
順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

01)ハーフ高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

201 中島　慎治  1:09:47ＧＧＲＣ熊本1 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ 熊本県

148 後藤　幸治  1:12:44日田市役所2 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 日田市

110 谷川　延久  1:12:59メザース3 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 山口県

108 小野　烈  1:14:27ＪＰ宇佐四日市4 ｵﾉ ﾂﾖｼ 宇佐市

334 上野　大聖  1:14:41天神ＲＣ5 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｾｲ 福岡県

123 濵田　晃寿  1:15:42玖珠自衛隊6 ﾊﾏﾀﾞ ﾃﾙｶｽﾞ 玖珠町

166 中村　祐介  1:16:07中村柿農園7 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡県

204 牟田口　滋  1:16:26古賀病院２１8 ﾑﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 福岡県

209 今古賀　誠  1:16:319 ｲﾏｺｶﾞ ﾏｺﾄ 福岡県

179 森　良輝  1:17:18おのすけ10 ﾓﾘ ﾖｼﾃﾙ 佐賀県

129 江藤　光  1:18:16甘木朝倉消防本部11 ｴﾄｳ ﾋｶﾙ 福岡県

186 小野　晴彦  1:19:37ＧＳ＆ＡＴ12 ｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 玖珠町

295 中山　英一郎  1:19:46大濠ランナーズ13 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 福岡県

165 平野　一樹  1:20:01玖珠自衛隊14 ﾋﾗﾉ 玖珠町

232 加藤　耕  1:21:11久留米広域消防15 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 福岡県

182 高岩　洋輔  1:22:19ＡＣ★ＣＹＡＮ16 ﾀｶｲﾜ ﾖｳｽｹ 福岡県

150 三苫　靖  1:22:5017 ﾐﾄﾏ ﾔｽｼ 日田市

294 鶴田　勝  1:24:12ＦＨＪＣ18 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾙ 福岡県

195 山添　浩介  1:25:03Ｗｉｎｄｒｕｎ19 ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｽｹ 福岡県

262 森田　滝一  1:25:34ポテトクラブ20 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ 福岡県

196 小原　和幸  1:25:40博多陸友会21 ｺﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 福岡県

270 平井　雄  1:25:5922 ﾋﾗｲ ﾕｳ 福岡県

176 中島　信裕  1:26:18Ｗｉｎｄ　Ｒｕｎ23 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 熊本県

177 岐部　亮輔  1:27:27日田高等学校24 ｷﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 玖珠町

200 澤水　亮吾  1:27:5925 ｻﾜﾐｽﾞ ﾘｮｳｺﾞ 熊本県

212 中村　和孝  1:28:34玉名ランナーズ26 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 熊本県

205 山田　康裕  1:29:40林業研究部27 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 日田市

117 明神　健一  1:29:4328 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 福岡県

153 足立　将太  1:30:17日田林工29 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ 日田市

260 鶴　大輔  1:30:2930 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 佐賀県

126 藤井　祐輔  1:30:3331 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 玖珠町

230 横川　博文  1:31:0232 ﾖｺｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 玖珠町

120 入江　大地  1:31:1333 ｲﾘｴ ﾀﾞｲﾁ 玖珠町

170 大毛　健史  1:31:3134 ﾀﾞｲﾓｳ ﾀｹｼ 玖珠町

337 山中　亮  1:31:33大村陸上自衛隊35 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳ 長崎県

188 米田　吉宏  1:31:39ＧＳ＆ＡＴ36 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 玖珠町

257 永樂　雄一  1:31:4737 ｴｲﾗｸ ﾕｳｲﾁ 佐賀県

138 周防屋　浩治  1:31:50軌友会ランナーズ38 ｽｵﾔ ｺｳｼﾞ 玖珠町

234 岩永　祐貴雄  1:32:00チーム北部39 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｷｵ 熊本県

244 塩田　輝生  1:32:1740 ｼｵﾀ ﾃﾙｵ 福岡県

252 永留　佑一  1:32:2341 ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ﾕｳｲﾁ 福岡県

302 前田　智隆  1:32:5642 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ 福岡県

133 松元　聡憲  1:33:06九州大学43 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 福岡県

187 白石　直也  1:33:10ＧＳ＆ＡＴ44 ｼﾗｲｼ ﾅｵﾔ 玖珠町

111 長山　和義  1:33:1045 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 日田市

256 大海　一弘  1:33:14姫中ＳＣ46 ﾀﾞｲｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ 姫島村

193 片山　貴雄  1:33:37ＦＡＲＣ47 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｵ 福岡県

233 古賀　大樹  1:33:3848 ｺｶﾞ ﾋﾛｷ 福岡県

124 永江　直  1:33:59ＴＥＡＭ－Ａ49 ﾅｶﾞｴ ｽﾅｵ 山口県

134 森﨑　功也  1:34:22ＴＭＫ50 ﾓﾘｻｷ ｶﾂﾔ 福岡県
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246 福田　順一  1:34:46チームＭ51 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中津市

137 森　修平  1:34:5852 ﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 玖珠町

236 出口　寛貴  1:35:1653 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 玖珠町

301 吉永　征将  1:35:2054 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻｼ 福岡県

263 中尾　記士  1:35:31勝代愛してる55 ﾅｶｵ ﾉﾘﾋﾄ 福岡県

305 徳永　太陽  1:36:05粕屋北部消防56 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲﾖｳ 福岡県

274 有吉　正樹  1:36:12チーム森57 ｱﾘﾖｼ ﾏｻｷ 福岡県

258 高以良　仁  1:36:2858 ﾀｶｲﾗ ﾋﾄｼ 佐賀県

327 立川　直樹  1:36:32コケット走隊59 ﾀﾂｶﾜ ﾅｵｷ 由布市

181 斎藤　栄志  1:36:3260 ｻｲﾄｳ ｴｲｼ 福岡県

317 高野　聡  1:36:5861 ﾀｶﾉ ｻﾄｼ 中津市

203 本儀　智  1:37:0762 ﾓﾄｷﾞ ｻﾄｼ 山口県

285 佐々木　丘  1:37:31ヤマエ久野63 ｻｻｷ ﾀｶｼ 福岡県

131 池上　昴宏  1:38:0164 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 豊後大野市

127 河野　宏之  1:38:03天狗65 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

278 又井　大輔  1:38:0966 ﾏﾀｲ ﾀﾞｲｽｹ 長崎県

250 後藤　誠一郎  1:38:19早良ランナーズ67 ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 福岡県

197 三宅　泰介  1:38:32チーム－５％68 ﾐﾔｹ ﾀｲｽｹ 福岡県

292 稲富　浩二  1:38:3969 ｲﾅﾄﾐ ｺｳｼﾞ 福岡県

269 林　康顕  1:38:4670 ﾊﾔｼ ﾔｽｱｷ 福岡県

325 中野　博介  1:39:01クラブ下曽根71 ﾅｶﾉ ﾋﾛｽｹ 福岡県

304 井手平　健二  1:39:2172 ｲﾃﾞﾋﾗ ｹﾝｼﾞ 大分市

284 白土　史隆  1:39:23ＲＴクロとら73 ｼﾗﾂﾁ ﾌﾐﾀｶ 福岡県

271 河野　誠二  1:39:2674 ｶﾜﾉ ｾｲｼﾞ 大分市

180 濱田　高寛  1:39:59かめクラブ75 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

178 伊藤　政弘  1:40:0476 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 日田市

296 吉田　正道  1:40:1977 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 熊本県

313 小山　拓也  1:40:2578 ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 大分市

277 熊川　司  1:40:30自転車競技連盟79 ｸﾏｶﾞﾜ ﾂｶｻ 日田市

159 井上　勇雄  1:40:37医療法人　聖陵会80 ｲﾉｳｴ 日田市

306 有住　将尚  1:40:5981 ｱﾘｽﾞﾐ ﾏｻﾅｵ 熊本県

316 平山　陽佑  1:41:0382 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ 大分市

343 森枝　裕次  1:41:1083 ﾓﾘｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 別府市

140 三苫　公敬  1:41:2384 ﾐﾄﾏ ﾏｻﾀｶ 日田市

286 村塚　伸良  1:41:3585 ﾑﾗﾂｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 豊後大野市

219 小坂　貴広  1:41:38８Ｗ　ＤＯＣＫ86 ｺｻｶ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

113 佐藤　優介  1:41:4087 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 大分市

169 古川　貴志  1:42:11玖珠自衛隊88 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 玖珠町

338 山崎　俊平  1:42:1889 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大分市

255 廣松　祐一郎  1:42:2490 ﾋﾛﾏﾂ ﾕｳｲﾁﾛｳ 熊本県

141 高波　享  1:42:2991 ﾀｶﾅﾐ ﾄｵﾙ 福岡県

237 安達　真也  1:42:5892 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝﾔ 別府市

265 森嶋　裕樹  1:43:1793 ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ 福岡県

145 石松　憲一  1:43:3594 ｲｼﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 日田市

103 米山　修一  1:43:4195 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 大分市

156 山田　賢大  1:45:06九州電力㈱　大分支社96 ﾔﾏﾀﾞ 日田市

282 原田　正次朗  1:45:5197 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 大分市

231 上原　利範  1:46:3298 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県

303 橋口　聖史  1:46:3399 ﾊｼｸﾞﾁ ｻﾄｼ 福岡県

229 東雲　誠  1:46:51かずはるだいＡＦ100 ｼﾉﾉﾒ ﾏｺﾄ 日田市
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207 勝木　晋太郎  1:46:59101 ｶﾂｷ ｼﾝﾀﾛｳ 玖珠町

142 松田　卓也  1:47:15メタボ対策部102 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 日田市

279 河島　毅之  1:47:36103 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ 大分市

226 藤原　正敏  1:47:41８Ｗ　ＤＯＣＫ104 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄｼ 福岡県

275 渡辺　直樹  1:48:04105 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 津久見市

235 山内　直樹  1:48:09チーム北部106 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｷ 熊本県

109 衛藤　亮介  1:48:12リーベルサーレ107 ｴﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 別府市

308 岩谷　正貴  1:48:26108 ｲﾜﾔ ﾏｻﾀｶ 大分市

341 中地　祐介  1:48:44ストリームゥ109 ﾅｶﾁ ﾕｳｽｹ 福岡県

320 松原　渉  1:49:06コケット走隊110 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 由布市

184 花田　健  1:49:06111 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝ 福岡県

157 金子　大清  1:49:15九州電力㈱　大分支社112 ｶﾈｺ 日田市

321 森島　庸平  1:49:45113 ﾓﾘｼﾏ ﾖｳﾍｲ 福岡県

330 橋口　敬  1:49:54コケット走隊114 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｶｼ 由布市

243 田中　学  1:50:12115 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 福岡県

168 猪口　和博  1:50:14ＨＲＣ116 ｲﾉｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県

107 宮里　寛  1:50:40さわらびｆ＆Ｃ117 ﾐﾔｻﾄ ﾋﾛｼ 福岡県

202 山崎　隆裕  1:50:41ＦＵＥ118 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 佐賀県

287 江口　大生  1:50:55チーム　博斗119 ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 長崎県

122 田中　秀則  1:51:03別府ホテル清風120 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 別府市

251 井上　輝紀  1:51:17121 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾉﾘ 福岡県

164 佐藤　洋二  1:51:28玖珠自衛隊122 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾞ 玖珠町

281 石井　洋一  1:51:48123 ｲｼｲ ﾖｳｲﾁ 福岡県

299 野口　真弘  1:51:53ウェルフェアー124 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 長崎県

248 鈴木　栄治  1:52:14別府駐屯地125 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 別府市

268 森　勇貴  1:52:25126 ﾓﾘ ﾕｳｷ 福岡県

272 益田　裕二  1:52:25チーム森127 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 福岡県

267 小川　晃生  1:52:39チームＧＳ128 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 福岡県

210 土谷　太加憲  1:52:47129 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾉﾘ 福岡県

199 深町　隆之  1:52:52福岡中央銀行130 ﾌｶﾏﾁ ﾀｶﾕｷ 福岡県

189 椎野　寿一  1:53:25おかげさま㈱131 ｼｲﾉ ﾄｼｶｽﾞ 福岡県

310 野田　貴史  1:53:25132 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 佐賀県

218 高味　三四郎  1:53:49８Ｗ　ＤＯＣＫ133 ﾀｶﾐ ｻﾝｼﾛｳ 福岡県

331 尾崎　敏朗  1:53:50コケット走隊134 ｵｻﾞｷ ﾄｼﾛｳ 由布市

322 白河　哲郎  1:53:54コケット走隊135 ｼﾗｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 由布市

254 加藤　幹  1:55:14136 ｶﾄｳ ﾓﾄｷ 東京都

190 南　友也  1:55:41おかげさま㈱137 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾔ 福岡県

249 河津　保信  1:56:27138 ｶﾜﾂﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 日田市

147 吉長　秀男  1:56:39㈱日田公益衛生139 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 日田市

315 後藤　真琴  1:56:42140 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 津久見市

293 本間　大輔  1:56:56中澤會141 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大分市

183 城　智也  1:57:17東峰ＲＣ142 ｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 山口県

319 吉川　昌典  1:57:17143 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 福岡県

152 財津　広樹  1:57:19日田林工高校144 ｻﾞｲﾂ ﾋﾛｷ 日田市

211 片山　哲夫  1:58:02145 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂｵ 福岡県

332 後藤　直樹  1:58:31146 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ 福岡県

222 中口　浩平  1:59:00８Ｗ　ＤＯＣＫ147 ﾅｶｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 福岡県

221 真地　和利  1:59:02８Ｗ　ＤＯＣＫ148 ﾏｼﾞ ｶｽﾞﾄｼ 福岡県

215 安藤　勇樹  1:59:43８Ｗ　ＤＯＣＫ149 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 福岡県

