 ｼﾑﾗ ﾖｼｴ 神奈川県 川崎市 5:15:59
フルマラソン女子４０歳～５９歳 22 708 今村　康子 ｲﾏﾑﾗ ﾔｽｺ 佐賀県 上峰町 5:20:21
フルマラソン女子４０歳～５９歳 23 712 宮薗　喜美子 ﾐﾔｿﾞﾉ ｷﾐｺ 大阪府 東大阪市 5:20:36
フルマラソン女子４０歳～５９歳 24 711 山口　雅子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｺ 東京都 杉並区 5:20:42
フルマラソン女子４０歳～５９歳 25 726 杉浦　智美 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾐ 大阪府 吹田市 5:24:01
フルマラソン女子４０歳～５９歳 26 732 今永　麻由子 ｲﾏﾅｶﾞ ﾏﾕｺ 福岡県 北九州市 5:24:29
フルマラソン女子４０歳～５９歳 27 713 稲垣　みどり ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 兵庫県 神戸市 5:28:23
フルマラソン女子４０歳～５９歳 28 721 牟田口　玲奈 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾚﾅ 神奈川県 川崎市 6:02:50
フルマラソン女子４０歳～５９歳 29 735 寺田　峰子 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾈｺ 山口県 宇部市 6:11:08
フルマラソン女子４０歳～５９歳 30 728 藤原　忍 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾉﾌﾞ 香川県 高松市 6:50:44
フルマラソン女子６０歳以上 1 809 渡辺　浩子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 神奈川県 大和市 3:47:03
フルマラソン女子６０歳以上 2 805 小牧　裕子 ｺﾏｷ ﾋﾛｺ 熊本県 熊本市 4:10:09
フルマラソン女子６０歳以上 3 804 高田　和子 ﾀｶﾀ ｶｽﾞｺ 東京都 目黒区 4:12:37
フルマラソン女子６０歳以上 4 802 田口　恵子 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｺ 長崎県 五島市 4:35:14
フルマラソン女子６０歳以上 5 803 濱崎　由美子 ﾊﾏｻｷ ﾕﾐｺ 長崎県 五島市 4:41:40
フルマラソン女子６０歳以上 6 812 片岡　加代 ｶﾀｵｶ ｶﾖ 滋賀県 長浜市 4:51:21
フルマラソン女子６０歳以上 7 813 小林　葉子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 東京都 町田市 4:54:49
フルマラソン女子６０歳以上 8 806 山口　真澄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｽﾐ 神奈川県 川崎市 5:19:48
フルマラソン女子６０歳以上 9 810 遠藤　眞喜子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｺ 東京都 大田区 5:46:49
フルマラソン女子６０歳以上 10 807 村上　恭子 ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｺ 東京都 江東区 5:54:50
フルマラソン女子６０歳以上 11 814 小松　裕美 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾐ 愛知県 名古屋市 5:59:33
フルマラソン女子６０歳以上 12 808 久保木　知子 ｸﾎﾞｷ ﾄﾓｺ 千葉県 船橋市 6:25:33
フルマラソン女子６０歳以上 13 801 南部　敦子 ﾅﾝﾌﾞ ｱﾂｺ 沖縄県 那覇市 6:33:10