151 藤田　弘弥  2:00:09日田林工高校150 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾔ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

01)ハーフ高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

167 木佐木　理裕  2:01:05151 ｷｻｷ ﾐﾁﾋﾛ 福岡県

149 渡辺　暢  2:01:17日田市役所152 日田市

146 綾垣　早人  2:01:42メタボ対策部153 ｱﾔｶﾞｷ ﾊﾔﾄ 日田市

198 宮崎　清志  2:01:55プラズマ研究室154 ﾐﾔｻﾞｷ ｷﾖｼ 長崎県

311 村上　俊助  2:02:03コケット走隊155 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 由布市

245 浦川　安則  2:02:07156 ｳﾗｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 熊本県

162 岡﨑　悟  2:02:20軌友会ランナーズ157 ｵｶｻﾞｷ ｻﾄﾙ 玖珠町

175 財津　陽一  2:02:46158 ｻﾞｲﾂ ﾖｳｲﾁ 福岡県

225 津山　稜  2:03:00８Ｗ　ＤＯＣＫ159 ﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 福岡県

276 高橋　伸明  2:03:30160 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 熊本県

121 波岡　誠  2:03:59ＮＴＴ西日本　大分支店161 ﾅﾐｵｶ 大分市

328 池田　剛  2:05:17ＮＮＰＬ162 ｲｹﾀﾞ ｺﾞｳ 福岡県

112 川崎　啓太  2:05:32163 ｶﾜｻｷ ｹｲﾀ 福岡県

213 江口　孝博  2:05:47アミノＲＣ164 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 佐賀県

259 川崎　あつし  2:05:49165 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ 佐賀県

155 川畑　拓海  2:05:59九州電力㈱　大分支社166 日田市

307 山中　篤史  2:06:20ウェルフェアー167 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ 山口県

118 矢羽多　左京  2:06:54168 ﾔﾊﾀ ｻｷｮｳ 日田市

217 原　佑樹  2:07:10８Ｗ　ＤＯＣＫ169 ﾊﾗ ﾕｳｷ 福岡県

106 西村　文昭  2:07:30170 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 福岡県

191 平本　俊哉  2:08:56おかげさま㈱171 ﾋﾗﾓﾄ ﾄｼﾔ 福岡県

239 櫻木　俊秀  2:09:48172 ｻｸﾗｷﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 福岡県

158 城野　和夫  2:09:51医療法人　聖陵会173 日田市

136 重村　祐樹  2:10:47軌友会ランナーズ174 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 玖珠町

335 徳山　耕平  2:12:24175 ﾄｸﾔﾏ ｺｳﾍｲ 大分市

261 下川　貴之  2:12:42熊本大学176 ｼﾓｶﾜ ﾀｶﾕｷ 熊本県

297 松田　幸浩  2:14:01武田薬品工業株式会社177 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 福岡県

206 久保　隆広  2:14:32Ｄ＆ＭＣＬＵＢ178 ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

324 野口　貴光  2:14:54179 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ 福岡県

173 金丸　哲也  2:15:12㈱朝日商会180 ｶﾈﾏﾙ ﾃﾂﾔ 福岡県

242 板村　弘一  2:17:11181 ｲﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 福岡県

208 東　健太郎  2:18:39王濠公園楽々ラン182 ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県

125 佐藤　裕二  2:19:01上野公園病院183 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 日田市

300 中村　陽介  2:20:44ウェルフェアー184 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 長崎県

309 加藤　悟  2:21:16185 ｶﾄｳ ｻﾄﾙ 佐賀県

192 瀬戸　栄三  2:21:28186 ｾﾄ ｴｲｿﾞｳ 福岡県

119 金光　健二  2:23:42東峰村役場187 ｶﾈﾐﾂ ｹﾝｼﾞ 福岡県

220 小那西　育造  2:25:22８Ｗ　ＤＯＣＫ188 ｵﾅﾆｼ ｲｸｿﾞｳ 福岡県

102 亀井　浩史  2:26:20日本食品㈱189 ｶﾒｲ ﾋﾛｼ 福岡県

291 瀬戸　真一  2:26:58190 ｾﾄ ｼﾝｲﾁ 福岡県

318 小松　慎太郎  2:29:24ＮＮＰＬ191 ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

340 相磯　光  2:29:34バイキングス192 ｱｲｿ ﾋｶﾙ 山口県

216 景山　義人  2:33:23８Ｗ　ＤＯＣＫ193 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾄ 福岡県

227 福岡　啓介  2:33:23８Ｗ　ＤＯＣＫ194 ﾌｸｵｶ ｹｲｽｹ 福岡県

115 野瀬　健次郎  2:34:59アスピア195 ﾉｾ ｹﾝｼﾞﾛｳ 日田市

116 楳木　真也  2:36:16県立日田高等学校196 ｳﾒｷ ｼﾝﾔ 九重町

298 亀井　宣博  2:40:35197 ｶﾒｲ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

336 中川　貴博  2:53:56198 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 熊本県

144 藤原　享平  3:02:23199 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳﾍｲ 日田市

161 井上　旭  3:06:45医療法人　聖陵会200 ｲﾉｳｴ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

01)ハーフ高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

172 池田　啓譲  3:06:59東峰村役場201 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 福岡県

171 野田　正貴  3:06:59東峰村役場202 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 福岡県

333 神川　祐貴  3:08:11203 ｶﾐｶﾜ ﾕｳｷ 日田市

288 山崎　将義  3:08:11204 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾖｼ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

462 佐藤　明次  1:14:54旭化成建材1 ｻﾄｳ ｱｷﾂｸﾞ 福岡県

554 篠崎　清暁  1:21:19ききあみクラブ2 ｼﾉｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 佐賀県

475 福田　充  1:22:32福岡大学医学部3 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾙ 福岡県

440 相川　崇  1:22:52ブレイクスルー4 ｱｲｶﾜ ﾀｶｼ 福岡県

436 徳永　昌信  1:24:06別府ホテル清風5 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 別府市

401 亀山　正義  1:24:19日田走ろう会6 ｶﾒﾔﾏ ﾏｼﾖｼ 日田市

504 佐藤　弘康  1:24:48Ｐｒｉｄｅ－Ｈ7 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 大分市

455 本荘　雅彦  1:25:06大分県警察本部8 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾋｺ 大分市

472 松本　栄  1:27:57ＳＡＫＡ　ＲＣ9 ﾏﾂﾓﾄ ｻｶｴ 福岡県

422 大保　浩也  1:28:0910 ｵｵﾎﾞ ﾋﾛﾔ 長崎県

413 関屋　真実  1:29:48朝倉ＲＣ11 ｾｷﾔ ﾏｻﾐ 福岡県

534 大橋　正幸  1:30:0212 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 大分市

446 髙瀬　靖二  1:30:0413 ﾀｶｾ ﾔｽｼﾞ 日田市

539 榎　英登史  1:30:31サッポロビール㈱14 ｴﾉｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 日田市

476 大田　隆弘  1:30:31下関中央工高15 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 山口県

449 梅木　昭則  1:30:55玖珠自衛隊16 ｳﾒｷ ｱｷﾉﾘ 玖珠町

405 髙倉　健一  1:31:0517 ﾀｶｸﾗ ｹﾝｲﾁ 日田市

431 徳丸　孝善  1:32:18ＴＫ８２18 ﾄｸﾏﾙ ﾀｶﾖｼ 日田市

481 本多　三男  1:32:36大濠ランナーズ19 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾂｵ 福岡県

427 石橋　正行  1:33:08中央発条工業㈱20 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾕｷ 福岡県

503 江田　純治  1:33:1121 ｺｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 日田市

420 矢野　孝典  1:33:19㈱西日本プラント工業22 ﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 玖珠町

425 有馬　啓司  1:33:29新日鐵化学㈱23 ｱﾘﾏ ｹｲｼﾞ 福岡県

456 出利葉　隆之  1:33:50うきは市役所24 ｲﾃﾞﾘﾊ ﾀｶﾕｷ 福岡県

477 作本　浩司  1:34:0825 ｻｸﾓﾄ ﾋﾛｼ 熊本県

553 太田　一美  1:35:0326 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖｼ 福岡県

479 間正　博之  1:35:43８Ｗ　ＤＯＣＫ27 ﾏｼｮｳ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

529 堀江　英親  1:36:21小国公立病院28 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞﾁｶ 熊本県

495 北村　浩二  1:36:41松下商店29 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県

426 小川　茂  1:36:4330 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 佐賀県

522 小畑　尚基  1:36:46九州日立マクセル31 ｵﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 福岡県

429 甲斐　浩生  1:37:19ＮＴＴ西日本　大分支店32 ｶｲ 大分市

499 半田　清二  1:37:2133 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾞ 福岡県

421 山口　俊明  1:37:46第４偵察隊34 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 福岡県

433 中津留　俊典  1:39:0535 ﾅｶﾂﾙ ﾄｼﾉﾘ 大分市

527 和田　雅臣  1:39:1736 ﾜﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 大分市

505 高良　朝幸  1:39:19水資源機構37 ｺｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

418 力久　晃  1:40:22ランランラン佐賀38 ﾘｷﾋｻ ｱｷﾗ 佐賀県

474 濱内　定秋  1:40:31おかげさま㈱39 ﾊﾏｳﾁ ｻﾀﾞｱｷ 福岡県

517 中原　祥隆  1:40:34チームハネマン40 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 大分市

460 松田　康弘  1:40:3641 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 熊本県

408 森本　栄二  1:40:57正興電機42 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ 福岡県

411 佐々木　喜三雄  1:41:02大塚製薬43 ｻｻｷ ｷﾐｵ 福岡県

453 淋　克己  1:41:0244 ｿｿｷﾞ ｶﾂﾐ 福岡県

478 猿渡　聡  1:41:1845 ｻﾙﾜﾀﾘ ｻﾄｼ 福岡県

402 阿部　一郎  1:41:28ウイングフット46 ｱﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 福岡県

506 綾部　弘信  1:42:0147 ｱﾔﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県

555 小倉　鉄郎  1:42:17豊後月光仮面48 ｵｸﾞﾗ ﾃﾂﾛｳ 日出町

428 橋本　慶浩  1:42:32ＮＴＴ西日本　大分支店49 ﾊｼﾓﾄ 大分市

403 大谷　弘  1:42:35チームNKGW50 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｼ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

473 馬場　伸孝  1:42:40おかげさま㈱51 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 福岡県

489 池谷　康弘  1:42:58山口銀行52 ｲｹﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 山口県

482 権藤　賢治  1:43:5953 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 福岡県

416 鎌倉　智之  1:44:0754 ｶﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

470 城　辰也  1:44:09東峰ＲＣ55 ｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 福岡県

454 成松　弘紳  1:44:23Ｓ・Ｎ・Ｗ56 ﾅﾘﾏﾂ ﾋﾛﾉﾌﾞ 佐伯市

552 上岡　敏和  1:44:46コケット走隊57 ｶﾐｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 由布市

443 小谷　勇二郎  1:44:5758 ｺﾀﾆ ﾕｳｼﾞﾛｳ 福岡県

414 清川　弘一  1:45:0859 ｷﾖｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 大分市

541 木下　義晶  1:45:12いもＱ60 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｱｷ 福岡県

471 門口　弘治  1:45:2261 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長崎県

487 白井　学  1:45:22唐津ＳＲＣ62 ｼﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 佐賀県

545 市川　康之  1:45:54筑後川ＲＣ63 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾕｷ 福岡県

497 手嶋　英智  1:45:56ロッカー64 ﾃｼﾏ ﾋﾃﾞﾄﾓ 佐賀県

432 内田　博久  1:45:5965 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 佐賀県

512 渡辺　健吾  1:46:13大分銀行66 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 大分市

519 松尾　稔浩  1:46:3467 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾛ 長崎県

496 丸山野　吉秋  1:46:39ＮＪＲＣ68 ﾏﾙﾔﾏﾉ ﾖｼｱｷ 中津市

419 松田　信次  1:46:57粕屋中ＯＢ69 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 福岡県

525 緒方　慎一  1:47:15湯布院自衛隊70 ｵｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 由布市

531 松原　真二  1:47:41るーと１３２71 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 日出町

549 津留　宏昭  1:48:14さわらびＦ＆Ｃクラブ72 ﾂﾙ ﾋﾛｱｷ 福岡県

467 中山　修二  1:48:16グルメシティ73 ﾅｶﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 福岡県

415 進　浩和  1:48:26大原病院陸上部74 ｼﾝ ﾋﾛｶｽﾞ 福岡県

407 菅野　康  1:48:29都市再生機構75 ｽｶﾞﾉ ﾔｽｼ 福岡県

463 船津　孝  1:48:3276 ﾌﾅﾂ ﾀｶｼ 福岡県

485 城戸　征己  1:48:47城戸電機Ａ。Ｃ77 ｷﾄﾞ ﾏｻﾐ 山口県

511 井上　定司  1:48:57早良78 ｲﾉｳｴ ﾃｲｼﾞ 福岡県

550 針崎　実  1:49:01日田市森林組合79 ﾊﾘｻｷ ﾐﾉﾙ 日田市

546 野上　新市  1:49:06コケット走隊80 ﾉｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 別府市

536 原武　司朗  1:49:3581 ﾊﾗﾀｹ ｼﾛｳ 福岡県

458 森下　真一  1:49:51ちくしのＲＣ82 ﾓﾘｼﾀ 福岡県

513 宇留嶋　弘宣  1:50:30うるとら警備隊83 ｳﾙｼﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 別府市

439 河野　明  1:50:4784 ｺｳﾉ ｱｷﾗ 日出町

556 藤吉　弘一  1:50:5685 ﾌｼﾞﾖｼ ｺｳｲﾁ 福岡県

461 安波　孝浩  1:51:1086 ﾔｽﾅﾐ ﾀｶﾋﾛ 大分市

500 財前　信治  1:51:2387 ｻﾞｲｾﾞﾝ ｼﾝｼﾞ 大分市

441 片山　哲也  1:51:2488 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ 佐伯市

515 森　裕司  1:51:30チーム森89 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 福岡県

483 大鶴　弘明  1:51:30㈱大鶴商事90 ｵｵﾂﾞﾙ ﾋﾛｱｷ 福岡県

448 朝倉　博幸  1:51:39日田市役所91 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾕｷ 日田市

544 河津　晋弥  1:52:00Ｈｉｌｔｏｎ福岡92 ｶﾜﾂﾞ ｼﾝﾔ 福岡県

447 川津　栄治  1:52:32森友会93 ｶﾜﾂ ｴｲｼﾞ 日田市

530 井口　洋祐  1:52:37ＮＮＰＬ94 ｲﾉｸﾁ ﾖｳｽｹ 福岡県

410 五藤　浩二  1:52:4395 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 福岡県

520 白水　善尚  1:52:4896 ｼﾛｳｽﾞ ﾖｼﾅｵ 福岡県

430 諏訪　秀典  1:53:22ＮＴＴ西日本　大分支店97 ｽﾜ 大分市

450 帆足　義夫  1:53:29森友会98 ﾎｱｼ ﾖｼｵ 玖珠町

526 矢田　龍平  1:53:3899 ﾔﾀﾞ ﾘﾕｳﾍｲ 山口県

417 坂口　喜久男  1:55:10100 ｻｶｸﾞﾁ ｷｸｵ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

484 菊池　賢一郎  1:55:34ソニーペーロン部101 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長崎県

459 井上　周亮  1:55:50ＨＲＣ102 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｱｷ 福岡県

438 磯田　卓也  1:56:33103 ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾔ 福岡県

523 柳井　繁章  1:56:46エンゼル病院104 ﾔﾅｲ ｼｹﾞｱｷ 福岡県

547 勝田　浩誠  1:57:19105 ｶﾂﾀ ｺｳｾｲ 杵築市

465 廣瀬　勝也  1:57:48メットライフ106 ﾋﾛｾ ｶﾂﾔ 大分市

502 久保田　守  1:58:21別府駐屯地107 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾓﾙ 別府市

457 中山　智雄  1:58:42福岡銀行108 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ 日田市

543 織田　貴裕  1:59:41109 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大分市

516 松村　和彦  1:59:44自転車競技連盟110 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 日田市

501 竹内　則敏  2:00:20111 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾄｼ 大分市

508 吉村　信秀  2:00:35112 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 福岡県

509 吹上　智紀  2:00:58ＴＲＩ大分ＡＥ113 ﾌｷｱｹﾞ ﾄﾓﾉﾘ 宇佐市

444 尾籠　慎一  2:01:31Ｐｒｉｄｅ－Ｈ114 ｵｺﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 日田市

521 日高　裕次  2:01:32115 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｼﾞ 福岡県

551 安藤　研策  2:02:27すぶた倶楽部116 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｻｸ 福岡県

493 池田　正史  2:03:23117 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 宮崎県

434 佐藤　勉  2:03:44津久見市役所118 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 津久見市

533 堀池　英二  2:04:12119 ﾎﾘｲｹ ｴｲｼﾞ 長崎県

532 緒方　洋  2:04:19120 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 福岡県

535 津間　博信  2:04:25121 ﾂﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県

492 中島　美弘  2:06:41ブリヂストン122 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 佐賀県

406 岩﨑　英樹  2:06:56津久見市役所123 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 津久見市

518 和間　稔  2:08:47124 ﾜﾏ ﾐﾉﾙ 中津市

540 丸山　豊  2:09:13参天製薬山岳会125 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾀｶ 佐賀県

514 石田　雅陽  2:09:25ブルシューター126 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋ 熊本県

507 中垣　昌康  2:12:01127 ﾅｶｶﾞｷ ﾏｻﾔｽ 福岡県

490 山形　修功  2:16:12128 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ 福岡県

437 高城　栄司  2:17:03129 ﾀｶｼﾞｮｳ ｴｲｼﾞ 福岡県

412 藤田　勝利  2:17:49130 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾄｼ 大分市

480 坂井　高士  2:19:07８Ｗ　ＤＯＣＫ131 ｻｶｲ ﾀｶｼ 福岡県

548 村上　聡  2:21:11132 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 福岡県

435 中島　義則  2:22:30津久見市役所133 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 津久見市

528 櫟村　哲也  2:22:50134 ﾗｸﾑﾗ ﾃﾂﾔ 佐賀県

451 高森　重治  2:25:36九州電力㈱　大分支社135 ﾀｶﾓﾘ 日田市

424 大柿　和也  2:38:17チーム兼ちゃん136 ｵｵｶｷ ｶｽﾞﾔ 熊本県

542 下岡　英司  2:44:46有限会社　だるま不動産137 ｼﾓｵｶ ｴｲｼﾞ 大分市

464 橋村　正清  2:50:20天神アスリーツ138 ﾊｼﾑﾗ ﾏｻｷﾖ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

668 石松　幸夫  1:21:27宗像市陸協1 ｲｼﾏﾂ ﾕｷｵ 福岡県

708 松岡　和彦  1:24:462 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾋｺ 佐賀県

627 藤田　義昭  1:26:56別府自衛隊3 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｱｷ 別府市

612 石田　健治  1:28:12天神ＲＣ4 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

680 西村　均  1:29:42福岡中央銀行5 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 福岡県

677 藪井　秀人  1:30:49チーム８２１6 ﾔﾌﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ 大分市

697 田代　芳則  1:32:25オレンジスターズ7 ﾀｼﾛ ﾖｼﾉﾘ 長崎県

717 勝木　信行  1:33:50正興電機8 ｶﾂｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 福岡県

670 小屋野　治  1:33:53チームＭ9 ｺﾔﾉ ｵｻﾑ 福岡県

650 扇　好則  1:37:06森友会10 ｵｳｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 玖珠町

663 熊本　英俊  1:37:0711 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 佐賀県

608 佐藤　康徳  1:38:1312 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 日田市

676 千住　丈次  1:39:04博多陸友会13 ｾﾝｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 福岡県

681 北里　英幸  1:39:12チーム北部14 ｷﾀｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 熊本県

660 和哥山　透  1:39:3415 ﾜｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 佐伯市

667 中洲　浩之  1:39:5316 ﾅｶｽ ﾋﾛﾕｷ 中津市

618 福本　昌城  1:40:44天神アスリーツ17 ﾌｸﾓﾄ 福岡県

678 堅志　英之  1:41:13ＣＡＣＫ杵築18 ｶﾀｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 日出町

709 村里　克哉  1:41:19（有）村里建設19 ﾑﾗｻﾞﾄ ｶﾂﾔ 長崎県

623 中川　真吾  1:41:3320 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 長崎県

645 原田　豊司  1:41:42日田市役所21 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾖｼ 日田市

707 高波　善春  1:42:15チーム　ＮＡＭＩ22 ﾀｶﾅﾐ ﾖｼﾊﾙ 大分市

602 寺嶋　雅昭  1:42:20ソラリアスポーツ23 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻｱｷ 福岡県

621 高木　克行  1:42:22久留米拘24 ﾀｶｷ ｶﾂﾕｷ 佐賀県

652 荒川　博光  1:42:3725 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ 日田市

615 川元　常行  1:42:5226 ｶﾜﾓﾄ ﾂﾈﾕｷ 福岡県

685 川野　章  1:43:31ジームズ27 ｶﾜﾉ ｱｷﾗ 中津市

640 後藤　秀治  1:43:39ＮＴＴ西日本　大分支店28 ｺﾞﾄｳ 大分市

648 垂水　博  1:44:02クランク・イン！29 ﾀﾙﾐ ﾋﾛｼ 大分市

605 福島　正美  1:44:18コープ保険Ｓ30 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾐ 福岡県

636 西尾　暁  1:45:06天神ＲＣ31 ﾆｼｵ ｱｷﾗ 福岡県

617 宮﨑　康博  1:45:07筑前町ＲＣ32 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

622 安武　哲義  1:45:43筑紫Ａ・Ｃ33 ﾔｽﾀｹ ﾃﾂﾖｼ 福岡県

643 田中　洋一  1:46:0034 ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ 福岡県

603 谷川　豊  1:46:06福岡市役所Ｔ・Ｃ35 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 福岡県

642 恒藤　善夫  1:46:1336 ﾂﾈﾄｳ ﾖｼｵ 日田市

669 佐藤　賢一  1:46:29一期一会37 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 福岡県

690 溝口　芳人  1:47:0038 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 福岡県

698 門川　賴俊  1:47:0239 ｶﾄﾞｶﾜ ﾖﾘﾄｼ 熊本県

982 西田　民夫  1:47:0540 福岡県

710 奥村　博己  1:48:1841 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾐ 別府市

653 廣滝　勝彦  1:49:09九州電力㈱　大分支社42 日田市

661 中島　孝  1:49:17ＨＲＣ43 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 福岡県

637 久保山　千章  1:49:3644 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾁｱｷ 佐賀県

651 緒方　克次  1:49:40森友会45 ｵｶﾞﾀ ｶﾂｼﾞ 玖珠町

654 久保　享平  1:50:10九州電力㈱　大分支社46 ｸﾎﾞ 日田市

625 下田　正浩  1:52:12ひびきＬＮＧ47 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

607 光安　英章  1:52:50天神ＲＣ48 ﾐﾂﾔｽ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県

714 宮原　隆史  1:52:5249 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｶｼ 長崎県

616 田中　清  1:52:58大分ゼネラルサービス50 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

672 市川　慶輔  1:53:05ＴＯＴＴＯＫＯ51 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 福岡県

705 黒岩　康昭  1:53:1452 ｸﾛｲﾜ ﾔｽｱｷ 福岡県

606 桒原　渡  1:53:24天神ＲＣ53 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 福岡県

712 梶原　和久  1:53:25アートライズ54 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ 大分市

646 松本　義文  1:54:28ＪＡ延岡55 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 宮崎県

613 石坂　正登  1:54:29九州電気保安協会56 ｲｼｻﾞｶ ﾏｻﾄ 別府市

692 上原　謙一  1:54:5357 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 福岡県

693 福本　幸夫  1:55:0458 ﾌｸﾓﾄ ﾕｷｵ 長崎県

720 木村　浩司  1:55:1759 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県

679 脇山　幸男  1:55:32ＮＴＴＣｏｍ60 ﾜｷﾔﾏ ﾕｷｵ 福岡県

721 藤田　毅  1:55:4861 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ 福岡県

610 梶原　孝雄  1:55:57ムーンスター62 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶｵ 福岡県

703 仁部　宗弘  1:56:01ツツミプランニング63 ﾆﾍﾞ ﾑﾈﾋﾛ 福岡県

674 堀　孝良  1:56:5364 ﾎﾘ ｺｳﾘｮｳ 日出町

619 吉田　則夫  1:57:23ＡＮＡ　ＯＢ65 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｵ 福岡県

671 花田　正弘  1:57:33のんべえず66 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

700 江藤　潤  1:57:57爽健美☆67 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ 福岡県

666 内田　栄  1:58:2068 ｳﾁﾀﾞ ｻｶｴ 福岡県

686 土井　理  1:58:5469 ﾄﾞｲ ｵｻﾑ 熊本県

628 瀧口　秀人  1:59:1170 ﾀｷｸﾞﾁ 福岡県

724 熊谷　浩  2:00:2371 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 由布市

723 猪俣　慶寿  2:00:32豊和銀行ＰＲＩＤＥ－Ｈ72 ｲﾉﾏﾀ ﾖｼﾋｻ 大分市

695 野口　隆弘  2:00:38三井遊星ＲＧ73 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

715 山崎　敦夫  2:00:5174 ﾔﾏｻｷ ｱﾂｵ 大分市

694 森　陽一  2:01:02ランザローテ75 ﾓﾘ ﾖｳｲﾁ 福岡県

601 木戸　正志  2:01:18大濠ランナーズ76 ｷﾄﾞ ﾀﾀﾞｼ 福岡県

722 森　友宏  2:01:23Ｐｒｉｄｅ－Ｈ77 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 大分市

644 波津久　健一  2:01:36三重町ボチボチ　走ＲＵＮ会78 ﾊﾂﾞｸ ｹﾝｲﾁ 豊後大野市

716 渡邉　隆  2:02:49明愛会79 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 大分市

689 城本　孝二  2:02:53田谷80 ｼﾛﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都

725 小方　哲夫  2:03:0481 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂｵ 福岡県

702 牧　博久  2:03:1282 ﾏｷ ﾋﾛﾋｻ 福岡県

639 伊東　浩  2:03:59ＮＴＴ西日本　大分支店83 ｲﾄｳ 大分市

641 中馬　泰裕  2:04:02ランザローテ84 ﾁｭｳﾏ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

711 松本　義一郎  2:04:26チームＮＣＢとおる85 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾞｲﾁﾛｳ 福岡県

611 前田　智宏  2:04:31南関中学校86 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県

632 江口　雅博  2:05:0887 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

684 江原　茂美  2:06:1488 ｴﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 福岡県

683 大隅　政治  2:06:1689 ｵｵｽﾐ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

630 堀　郁  2:06:49上野公園病院90 ﾎﾘ ｶｵﾙ 日田市

688 安達　憲男  2:08:11アビロークラブ91 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｵ 別府市

659 堀江　壽  2:08:5392 ﾎﾘｴ ﾋｻｼ 福岡県

634 加來　勉　  2:10:29天領日田ＡＨＧ93 ｶｸ ﾂﾄﾑ 福岡県

664 矢野　信介  2:11:20神崎建設・飯塚94 ﾔﾉ ｼﾝｽｹ 福岡県

713 松原　一彦  2:14:18ウイングフットＲＣ95 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

682 白井　孝  2:15:0196 ｼﾗｲ ﾀｶｼ 福岡県

635 長谷部　謙二  2:15:01らん♪ラン♪らん97 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

691 本村　和幸  2:15:2898 ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 福岡県

656 平島　稔  2:23:4599 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾉﾙ 広島県

624 足立　生司  2:24:34ブンカメ100 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｼﾞ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

609 上野　剛  2:28:46101 ｳｴﾉ ﾀｹｼ 福岡県

647 兼田　博之  2:47:34102 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 熊本県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

04)ハーフ60歳以上男子
カナ 市町村

801 吉長　倫仁  1:29:03日田走ろう会1 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐﾁﾋﾄ 日田市

826 中島　和男  1:29:32博多陸友会2 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｵ 福岡県

841 坂本　好史  1:32:50松涛会3 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼ 福岡県

816 殿畑　清  1:37:34田川ＨＲＣ4 ﾄﾉﾊﾀ ｷﾖｼ 福岡県

828 山本　正治  1:39:40ＲＣ宮田5 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

844 住友　善一  1:42:46ＮＴＴ西・関西6 ｽﾐﾄﾓ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫県

805 塚本　博史  1:43:00ブリヂストン7 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 福岡県

834 木戸　季雄  1:43:278 ｷﾄﾞ ｽｴｵ 福岡県

845 坂崎　喜茂  1:46:36ハチハチ化学9 ｻｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 福岡県

861 桜井　健二  1:47:1510 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ 山口県

981 大隈　良一  1:47:5611 ｵｵｸﾏ ﾘｮｳｲﾁ

815 佐藤　信一郎  1:48:33大宰府走ろう会12 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

855 阿部　眞  1:48:4313 ｱﾍﾞ ｼﾝ 福岡県

806 松村　泰幸  1:48:49乱Ｒｕｎクラブ14 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 福岡県

830 松瀬　政義  1:50:0515 ﾏﾂｾ ﾏｻﾖｼ 佐賀県

802 溝口　邦生  1:51:1116 ﾐｿﾞｸﾁ ｸﾆｵ 福岡県

868 川口　博昭  1:51:3217 福岡県

864 後藤　祥治  1:52:01西通群大分ＯＢ18 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 大分市

842 渡邊　菊雄  1:52:26赤帽三臼参急19 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 臼杵市

854 堀江　賢男  1:53:5320 ﾎﾘｴ ﾏｽｵ 福岡県

866 岡部　一夫  1:54:5821 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞｵ 福岡県

817 山本　俊雄  1:55:4522 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 福岡県

811 結城　教次郎  1:56:13北九州こんぴらクラブ23 ﾕｳｷ ｷｮｳｼﾞﾛｳ 福岡県

814 森　国三朗  1:56:44天神アスリーツ24 ﾓﾘ ｸﾆｻﾌﾞﾛｳ 福岡県

852 松岡　幸男  1:57:4525 ﾏﾂｵｶ ﾕｷｵ 熊本県

836 鍛治谷　計  1:58:1526 ｶｼﾞﾔ ﾊｶﾙ 日田市

825 安土　文造  1:58:1527 ｱﾂﾞﾁ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 大分市

856 吉武　正二  1:59:0228 ﾖｼﾀｹ ﾏｻｼﾞ 別府市

807 野下　幸男  1:59:23ＴＯＫＵＳＡＮクラブ29 ﾉｼﾀ ｻﾁｵ 福岡県

848 江藤　博美  2:01:22天神ＲＣ30 ｴﾄｳ ﾋﾛﾐ 福岡県

824 梅野　正彦  2:01:26㈱丸重31 ｳﾒﾉ ﾏｻﾋｺ 福岡県

822 岡部　弘幸  2:01:3832 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

809 坪根　健一  2:03:08九州電気保安協会33 ﾂﾎﾞﾈ ｹﾝｲﾁ 佐伯市

831 槫松　伊勢夫  2:03:38宮崎安全施設組合34 ｸﾚﾏﾂ ｲｾｵ 宮崎県

847 横堀　鯉生  2:04:2835 ﾖｺﾎﾘ ｺｲｵ 福岡県

818 中島　康孝  2:04:39ランランラン佐賀36 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾀｶ 佐賀県

840 木戸　孝雄  2:04:4437 ｷﾄﾞ ﾀｶｵ 福岡県

833 寺澤　正  2:07:40天神ＲＣ38 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 福岡県

812 古賀　裕  2:07:59古賀クリニック健走会39 ｺｶﾞ ﾕﾀｶ 熊本県

858 吉川　勝敏  2:11:52福岡明走会40 ﾖｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 福岡県

839 中川　孝美  2:12:0641 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾐ 日田市

823 平川　正治  2:12:35岩田屋ＲＣＯＢ会42 ﾋﾗｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

808 豊田　徳久  2:12:41にししんビジネス43 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾋｻ 山口県

827 前田　敏和  2:17:27ちくしの楽走会44 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 福岡県

865 中野　和俊  2:18:21クラブ下曽根45 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾄｼ 福岡県

851 福田　尚文  2:19:04長崎市消防団46 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 長崎県

853 田中　滋人  2:19:10ＨＲＳ47 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾄ 福岡県

813 山内　敏行  2:19:2148 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ 福岡県

820 冨山　滋  2:19:3549 ﾄﾐﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 福岡県

829 牧瀬　正之  2:21:02ルネサンス福岡50 ﾏｷｾ ﾏｻﾕｷ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

04)ハーフ60歳以上男子
カナ 市町村

835 遠藤　勲  2:22:3051 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ 東京都

859 吉村　恵  2:22:41ジュピター52 ﾖｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾑ 福岡県

857 浅倉　毅  2:23:23．．．．．53 ｱｻｸﾗ ﾂﾖｼ 福岡県

867 中山　勉  2:25:06奈和会54 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ 福岡県

863 砂走　勝道  2:26:18㈱中電工55 ｽﾅﾊﾞｼﾘ ｶﾂﾐﾁ 福岡県

843 緒方　豊  2:28:53大牟田走ろう会56 ｵｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 福岡県

838 小川　隆平  2:37:25日田走ろう会57 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 日田市

804 上村　英夫  2:52:14ウイングフット58 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 福岡県

803 内田　昊治  3:07:0359 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 山口県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

05)10Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

1165 川原　一起  0:33:441 ｶﾜﾊﾗ 福岡県

1136 甲斐田　修一  0:34:41湯布院自衛隊2 ｶｲﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 由布市

1127 大村　元希  0:35:59飯塚高校駅伝部3 ｵｵﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 福岡県

1902 白石　尚輝  0:36:21　4 ｼﾗｲｼ ﾅｵｷ 大分県

1106 梶原　督仁  0:36:23日田高陸上部5 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 日田市

1240 田中　智洋  0:36:406 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県

1135 伊藤　竜一  0:36:59ＲＹＡＮＭ上宮山7 ｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 日田市

1142 宮崎　泰典  0:38:508 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 日田市

1200 中村　亮  0:39:109 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 長崎県

1212 重光　貴葵  0:39:41あおいーず10 ｼｹﾞﾐﾂ ﾀｶｷ 福岡県

1187 後藤　博志  0:40:18湯布院えんじ11 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 由布市

1220 中原　哲  0:40:21ＢＢＣ12 ﾅｶﾊﾗ ｻﾄﾙ 大分市

1199 嶋本　翔  0:40:21百武整形外科病院13 ｼﾏﾓﾄ ｼｮｳ 佐賀県

1197 角　栄崇  0:40:34百武整形外科病院14 ｽﾐ ﾖｼﾀｶ 福岡県

1143 矢野　祥平  0:41:0215 ﾔﾉ ｼｮｳﾍｲ 日田市

1144 財津　喬一  0:41:0716 ｻﾞｲﾂ ｷｮｳｲﾁ 日田市

1120 手柴　卓也  0:42:01玖珠自衛隊17 ﾃｼﾊﾞ ﾀｸﾔ 玖珠町

1130 信國　博志  0:42:15九電　甘木18 ﾉﾌﾞｸﾆ ﾋﾛｼ 福岡県

1904 中島　剛  0:42:2219 ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 日田市

1102 森部　武志  0:43:15まどかＲＣ20 ﾓﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 福岡県

1177 渕　忠史  0:43:50ＡＳＴＥＭ21 ﾌﾁ ﾀﾀﾞﾌﾐ 佐伯市

1236 星本　祐哉  0:44:0522 ﾎｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 福岡県

1191 長山　淳  0:45:1823 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 福岡県

1232 塚本　泰一  0:45:2624 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 福岡県

1162 森　聡一郎  0:45:47竹田南高等学校25 ﾓﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 竹田市

1244 松崎　尚志  0:45:5026 ﾏﾂｻﾞｷ ﾅｵｼ 福岡県

1107 平井　貴宏  0:45:56大分キャノン27 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 大分市

1189 守田　秀一  0:46:0528 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｲﾁ 福岡県

1188 黒木　翔太  0:46:06湯布院えんじ29 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳﾀ 湯布院町

1114 山田　大介  0:46:1930 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 玖珠町

1116 赤岩　亨  0:46:20チームＢＡＳ31 ｱｶｲﾜ ﾄｵﾙ 大分市

1118 池水　章悟  0:46:2132 ｲｹﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ 玖珠町

1192 山下　真人  0:46:2833 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 玖珠町

1119 飯田　和貴  0:46:4434 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞｷ 玖珠町

1121 竹本　幸平  0:46:4435 ﾀｹﾓﾄ ｺｳﾍｲ 玖珠町

1158 橋村　尚憲  0:46:45ＦＰＲＣ36 ﾊｼﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 福岡県

1225 東原　清人  0:47:13ＰＨＯＥＢＥ37 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｷﾖﾄ 福岡県

1243 米倉　達郎  0:47:1838 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾛｳ 福岡県

1211 福本　猛之  0:47:20天神アスリーツ39 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹﾕｷ 福岡県

1210 大山　優  0:47:43チャゲ＆すぐる40 ｵｵﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 福岡県

1146 倉本　泰光  0:47:46東病院41 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾐﾂ 福岡県

1217 宮脇　領一  0:47:5042 ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県

1201 田中　洸揮  0:47:5743 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 大分市

1237 木本　創士  0:48:0344 ｷﾓﾄ ｿｳｼ 大分市

1224 東　誠人  0:48:1145 ｱｽﾞﾏ ﾏｺﾄ 福岡県

1160 山下　恭裕  0:48:14竹田南高等学校46 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｽｹ 竹田市

1131 白倉　駿  0:48:1947 ｼﾗｸﾗ ｼｭﾝ 福岡県

1223 小名川　知徳  0:48:4348 ｺﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 日田市

1172 西　貴久  0:49:0849 ﾆｼ ﾀｶﾋｻ 福岡県

1148 渕野　貴大  0:49:11はしろうかい50 ﾌﾁﾉ ﾀｶﾋﾛ 玖珠町
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

05)10Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

1140 木下　和夫  0:49:15日田ＳＷＳ51 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ 日田市

1202 平瀬　一清  0:49:23良介会52 ﾋﾗｾ ｲｯｾｲ 福岡県

1234 津崎　崇  0:49:53コケット走隊53 ﾂｻﾞｷ ﾀｶｼ 由布市

1129 堀　真一  0:49:54はなみずき園54 ﾎﾘ ｼﾝｲﾁ 福岡県

1226 丸岡　健一郎  0:49:58コケット走隊55 ﾏﾙｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 由布市

1215 豊見山　香紀  0:50:0856 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 日田市

1182 岸　真人  0:50:1657 ｷｼ ﾏｺﾄ 福岡県

1101 大江　法康  0:50:1658 ｵｵｴ ﾉﾘﾔｽ 福岡県

1105 貞清　俊介  0:50:4859 ｻﾀﾞｷﾖ ｼｭﾝｽｹ 日田市

1221 牧平　充史  0:50:49ＮＡＳ博多60 ﾏｷﾋﾗ ｱﾂｼ 福岡県

1128 上薗　怜史  0:50:53津久見市役所61 ｶﾐｿﾞﾉ ｻﾄｼ 津久見市

1157 田中　良和  0:51:02ＦＰＲＣ62 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 福岡県

1104 坂本　幸介  0:51:1763 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 福岡県

1196 稲垣　心悟  0:51:38磯野クラブ64 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｺﾞ 福岡県

1151 養父　淳一  0:51:46ＣＲＣアスリート65 ﾖｳﾌ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県

1103 平川　和彦  0:52:0266 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

1205 伊藤　慎一  0:52:1367 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 福岡県

1179 清水　啓司  0:52:2268 ｼﾐｽﾞ ｹｲｼﾞ 大分市

1209 河嶋　伸吾  0:52:39チームギイイス69 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｺﾞ 福岡県

1134 羽野　和明  0:52:5670 ﾊﾉ ｶｽﾞｱｷ 日田市

1122 大鶴　雄介  0:53:00ＮＴＴ西日本　大分支店71 ｵｵﾂﾙ 大分市

1175 大塚　翔平  0:53:1072 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ 福岡県

1173 西岡　聡  0:53:1673 ﾆｼｵｶ ｻﾄｼ 福岡県

1174 村田　陸  0:53:1874 ﾑﾗﾀ ﾘｸ 福岡県

1167 阿南　達也  0:53:2175 ｱﾅﾝ ﾀﾂﾔ 福岡県

1170 溝口　陽介  0:53:2776 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 福岡県

1138 河野　芳仁  0:53:28㈱豊和銀行77 ｶﾜﾉ ﾖｼﾋﾄ 中津市

1238 菱田　実  0:53:4578 ﾋｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 福岡県

1133 山﨑　啓右  0:53:49西日本電線走ろう会79 ﾔﾏｻｷ ｹｲｽｹ 大分市

1164 田中　強  0:54:09ソルバリエ80 ﾀﾅｶ 別府市

1161 藤田　賢也  0:54:13竹田南高等学校81 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾔ 竹田市

1109 菅　圭介  0:54:32菅工務店82 ｽｶﾞ ｹｲｽｹ 福岡県

1204 伊東　圭祐  0:54:4183 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 福岡県

1159 髙田　諭志  0:55:02竹田南高等学校84 ﾀｶﾀ ｻﾄｼ 竹田市

1152 唐津　聖一  0:55:1585 ｶﾗﾂ ｾｲｲﾁ 福岡県

1163 中森　啓太  0:55:19竹田南高等学校86 ﾅｶﾓﾘ ｹｲﾀ 竹田市

1186 菊池　健司  0:55:20湯布院えんじ87 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 由布市

1150 甲斐　涼太  0:55:29西技工業88 ｶｲ ﾘｮｳﾀ 日田市

1112 相澤　勇貴  0:55:3089 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 大分市

1156 塚本　洋平  0:55:3790 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 福岡県

1137 河野　隆太  0:55:4291 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾀ 日田市

1239 工藤　大作  0:55:47大分銀行日田支店92 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｻｸ 日田市

1147 小野　武揚  0:55:56大分県別府土木事務所93 ｵﾉ ﾀｹｱｷ 大分市

1195 上島　慶  0:55:5694 ｳｴｼﾏ ｹｲ 福岡県

1153 岡　尋臣  0:56:31福岡銀行95 ｵｶ ﾋﾛｵﾐ 日田市

1124 宮﨑　修一  0:56:39ケンエイカイカン96 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 福岡県

1241 安川　輝彦  0:57:1097 ﾔｽｶﾜ ﾃﾙﾋｺ 福岡県

1155 梅田　和樹  0:57:39福岡銀行98 ｳﾒﾀ ｶｽﾞｷ 福岡県

1230 松川　紘士  0:57:41熊本大学ＡＣ99 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｼ 熊本県

1125 佐々野　智範  0:57:51姫中ＳＣ100 ｻｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 姫島村
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

05)10Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

1227 小野　喬文  0:58:56ミヤコ㈱101 ｵﾉ ﾀｶﾌﾐ 福岡県

1213 矢野　慎也  0:59:07ＴｅａｍＹＡＮＯ102 ﾔﾉ ｼﾝﾔ 福岡県

1113 前田　翼  0:59:40103 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 福岡県

1190 安元　勝宣  0:59:46104 ﾔｽﾓﾄ ｶﾂﾉﾌﾞ 福岡県

1132 坂本　徹志  1:00:08ＳＡＫＡ－ＤＣＴ105 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｼ 大分市

1154 松野　智朗  1:00:12福岡銀行106 ﾏﾂﾉ ﾄﾓｱｷ 日田市

1235 鬼武　真一  1:00:16㈱メガスポーツ107 ｵﾆﾀｹ ｼﾝｲﾁ 大分市

1181 永野　俊  1:00:18108 ﾅｶﾞﾉ ｽｸﾞﾙ 福岡県

1231 小野　裕久  1:01:01109 ｵﾉ ﾋﾛﾋｻ 福岡県

1171 酒井　洋明  1:01:12110 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 福岡県

1176 和家　脩吾  1:02:29111 ﾜｹ ｼｭｳｺﾞ 福岡県

1168 井野　佑紀  1:02:29112 ｲﾉ ﾕｳｷ 福岡県

1180 林　秀行  1:02:43113 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 大分市

1208 藤原　知  1:02:50114 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 福岡県

1115 重藤　尚登  1:02:53藤沢電器115 ｼｹﾞﾌｼﾞ ﾋｻﾄ 日田市

1169 橋本　智輝  1:04:16116 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾃﾙ 福岡県

1149 上篭　裕太  1:04:22西技工業㈱117 ｳｴｺﾞﾓﾘ ﾕｳﾀ 日田市

1193 石松　慎平  1:05:19118 ｲｼﾏﾂ ｼﾝﾍﾟｲ 佐賀県

1108 吉野　智彦  1:05:25119 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾋｺ 福岡県

1203 村上　良  1:07:00120 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 福岡県

1185 矢野　優  1:07:13121 ﾔﾉ ﾏｻﾙ 福岡県

1214 石掛　貴之  1:07:43122 ｲｼｶｹ ﾀｶﾕｷ 大分市

1198 重松　直樹  1:08:32百武整形外科病院123 ｼｹﾞﾏﾂ ﾅｵｷ 佐賀県

1123 弓場　康弘  1:10:40ＮＴＴ西日本　大分支店124 大分市

1242 近藤　祥平  1:10:44ＡＲＣ★くるめ125 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 福岡県

1206 寺口　征吾  1:11:59126 ﾃﾗｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 福岡県

1233 渡辺　洋平  1:12:21127 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 長崎県

1139 高野　大輔  1:13:11128 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 日田市

1219 金子　純也  1:14:34129 ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝﾔ 秋田県

1216 園村　竜介  1:16:01130 ｿﾉﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 福岡県

1110 柴田　陽平  1:16:01ＫＡＲＭＡ　ＳＲ131 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 日田市

1126 藤原　基伯  1:19:32高田　走ろう会132 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾉﾘ 豊後高田市

1218 藤田　雄三  1:21:41133 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 福岡県

1229 永江　明紀  1:24:25ＰＨＯＥＢＥ134 ﾅｶﾞｴ ｱｷﾉﾘ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

06)10Km40歳代男子
カナ 市町村

1309 佐藤　勝人  0:33:44玖珠郡陸協1 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 玖珠町

1377 前田　英徳  0:36:21筑紫野ガッツ2 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福岡県

1345 溝部　健司  0:37:11弥生産業3 ﾐｿﾞﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1376 高橋　直樹  0:37:55ブレイクスルー4 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 福岡県

1320 今宮　俊一  0:40:165 ｲﾏﾐﾔ ｼｭﾝｲﾁ 大分市

1357 梶原　克彦  0:40:45久留米大学6 ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾋｺ 福岡県

1348 宮崎　士郎  0:42:12宮﨑医院7 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾛｳ 由布市

1319 黑野　京里  0:42:228 ｸﾛﾉ ｷｮｳﾘ 福岡県

1355 馬場　竜二  0:43:09かすらん9 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

1316 今富　和明  0:43:34姫島中ＳＣ10 ｲﾏﾄﾐ ｶｽﾞｱｷ 姫島村

1302 穐本　和仁  0:44:33両国自動車整備11 国東市

1340 宇佐　孝一郎  0:44:5112 ｳｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県

1374 小田　直哉  0:45:13チームハネマン13 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 大分市

1321 桑原　良太  0:45:2514 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 佐賀県

1323 柳井　保  0:45:59大分キャノン15 ﾔﾅｲ ﾀﾓﾂ 大分市

1311 並川　彦浩  0:46:2916 ﾅﾐｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 長崎県

1367 宮原　雄一  0:46:4617 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 大分市

1356 竹内　徳一  0:46:5718 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 福岡県

1901 辛島　卓  0:46:5719 ｶﾗｼﾏ ﾀｸ

1310 衛藤　陽一  0:46:58チームＢＡＳ20 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁ 大分市

1370 友永　公一  0:46:5921 ﾄﾓﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 豊後大野市

1336 片山　龍也  0:47:04大牟田市役所22 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ 熊本県

1354 斉藤　博紀  0:47:20Ｒｏａｄ＆Ｓｋｙ23 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 大分市

1303 立石　伸太郎  0:47:2924 ﾀﾃｲｼ ｼﾝﾀﾛｳ 玖珠郡

1350 酒井　久仁年  0:47:4125 ｻｶｲ ｸﾆﾄｼ 大分市

1364 上田　裕之  0:47:59Ａｍａｚｉｎｇ26 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大分市

1329 中村　慎一  0:48:2127 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 福岡県

1317 中村　圭助  0:48:2728 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 福岡県

1380 阿孫　健一  0:48:3329 ｱｿﾝ ｹﾝｲﾁ 佐伯市

1312 上野　圭助  0:49:20ＴＥＡＭ－Ａ30 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 山口県

1306 小河　貢  0:49:38朝日商会31 ｵｺﾞｳ ﾐﾂｸﾞ 福岡県

1313 北村　祐治  0:50:13ＴＥＡＭ－Ａ32 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 山口県

1359 寺嶌　寛悟  0:50:1733 ﾃﾗｼﾏ ｶﾝｺﾞ 福岡県

1343 古閑　隆博  0:51:1834 ｺｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

1366 楢木　公顕  0:51:54ネッツ東九州35 ﾅﾗｷ ｷﾐｱｷ 大分市

1365 竹尾　憲和  0:52:08竹尾建築事務所36 ﾀｹｵ ﾉﾘｶｽﾞ 大分市

1351 松山　幸弘  0:52:2037 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 大分市

1378 清末　康宏  0:52:5238 ｷﾖｽｴ ﾔｽﾋﾛ 国東市

1325 岩下　喜八郎  0:52:55ＣＡＴＶサービス39 ｲﾜｼﾀ ｷﾊﾁﾛｳ 日田市

1337 島崎　英樹  0:53:0140 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

1379 田上　秀一  0:53:06酔道中41 ﾀﾉｳｴ ｼｭｳｲﾁ 別府市

1362 竹山　浩  0:53:1642 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ 福岡県

1361 石野　隆生  0:53:2243 ｲｼﾉ ﾀｶｵ 山口県

1324 末延　泰典  0:53:28日田市44 ｽｴﾉﾌﾞ ﾔｽﾉﾘ 日田市

1341 東　潤一郎  0:53:4545 ｱﾂﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

1373 庄　直也  0:53:4746 ｼｮｳ ﾅｵﾔ 大分市

1328 吉松　徹  0:54:33日田市役所ＳＷＳ47 ﾖｼﾏﾂ 日田市

1339 綾部　臣祐  0:55:0848 ｱﾔﾍﾞ ｼﾝｽｹ 福岡県

1322 白倉　利洋  0:55:4349 ｼﾗｸﾗ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

1327 長澤　哲浩  0:56:0050 ﾅｶﾞｻﾜ ﾃﾂﾋﾛ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

06)10Km40歳代男子
カナ 市町村

1358 谷口　毅  0:56:0251 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹｼ 福岡県

1360 尼崎　富士  0:56:12富士通ＱＮＥＴ52 ｱﾏｶﾞｻｷ ﾋｻｼ 福岡県

1305 木下　龍次  0:56:3253 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

1332 永井　義光  0:56:34シーアールシー54 ﾅｶﾞｲ 福岡県

1335 稲村　卓治  0:56:4855 ｲﾅﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 福岡県

1307 本松　浩明  0:57:0556 ﾓﾄﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 玖珠町

1318 加治　秀憲  0:57:30旬魚旬菜かじ57 ｶｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福岡県

1353 河野　義昭  0:57:44Ｒｏａｄ＆Ｓｋｙ58 ｶﾜﾉ ﾖｼｱｷ 大分市

1371 生野　仁志  0:58:3859 ｼｮｳﾉ ﾋﾄｼ 大分市

1349 堺　敬二郎  0:59:1260 ｻｶｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 福岡県

1352 濡木　真一  0:59:3061 ﾇﾚｷ ｼﾝｲﾁ 大分市

1314 豊田　成昭  1:00:3762 ﾄﾖﾀﾞ ﾅﾘｱｷ 大分市

1304 矢部　圭志  1:02:1863 ﾔﾍﾞ ｹｲｼﾞ 福岡県

1334 竹下　幸利  1:02:3564 ﾀｹｼﾀ ﾕｷﾄｼ 熊本県

1347 立川　龍谷  1:05:36ＣＲＣアスリート65 ﾀﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 熊本県

1331 吉永　良  1:07:43西技工業㈱66 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｮｳ 日田市

1344 板倉　誠  1:10:4167 ｲﾀｸﾗ ﾏｺﾄ 福岡県

1372 谷口　昭一郎  1:10:5668 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 福岡県

1375 城生　朋顕  1:15:2569 ｼﾛｵ ﾄﾓｱｷ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

07)10Km50歳代男子
カナ 市町村

1420 船津　義彦  0:38:51ＲＣ宮田1 ﾌﾅﾂ ﾖｼﾋｺ 福岡県

1403 松本　博  0:39:01八女走ろう会2 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 福岡県

1433 公門　和己  0:40:593 ｸﾓﾝ ｶｽﾞﾐ 佐賀県

1436 高田　正喜  0:41:094 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｷ 長崎県

1407 寺﨑　正隆  0:41:325 ﾃﾗｻｷ ﾏｻﾀｶ 佐賀県

1413 麻生　昭好  0:41:53ＮＴＴ西日本　大分支店6 大分市

1428 別府　洋一郎  0:42:067 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾖｳｲﾁﾛｳ 福岡県

1442 渡辺　博明  0:45:208 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 大分市

1435 西本　幸雄  0:45:22チーム北部9 ﾆｼﾓﾄ ﾕｷｵ 熊本県

1414 村上　幸生  0:46:32ＮＴＴ西日本　大分支店10 ﾑﾗｶﾐ 大分市

1427 床島　晃治  0:46:52小郡市役所ＲＣ11 ﾄｺｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 福岡県

1421 河津　義人  0:47:02４戦本管12 ｶﾜﾂﾞ ﾖｼﾄ 日田市

1412 山下　哲男  0:47:15ＢＳ13 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｵ 福岡県

1406 木村　猛  0:47:17日田ＳＷＳクラブ14 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 日田市

1402 佐古　博文  0:47:2515 ｻｺ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

1438 松永　正明  0:48:45百武整形外科病院16 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ 佐賀県

1431 城戸　寿弘  0:48:54楽丸酒造17 ｷﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ 日田市

1417 財津　博文  0:49:0518 ｻﾞｲﾂ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

1416 安本　哲也  0:49:0919 ﾔｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ 福岡県

1444 渡邉　信介  0:49:25西部電気20 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 福岡県

1424 羽野　博文  0:50:3621 ﾊﾉ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

1423 伊藤　幸治  0:50:52ＰＲＩＤＥ－Ｈ22 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 日田市

1448 阿部　郁夫  0:51:0623 ｱﾍﾞ ｲｸｵ 福岡県

1405 柚上　信昭  0:51:3224 ﾕｽﾞｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｱｷ 福岡県

1443 河野　正寿  0:52:2725 ｶﾜﾉ ﾏｻﾄｼ 大分市

1440 鶴田　博敏  0:53:37ノヴァスポーツ26 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾄｼ 福岡県

1415 植木　敏彦  0:53:55ＮＴＴ西日本　大分支店27 ｳｴｷ 大分市

1422 森川　良一  0:54:05森友会28 ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 玖珠町

1425 古屋　浩  0:55:1029 ｺﾔ ﾋﾛｼ 大分市

1432 堀田　龍也  0:55:3430 ﾎｯﾀ ﾀﾂﾔ 福岡県

1410 野田　憲治  0:56:27屏水中学校31 ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1419 鷹尾　通高  0:56:59西日本鉄道㈱32 ﾀｶｵ ﾐﾁﾀｶ 福岡県

1450 石井　久康  0:57:3133 ｲｼｲ ﾋｻﾔｽ 福岡県

1445 平野　孝高  0:57:4634 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾀｶ 福岡県

1437 宮﨑　英孝  0:59:40天神ＲＣ35 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 福岡県

1408 北島　陽一  1:01:01ブリヂストン36 ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 福岡県

1439 百武　康介  1:01:39百武整形外科病院37 ﾋｬｸﾀｹ ｺｳｽｹ 佐賀県

1441 永田　啓造  1:04:0838 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ 福岡県

1426 三重野　鎮夫  1:05:0439 ﾐｴﾉ ｼｹﾞｵ 大分市

1446 松岡　良次  1:08:1940 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 福岡県

1401 井上　晋一  1:09:1541 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ 中津市

1404 杉本　聖児  1:09:5442 ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲｼﾞ 福岡県

1430 成富　均  1:11:1743 ﾅﾘﾄﾐ ﾋﾄｼ 福岡県

1447 赤坂　廣  1:14:3044 ｱｶｻｶ ﾋﾛｼ 福岡県

1418 清水　薫  1:19:32高田走ろう会45 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾙ 豊後高田市
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第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

08)10Km60歳以上男子
カナ 市町村

1519 林　範一  0:40:091 ﾊﾔｼ ﾉﾘｶｽﾞ 福岡県

1502 堀　鎭雄  0:44:302 ﾎﾘ ｼｽﾞｵ 福岡県

1507 西村　日吉  0:44:43ブリヂストンＯＢ3 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾖｼ 佐賀県

1539 樋口　秀人  0:45:05日田走ろう会4 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 日田市

1527 横田　治市  0:45:275 ﾖｺﾀ ｼﾞｲﾁ 福岡県

1515 村尾　有司  0:46:066 ﾑﾗｵ ﾕｳｼﾞ 福岡県

1523 松元　俊治  0:48:54とっとこ鳥栖ＲＣ7 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 佐賀県

1530 浦塚　重行  0:49:078 ｳﾗﾂｶ ｼｹﾞﾕｷ 日田市

1541 伊東　雅博  0:52:249 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 大分市

1511 川村　文男  0:53:0010 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 福岡県

1521 谷村　寿昭  0:53:12戸畑走ろう会11 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｼｱｷ 福岡県

1540 杉本　正博  0:53:1712 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 玖珠町

1514 西田　正伍  0:53:35穂波走ろう会13 ﾆｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ 福岡県

1535 竹永　茂美  0:54:32福教組浮羽三井14 ﾀｹﾅｶﾞ ｼｹﾞﾐ 福岡県

1518 濱岡　英司  0:54:47天神ＲＣ15 ﾊﾏｵｶ ｴｲｼﾞ 福岡県

1536 小林　實  0:54:59椎田にこにこＪＣ16 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 福岡県

1537 小野　重巳  0:55:47日田走ろう会17 ｵﾉ ｼｹﾞﾐ 日田市

1504 井上　千一  0:55:4918 ｲﾉｳｴ ｾﾝｲﾁ 佐賀県

1512 後藤　忠義  0:55:53５ちゃんクラブ19 ｺﾞﾄｳ 大分市

1524 武田　則男  0:56:01別府カタツムリ20 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｵ 別府市

1903 竹本　和則  0:56:0821 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 日田市

1513 宮﨑　孝敬  0:56:42株　プロファクト22 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 福岡県

1520 松岡　嘉彦  0:56:4923 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋｺ 福岡県

1546 生重　裕将  0:58:5924 ｲｸｼｹﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 日出町

1529 池田　健  0:59:29大野城走ろう会25 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 福岡県

1509 赤峰　大介  1:02:3426 ｱｶﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

1505 大内田　博  1:03:1027 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 福岡県

1525 長濱　賢治  1:03:1428 ﾅｶﾞﾊﾏ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1506 笹尾　清史  1:03:31ＡＢＣＣ同走会29 ｻｻｵ ｷﾖｼ 福岡県

1526 吉浦　順璽  1:04:12ＢＢトライ30 ﾖｼｳﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 福岡県

1534 櫻木　博  1:04:1931 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛｼ 福岡県

1517 長沼　晴美  1:04:39ＴＯＫＵＳＡＮ32 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾐ 福岡県

1508 岸本　栄一郎  1:04:5133 ｷｼﾓﾄ ｴｲｲﾁﾛｳ 福岡県

1538 武富　正治  1:05:19東海大五高校34 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

1544 中嶋　啓允  1:07:2135 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾏｻ 大分市

1503 稲尾　登志高  1:09:0336 ｲﾅｵ ﾄｼﾀｶ 別府市

1510 迎　博  1:09:0437 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 福岡県

1543 米原　國人  1:13:4838 ﾖﾈﾊﾗ ｸﾆﾋﾄ 福岡県
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09)5Km中学生男子
カナ 市町村

5012 西岡　樹青  0:17:44三輪中学校1 ﾆｼｵｶ ｲｯｾｲ 福岡県

5019 山田　慶  0:18:08東峰ＲＣ2 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 福岡県

5018 山本　雅史  0:18:23大山中学校3 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 日田市

5020 中野　太陽  0:18:25東部中学校4 ﾅｶﾉ ﾀｲﾖｳ 日田市

5025 穴井　航  0:18:59東部中学校5 ｱﾅｲ ﾜﾀﾙ 日田市

5023 小野　隼平  0:19:18東峰ＲＣ6 ｵﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡県

5007 中村　駿介  0:19:33浮羽中陸上部7 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡県

5009 矢羽田　祐二  0:20:25日田市東部中学校8 ﾔﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 日田市

5006 穴井　響  0:20:28日田市立東部中学9 ｱﾅｲ ﾋﾋﾞｷ 日田市

5017 諌山　翔太  0:21:08東部中学10 ｲｻﾔﾏ ｼｮｳﾀ 日田市

5004 森　悠太  0:21:47東部中学校11 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 日田市

5015 渡邉　佑希  0:21:57東部中学校12 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 日田市

5011 石松　雄我  0:22:07日田市東部中学校13 ｲｼﾏﾂ ﾕｳｶﾞ 日田市

5021 江藤　奨真  0:22:21津江中学校14 ｴﾄｳ ｼｮｳﾏ 日田市

5003 髙倉　虹希  0:22:27東部中学校15 ﾀｶｸﾗ ｺｳｷ 日田市

5026 今津　知也  0:22:3316 ｲﾏﾂﾞ ﾄﾓﾔ 日田市

5022 見良津　凜  0:23:38東部中学校陸上部17 ﾐﾗﾂ ﾘﾝ 日田市

5001 池田　望  0:23:50日田市立東部中学18 ｲｹﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 日田市

5027 城向　良治  0:26:3519 ｼﾞｮｳｺｳ ﾘｮｳｼﾞ 日田市

5005 江田　悠  0:26:47三隈中学校20 ｺｳﾀﾞ ﾕｳ 日田市

5010 山田　雅貴  0:27:57三隈中学校21 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 日田市

5014 辛島　健太  0:27:57日田市立三隈中22 ｶﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 日田市

5008 後藤　竜裕  0:27:57三隈中学23 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ 日田市

5002 松岡　耕大  0:27:57三隈中学校24 ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 日田市

5028 河本　凱晴  0:37:08高見中学25 ｺｳﾓﾄ ｶｲｾｲ 福岡県
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10)5Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

5134 大串　顕史  0:16:141 ｵｵｸｼ ｱｷﾌﾐ 茨城県

5902 橋本　裕志  0:18:16志免東小学校2 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 福岡県

5119 加藤　翼  0:18:34溝部学園高校3 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 別府市

5109 森　優輝  0:18:58ソルバリエ4 ﾓﾘ ﾕｳｷ 臼杵市

5104 岩本　恵  0:19:13大濠ランナーズ5 ｲﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾑ 福岡県

5123 富谷　友貴  0:19:17中津北高校6 ﾄﾐｲ ﾕｳｷ 中津市

5121 桑原　卓也  0:21:23中津北高校7 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 中津市

5120 松本　翔吾  0:21:24中津北高校8 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｺﾞ 中津市

5122 亀井　拓弥  0:21:34中津北高校9 ｶﾒｲ ﾀｸﾐ 中津市

5118 藪谷　裕太  0:21:35南石垣支援学校10 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 別府市

5136 児玉　光平  0:23:50ろうきん11 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾍｲ 大分市

5101 池田　良広  0:24:0412 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

5139 平田　裕一  0:24:22ブレイクスルー13 ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 福岡県

5108 古田　良満  0:24:23向陽学園14 ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐﾂ 由布市

5901 小関　恵太  0:24:4015

5131 中堂園　武志  0:24:40行橋市椿市ＲＣ16 ﾅｶｿﾞｳｿﾞﾉ ﾀｹｼ 福岡県

5106 青木　寛徳  0:24:57チーム　こちかめ17 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾘ 佐賀県

5112 山下　英登  0:25:5318 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾄ 日田市

5138 安長　雅美  0:27:0519 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ 福岡県

5107 内山　憲信  0:27:13チーム　こちかめ20 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ 佐賀県

5137 藤井　成樹  0:28:15麻生塾21 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｷ 福岡県

5142 高崎　武志  0:28:29ＡＲＣ22 ﾀｶｻｷ ﾀｹｼ 佐伯市

5103 大谷　淳  0:28:3623 ｵｵﾀﾆ 福岡県

5130 中川　智  0:28:38行橋市椿市ＲＣ24 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 福岡県

5140 谷口　仁志  0:29:34神鋼ファブテック25 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 山口県

5116 新　充  0:30:42５26 ｱﾀﾗｼ ﾐﾂﾙ 別府市

5105 加來　信介  0:30:49即応４ＴＫ27 ｶｸ ｼﾝｽｹ 福岡県

5128 和田　翔道  0:30:5828 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾄﾞｳ 大分市

5127 高木　繁薫  0:30:5829 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞｵﾐ 大分市

5117 西郷　友也  0:31:5630 ｻｲｺﾞｳ　ﾄﾓﾔ 日出町

5135 坂井　孝明  0:32:3831 ｻｶｲ ﾀｶｱｷ 福岡県

5129 井ノ口　博之  0:32:5432 ｲﾉｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 杵築市

5133 野上　勝広  0:33:0833 ﾉｶﾞﾐ ｶﾂﾋﾛ 福岡県

5111 下別府　径壱  0:33:52西日本電線走ろう会34 ｼﾓﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｲﾁ 大分市

5110 武田　洋平  0:33:52西日本電線走ろう会35 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 大分市

5102 髙石　大一郎  0:35:15屏水中学校36 ﾀｶｲｼ ﾀｲｲﾁﾛｳ 福岡県

5113 田口　康太  0:36:55東病院37 ﾀｸﾞﾁ ｺｳﾀ 宇佐市

5126 片山　祥司  0:40:4938 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 福岡県
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11)5Km40歳代男子
カナ 市町村

5226 佐藤　一郎  0:18:371 ｻﾄｳ ｲﾁﾛｳ 福岡県

5209 丸木　仁等志  0:18:43サクラヘアーＲＣ2 ﾏﾙｷ ﾋﾄｼ 福岡県

5206 城山　幸司  0:18:513 由布市

5205 松岡　修  0:19:044 ﾏﾂｵｶ ｵｻﾑ 福岡県

5221 内村　要介  0:19:055 ｳﾁﾑﾗ ﾖｳｽｹ 福岡県

5201 綿貫　和喜  0:20:01玖珠自衛隊6 ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞｷ 由布市

5218 秦野　剛司  0:23:01塩原橋7 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県

5225 小野　英司  0:23:10ブレイクスルー8 ｵﾉ ｴｲｼﾞ 福岡県

5212 上野　泰宣  0:24:089 ｳｴﾉ ﾔｽﾉﾘ 日田市

5227 高野　貴道  0:24:1410 ﾀｶﾉ ﾀｶﾐﾁ 中津市

5219 緒方　和久  0:24:5211 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ 大分市

5223 大原　誠  0:26:4012 ｵｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 大分市

5213 堀内　信也  0:26:4813 ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾔ 日田市

5125 山田 知之  0:27:47中津北高校14 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

5208 前田　雄一  0:29:54ＮＴＴ西日本　大分支店15 ﾏｴﾀﾞ 大分市

5214 末永　昌明  0:30:2616 ｽｴﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ 熊本県

5202 近久　雅男  0:30:35屏水中学校17 ﾁｶﾋｻ ﾏｻｵ 福岡県

5220 武田　直人  0:32:1918 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 福岡県

5207 林田　修斉  0:32:48ＮＴＴ西日本　大分支店19 大分市

5222 轟　浩二  0:34:1720 ﾄﾄﾞﾛｷ ｺｳｼﾞ 福岡県

5211 小玉　英昭  0:34:52姫中ＳＣ21 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 姫島村
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

12)5Km50歳代男子
カナ 市町村

5312 壇　伸也  0:19:19(有)浄化槽管理センター1 ﾀﾞﾝ ｼﾝﾔ 日田市

5301 須山　久義  0:22:33嘉穂特別支援学校2 ｽﾔﾏ ﾋｻﾖｼ 福岡県

5311 髙橋　勉  0:24:47ソルバリエ3 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 大分市

5305 宮原　則好  0:25:33チーム　こちかめ4 ﾐﾔﾊﾗ ﾉﾘﾖｼ 佐賀県

5310 山﨑　康志  0:26:515 ﾔﾏｻｷ ﾔｽｼ 福岡県

5302 小田﨑　重則  0:27:246 ｵﾀﾞｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 福岡県

5316 福島　愼哉  0:28:557 ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾔ 宮崎県

5319 真崎　利広  0:30:048 ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

5303 上田　直  0:31:47ＮＴＴ西日本　大分支店9 ｳｴﾀﾞ 大分市

5309 徳渕　美和  0:32:3010 ﾄｸﾌﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 佐賀県

5317 満行　政人  0:35:2011 ﾐﾂﾕｷ ﾏｻﾄ 福岡県

5320 菅原　梅二  0:36:3212 ｽｶﾞﾊﾗ ｳﾒｼﾞ 大分市

5313 河野　哲治  0:37:3513 ｶﾜﾉ ﾃﾂｼﾞ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

13)5Km60歳以上男子
カナ 市町村

5416 船津　博道  0:18:38博多陸友会1 ﾌﾅﾂ ﾋﾛﾐﾁ 福岡県

5417 田川　秋雄  0:19:28ＭＭＴランナーズ2 ﾀｶﾞﾜ ｱｷｵ 長崎県

5403 大場　敏信  0:21:383 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 福岡県

5431 姫野　数弥  0:22:124 ﾋﾒﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡県

5402 髙松　靖  0:23:265 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ 福岡県

5413 平山　安文  0:25:056 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾌﾐ 福岡県

5404 三浦　金重  0:25:24福笑会7 ﾐｳﾗ ｷﾝｼﾞｭｳ 熊本県

5405 仲摩　一徳  0:26:27南小国ＲＣ8 ﾅｶﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 熊本県

5408 井上　義浩  0:26:429 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾋﾛ 日田市

5412 中村　國彦  0:26:44チームこちかめ10 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 福岡県

5427 一本　秀男  0:26:5011 ｲﾁﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 佐賀県

5411 香月　玄洋  0:27:29香月病院12 ｶﾂｷ ｹﾞﾝﾖｳ 福岡県

5406 中村　弘則  0:27:33ランナウイ・キヤマ13 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 佐賀県

5429 西澤　安廣  0:28:06爽健美☆14 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

5420 平川　次雄  0:29:0715 ﾋﾗｶﾜ 日田市

5409 田山　正文  0:29:0916 ﾀﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 福岡県

5430 野本　正彦  0:30:1917 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 佐賀県

5410 山口　米生  0:32:36穂波走ろう会18 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖﾈｵ 福岡県

5418 田川　好博  0:33:1119 ﾀｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 熊本県

5419 財津　晴喜  0:33:3120 ｻﾞｲﾂ ﾊﾙｷ 日田市

5428 長谷川　新吾  0:34:0221 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 福岡県

5425 森山　清光  0:34:1522 ﾓﾘﾔﾏ ｷﾖﾐﾂ 福岡県

5414 城　公彦  0:34:24高田走ろう会23 ｼﾞｮｳ ｷﾐﾋｺ 豊後高田市

5415 末田　洋一  0:35:38高田走ろう会24 ｽｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 豊後高田市

5423 長尾　正義  0:36:4025 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾖｼ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

14)2Km小学4～6年生男子
カナ 市町村

2032 三俣　友作  0:06:50うきは市陸上部1 ﾐﾏﾀ ﾕｳｻｸ 福岡県

2027 竹本　達朗  0:07:32なかつ楽走倶楽部2 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 中津市

2029 藤富　貴琉  0:07:33なかつ楽走倶楽部3 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷﾘｭｳ 中津市

2019 熊谷　奨  0:07:374 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ 福岡県

2013 中村　寛汰  0:07:455 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ 福岡県

2008 濵田　竹旦  0:07:51日田ジュニア6 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｱｷ 日田市

2026 宮本　泰志  0:07:53なかつ楽走倶楽部7 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ 中津市

2028 中　裕大  0:07:58なかつ楽走倶楽部8 ﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 中津市

2030 綾部　颯太  0:07:599 ｱﾔﾍﾞ ｿｳﾀ 福岡県

2006 大村　友希  0:08:04ＫＵＲＡＴＥＧ３10 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ 福岡県

2022 西村　颯太  0:08:11山鹿よねだＲＣ11 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 熊本県

2020 栁瀬　貴之  0:08:13東峰ＲＣ12 ﾔﾅｾ ﾀｶﾕｷ 福岡県

2016 山下　温人  0:08:2613 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾄ 日田市

2014 右田　梢一朗  0:08:3414 ﾐｷﾞﾀ ﾁｮｳｲﾁﾛｳ 福岡県

2001 井福　篤志  0:08:4115 ｲﾌｸ ｱﾂｼ 日田市

2033 勝木　大雅  0:08:46神興東小学校16 ｶﾂｷ ﾀｲｶﾞ 福岡県

2002 松岡　宙  0:08:5217 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 福岡県

2025 大田　誠浩  0:08:57山の田小18 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 山口県

2015 中村　瑛太  0:09:0019 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 福岡県

2024 大田　義浩  0:09:09山の田小20 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ 山口県

2017 糸田　悠人  0:09:12あさひＴ＆Ｆ21 ｲﾄﾀﾞ ﾕｳﾄ 日田市

2003 小野　楓稀  0:09:1322 ｵﾉ ﾌｳｷ 福岡県

2011 川津　龍平  0:09:13咸宣小学校23 ｶﾜﾂﾞ ﾘｭｳﾍｲ 日田市

2031 重光　智也  0:09:25戸畑中央小学校24 ｼｹﾞﾐﾂ ﾄﾓﾔ 福岡県

2018 森下　天統  0:09:26あさひＴ＆Ｆ25 ﾓﾘｼﾀ ﾃﾝﾄ 日田市

2007 川津　駿斗  0:09:45咸宣小学校26 ｶﾜﾂﾞ ﾊﾔﾄ 日田市

2012 佐藤　脩馬  0:09:45かんぎ小学校27 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 日田市

2034 田上　仁貴  0:10:14春木川小学校28 ﾀﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ 別府市

2021 永井　健司  0:11:30北勢門小学校29 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 福岡県

2005 金光　温大  0:11:41東峰小学校30 ｶﾈﾐﾂ ｱﾂﾋﾛ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

21)ハーフ高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

907 有江　美柚  1:21:59佐賀大学1 ｱﾘｴ ﾐﾕｳ 長崎県

949 服部　淳美  1:33:43ブレイクスルー2 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂﾐ 福岡県

947 海野　梓  1:37:513 ｳﾐﾉ ｱｽﾞｻ 別府市

923 中田　美奈子  1:39:46空自築城4 ﾅｶﾀ ﾐﾅｺ 福岡県

920 中島　裕子  1:41:49Ｗｉｎｄ　Ｒｕｎ5 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 熊本県

914 後藤　由絵  1:44:106 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｴ 杵築市

909 野田　直子  1:44:417 ﾉﾀﾞ ﾅｵｺ 日田市

906 中嶋　紀美子  1:44:598 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐｺ 福岡県

936 有吉　理恵  1:46:49チーム森9 ｱﾘﾖｼ ﾘｴ 福岡県

904 JACKOWSKA　MAGDALENA  1:47:03大濠ランナーズ10 ﾔﾂｺﾌｽｶ ﾏｸﾞﾀﾞﾚﾅ 福岡県

908 藤崎　恵実  1:47:49大分赤十字病院11 ﾌｼﾞｻｷ ｴﾐ 宇佐市

925 中川　真梨子  1:49:1512 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾘｺ 別府市

927 一ノ瀬　友美  1:49:51爽健美☆13 ｲﾁﾉｾ ﾄﾓﾐ 福岡県

928 竹内　卷枝  1:50:1814 ﾀｹｳﾁ ﾏｷｴ 大分市

903 大庭　摩希  1:51:2315 ｵｵﾊﾞ ﾏｷ 福岡県

919 安部　響子  1:51:3216 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 福岡県

915 矢埜　くらら  1:55:21気分屋乙女組★17 ﾔﾉ ｸﾗﾗ 大分市

948 尾崎　裕子  1:56:15コケット走隊18 ｵｻﾞｷ ﾕｳｺ 由布市

913 新名　美加子  1:59:01津久見市役所19 ﾆｲﾅ ﾐｶｺ 津久見市

918 久保　麗奈  1:59:0920 ｸﾎﾞ ﾚﾅ 日出町

934 きづか　ゆりこ  2:00:1121 ｷﾂﾞｶ ﾕﾘｺ 佐賀県

905 力丸　友美  2:00:36天神ＲＣ22 ﾘｷﾏﾙ ﾕﾐ 福岡県

951 宮村　和里  2:02:45コケット走隊23 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾘ 由布市

911 海東　真理子  2:03:01天神ＲＣ24 ｶｲﾄｳ ﾏﾘｺ 福岡県

922 片山　智子  2:03:54ＦＡＲＣ25 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓｺ 福岡県

937 岡　弥幸  2:05:3426 ｵｶ ﾐﾕｷ 福岡県

931 安井　智子  2:06:0227 ﾔｽｲ ﾄﾓｺ 福岡県

929 香川　真希子  2:08:11別府駐屯地28 ｶｶﾞﾜ ﾏｷｺ 別府市

935 小野　麻衣子  2:08:11アビロークラブ29 ｵﾉ ﾏｲｺ 別府市

930 平間　美香  2:12:0130 ﾍｲﾏ ﾐｶ 福岡県

912 岩本　ちづえ  2:12:0631 ｲﾜﾓﾄ ﾁﾂﾞｴ 中津市

943 石井　美奈  2:12:1032 ｲｼｲ ﾐﾅ 熊本県

938 嘉手苅　真紀  2:13:0233 ｶﾃﾞｶﾘ ﾏｷ 福岡県

917 野崎　由佳  2:15:32武田薬品工業34 ﾉｻﾞｷ ﾕｶ 大分市

932 岡　沙織  2:15:5635 ｵｶ ｻｵﾘ 福岡県

942 古澤　真紀  2:18:1036 ﾌﾙｻﾜ ﾏｷ 福岡県

933 金堀　祐子  2:24:5837 ｶﾅﾎﾘ ﾕｳｺ 福岡県

902 大石　詩子  2:28:4638 ｵｵｲｼ ｳﾀｺ 福岡県

910 高木　智美  2:30:0239 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾐ 大分市

945 有住　一美  2:30:0640 ｱﾘｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 熊本県

941 吉村　薫  2:40:5141 ﾖｼﾑﾗ ｶｵﾙ 福岡県

901 牛尾　鈴奈  2:52:13ウィングフット42 ｳｼｵ ﾚｲﾅ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

22)ハーフ40歳以上女子
カナ 市町村

1009 赤司　里香  1:33:101 福岡県

1008 安岡　佐奈江  1:47:23ディサービスことぶき2 ﾔｽｵｶ ｻﾅｴ 福岡県

1023 宮崎　伸子  1:49:45おかげさま㈱3 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 福岡県

1016 小谷　鎭代  1:51:034 ｺﾀﾆ ｼｽﾞﾖ 福岡県

1007 古賀　るみ子  1:53:14古賀クリニック健走会5 ｺｶﾞ ﾙﾐｺ 熊本県

1039 籾井　博子  1:54:08ＢＢトライアスロンクラブ6 ﾓﾐｲ ﾋﾛｺ 福岡県

1048 吉次　希理  1:55:117 ﾖｼﾂｸﾞ ｷﾘ 福岡県

1013 大保　美穂子  1:55:548 ｵｵﾎﾞ ﾐﾎｺ 長崎県

1010 谷川　洋子  1:56:209 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ 福岡県

1022 坂崎　友子  1:58:5310 ｻｶｻﾞｷ ﾄﾓｺ 福岡県

1027 林　綾美  1:58:56おかげさま㈱11 ﾊﾔｼ ｱﾔﾐ 福岡県

1032 吉村　恵理子  2:01:4412 ﾖｼﾑﾗ ｴﾘｺ 福岡県

1006 森本　享子  2:02:1213 ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｺ 福岡県

1034 扇　美由紀  2:03:2114 ｵｵｷﾞ ﾐﾕｷ 福岡県

1030 松岡　美恵  2:03:4115 ﾏﾂｵｶ ﾐｴ 福岡県

1021 三原　由貴代  2:04:2816 ﾐﾊﾗ ﾕｷﾖ 福岡県

1033 末次　玲子  2:06:0817 ｽｴﾂｸﾞ ﾚｲｺ 福岡県

1045 前田　明子  2:07:2018 ﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ 福岡県

1001 林　香代美  2:08:29クラブ　ランザ　ローテ19 ﾊﾔｼ ｶﾖﾐ 福岡県

1026 馬場　滋美  2:09:33おかげさま㈱20 ﾊﾞﾊﾞ ｼｹﾞﾐ 福岡県

1036 椿谷　百合恵  2:10:0521 ﾂﾊﾞｷﾀﾆ ﾕﾘｴ 福岡県

1019 船津　清香  2:12:4922 ﾌﾅﾂ ｷﾖｶ 福岡県

1003 三ヶ尻　明美  2:16:55豊後月光仮面23 ﾐｶｼﾞﾘ ｱｹﾐ 大分市

1002 釋　寿美恵  2:17:3124 ｼｬｸ ｽﾐｴ 福岡県

1004 松木　治美  2:17:35ワンツウＳＣ25 ﾏﾂｷ ﾊﾙﾐ 福岡県

1018 調　希代子  2:18:06ＣＲＣアスリート26 福岡県

1012 牧瀬　道子  2:20:39ルネサンス福岡27 ﾏｷｾ ﾐﾁｺ 福岡県

1020 北山　節子  2:20:5428 ｷﾀﾔﾏ ｾﾂｺ 中津市

1046 櫟村　圭子  2:22:5029 ﾗｸﾑﾗ ｹｲｺ 佐賀県

1017 中川　フミ子  2:26:0330 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐｺ 日田市

1014 中尾　和子  2:26:3331 ﾅｶｵ ｶｽﾞｺ 福岡県

1011 板野　博子  2:29:13夕やけＲＣ32 ｲﾀﾉ ﾋﾛｺ 福岡県

1037 吉川　益子  2:31:2133 ﾖｼｶﾜ ﾏｽｺ 福岡県

1031 白井　由佳里  2:31:3534 ｼﾗｲ ﾕｶﾘ 福岡県

1035 眞田　美也子  2:34:0435 ｻﾅﾀﾞ ﾐﾔｺ 東京都

1015 江藤　恭子  2:44:2336 ｴﾄｳ ｷｮｳｺ 日田市
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第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

23)10Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

1685 高木　亜州加  0:42:00ブレイクスルー1 ﾀｶｷ ｱｽｶ 福岡県

1625 渡部　真子  0:42:56荻保育所2 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 竹田市

1639 池田　亜矢  0:42:573 ｲｹﾀﾞ ｱﾔ 山口県

1605 金田　千佳  0:43:46ＭＫＫ4 ｶﾅﾀﾞ ﾁｶ 九重町

1604 小西　裕也  0:43:56田主丸中央病院5 ｺﾆｼ ﾋﾛｴ 福岡県

1642 太田　静香  0:45:086 ｵｵﾀ ｼｽﾞｶ 長崎県

1679 齊藤　有紀  0:45:537 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 福岡県

1620 松田　悦子  0:48:058 ﾏﾂﾀﾞ 福岡県

1676 中川原　千津子  0:49:279 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾗ ﾁﾂﾞｺ 大分市

1636 芥川　麻衣  0:50:21湯布院えんじ10 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾏｲ 由布市

1623 藤塚　美希  0:50:4011 ﾌｼﾞﾂｶ ﾐｷ 大分市

1683 田島　香菜子  0:51:1812 ﾀｼﾏ ｶﾅｺ 福岡県

1608 田村　理穂  0:51:3713 ﾀﾑﾗ ﾘﾎ 福岡県

1669 野田　恵  0:51:5614 ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 福岡県

1610 立花　三奈  0:52:25ソルバリエ15 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾅ 日出町

1601 大井　智香子  0:52:5516 ｵｵｲ ﾁｶｺ 福岡県

1680 出口　温菜  0:53:3717 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 福岡県

1686 有田　智美  0:53:5118 ｱﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大分市

1628 青木　友美  0:53:5419 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 福岡県

1627 江口　亜耶華  0:53:5520 ｴｸﾞﾁ ｱﾔｶ 福岡県

1615 古谷　沙緒里  0:54:01ＨＩＧＡＳＩＲＨ21 ﾌﾙﾔ ｻｵﾘ 福岡県

1611 高倉　己恵  0:54:07ウイングフット22 ﾀｶｸﾗ ﾄﾓｴ 福岡県

1631 麻生　玲子  0:54:34㈱松村硝子店23 ｱｿｳ ﾚｲｺ 大分市

1638 市川　由香里  0:54:38磯野クラブ24 ｲﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 福岡県

939 藤井　能里江  0:54:4725 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｴ 長崎県

1657 多賀　美穂  0:54:55ノヴァスポーツ26 ﾀｶﾞ ﾐﾎ 福岡県

1637 竹中　舞  0:55:20湯布院えんじ27 ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 由布市

1658 伊藤　唯  0:55:2128 ｲﾄｳ ﾕｲ 福岡県

1641 安川　洋子  0:55:4029 ﾔｽｶﾜ ﾖｳｺ 福岡県

1664 大穂　康子  0:55:4430 ｵｵﾎ ﾔｽｺ 福岡県

1630 渡邉　静恵  0:56:06㈱松村硝子店31 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｽﾞｴ 大分市

1644 穂坂　沙織  0:56:0632 ﾎｻｶ ｻｵﾘ 福岡県

1643 白木　千夏子  0:56:0933 ｼﾗｷ ﾁｶｺ 福岡県

1677 友永　まりな  0:56:3034 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾏﾘﾅ 別府市

1612 東　陽子  0:56:44大分県庁35 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｺ 大分市

1663 松村　優子  0:57:0036 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 福岡県

1616 川上　佳織  0:57:25ＨＩＧＡＳＩＲＨ37 ｶﾜｶﾐ ｶｵﾘ 大分市

1665 安部　歩美  0:57:5338 ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ 大分市

1654 真木　静香  0:57:5339 ﾏｷ ｼｽﾞｶ 大分市

1640 北島　里恵  0:57:5840 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｴ 福岡県

1633 草場　小知代  0:59:22磯野クラブ41 ｸｻﾊﾞ ｻﾁﾖ 福岡県

1666 田村　夏海  0:59:2342 ﾀﾑﾗ ﾅﾂﾐ 福岡県

1626 嶋田　幸代  0:59:40天神アスリーツ43 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷﾖ 福岡県

1609 西村　加奈  0:59:50津久見市役所44 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 津久見市

1613 坂本　純子  1:00:08ＳＡＫＡ－ＤＣＴ45 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 大分市

1671 鹿田　奈美  1:00:21ブレイクスルー46 ｼｶﾀ ﾅﾐ 福岡県

1624 喜多　美沙子  1:00:2347 ｷﾀ ﾐｻｺ 大分市

1632 前野　みのり  1:00:59福岡女学院48 ﾏｴﾉ ﾐﾉﾘ 福岡県

1670 市川　佐知子  1:01:00筑後川ＲＣ49 ｲﾁｶﾜ ｻﾁｺ 福岡県

1606 平田　絵里那  1:01:03屏水中学校50 ﾋﾗﾀ ｴﾘﾅ 福岡県

Printed : 2012/03/18 18:38:38 29 / 41 ページ Official Timer & Results By I.SAM



順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

23)10Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

1646 本山　敬子  1:01:1551 ﾓﾄﾔﾏ ｹｲｺ 佐賀県

1602 平川　舞  1:01:1652 ﾋﾗｶﾜ　ﾏｲ 福岡県

1672 山田　春奈  1:01:18ブレイクスルー53 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ 福岡県

1614 松永　裕子  1:01:4054 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｺ 佐賀県

1634 矢野　ゆかり  1:02:0755 ﾔﾉ ﾕｶﾘ 福岡県

1661 那須　真貴子  1:02:48チーム森56 ﾅｽ ﾏｷｺ 埼玉県

1659 山崎　河奈  1:02:4857 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 福岡県

1649 岩永　侑子  1:02:5358 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳｺ 福岡県

1652 岡　知美  1:03:1359 ｵｶ ﾄﾓﾐ 福岡県

1681 内山　理帆  1:04:1960 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾎ 福岡県

1660 福岡　希  1:04:1961 ﾌｸｵｶ ﾉｿﾞﾐ 福岡県

1648 田中　真理  1:04:3362 ﾀﾅｶ ﾏﾘ 福岡県

1607 星隈　由香  1:04:53屏水中学校63 ﾎｼｸﾏ ﾕｶ 福岡県

1647 江口　知美  1:04:5664 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 福岡県

1617 阿部　由美  1:05:1665 ｱﾍﾞ 福岡県

1655 本田　紗織  1:05:2666 ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ 長崎県

1667 首藤　利英子  1:05:5267 ｼｭﾄｳ ﾘｴｺ 由布市

1656 野尻　佳奈  1:06:0868 ﾉｼﾞﾘ ｶﾅ 長崎県

1653 向江　稚佳子  1:06:5969 ﾑｶｴ ﾁｶｺ 福岡県

1603 森本　美和  1:07:16八幡中央高70 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾜ 福岡県

1645 岩本　舞  1:07:3171 ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ 佐賀県

1650 日高　美春  1:07:4372 ﾋﾀﾞｶ ﾐﾊﾙ 由布市

1673 丸野　美由希  1:07:5773 ﾏﾙﾉ ﾐﾕｷ 由布市

1622 金田　智美  1:10:0974 ｶﾅﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大分市

1635 高取　美沙子  1:10:1275 ﾀｶﾄﾘ ﾐｻｺ 佐賀県

1674 春若　寛子  1:14:3476 ﾊﾙﾜｶ ﾋﾛｺ 福岡県

1678 古賀　美幸  1:14:3877 ｺｶﾞ ﾐﾕｷ 福岡県

1675 渡辺　自子  1:15:0278 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖﾘｺ 長崎県

1684 馬場　幸恵  1:15:3679 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷｴ 福岡県

1651 梅木　詩織  1:24:0380 ｳﾒｷ ｼｵﾘ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

24)10Km40歳以上女子
カナ 市町村

1711 床島　由美子  0:42:361 ﾄｺｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 福岡県

1951 麻生　陽子  0:44:29NTT西日本 大分支店2 大分市

1727 横井　由貴子  0:44:353 ﾖｺｲ ﾕｷｺ 福岡県

1734 城戸　香  0:45:53ライジングＯサン4 ｷﾄﾞ ｶｵﾙ 中津市

1710 松岡　純子  0:49:315 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 福岡県

1740 林　明枝  0:49:486 ﾊﾔｼ ｱｷｴ 宮崎県

1707 笹田　好美  0:49:50ＢＢトライアス7 福岡県

1718 出利葉　有晃  0:50:328 ｲﾃﾞﾘﾊ ﾕｳｺ 福岡県

1721 右田　佳子  0:51:149 ﾐｷﾞﾀ ﾖｼｺ 玖珠町

1747 阿部　美砂  0:51:2010 ｱﾍﾞ ﾐｻ 福岡県

1736 坂田　由美子  0:51:41天神ＲＣ11 ｻｶﾀ ﾕﾐｺ 福岡県

1708 望月　久美子  0:52:09ＢＳスポーツクラブ12 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐｺ 福岡県

1750 福田　智恵美  0:53:46ＰＨＯＥＢＥ13 ﾌｸﾀﾞ ﾁｴﾐ 福岡県

1741 松野　雅代  0:53:4814 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾖ 福岡県

1726 佐藤　博美  0:54:14Ａｍａｚｉｕｇ15 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 大分市

1751 中村　里美  0:54:1616 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾐ 福岡県

1737 溝口　章子  0:54:2317 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｷｺ 福岡県

1717 早川　紀子  0:54:25ＴＥＡＭ－Ａ18 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾘｺ 山口県

1732 眞竹　みどり  0:54:38福岡女学院19 ﾏﾀｹ ﾐﾄﾞﾘ 福岡県

1701 井元　和美  0:54:44ガンバルＪＣ20 ｲﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 福岡県

1739 渡辺　紀子  0:55:11主婦21 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ 大分市

1719 築城　陽子  0:55:1222 ﾂﾕｷ ﾖｳｺ 別府市

1702 井上　静子  0:55:4923 ｲﾉｳｴ ｼｽﾞｺ 佐賀県

1720 瑞慶山　由賀里  0:56:08おんざろーど24 ｽﾞｹﾔﾏ ﾕｶﾘ 大分市

1733 谷口　芳子  0:56:2325 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｺ 福岡県

1716 片山　初美  0:56:25おんざろーど26 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾂﾐ 大分市

1706 梅津　節子  0:56:3727 ｳﾒﾂﾞ　ｾﾂｺ 福岡県

1746 日高　千登勢  0:57:2828 ﾋﾀﾞｶ ﾁﾄｾ 福岡県

1715 金水　さよ子  0:57:4029 ｶﾅﾐｽﾞ ｻﾖｺ 長崎県

1748 竹尾　由喜美  0:57:56ｙ．ｂ．ｓ30 ﾀｹｵ ﾕｷﾐ 大分市

1728 古閑　明子  0:59:0931 ｺｶﾞ ｱｷｺ 福岡県

1714 小川　雅子  0:59:1832 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｺ 佐賀県

1722 門脇　登志子  0:59:3233 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｼｺ 由布市

1723 松井　朝子  0:59:5234 ﾏﾂｲ ﾄﾓｺ 福岡県

1753 友永　亜佐  1:00:2235 ﾄﾓﾅｶﾞ ｱｻ 豊後大野市

1705 黒野　千代美  1:00:5136 福岡県

1713 原　チエ子  1:01:1537 ﾊﾗ ﾁｴｺ 福岡県

1745 松尾　ゆかり  1:02:1438 ﾏﾂｵ ﾕｶﾘ 長崎県

1752 原武　ひろみ  1:02:1939 ﾊﾗﾀｹ ﾋﾛﾐ 福岡県

1735 江原　弘子  1:02:3240 ｴﾊﾗ ﾋﾛｺ 福岡県

1704 光永　ゆかり  1:02:51佐賀市走ろう会41 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾕｶﾘ 福岡県

1709 樋口　牧子  1:03:16屏水中学校42 ﾋｸﾞﾁ ﾏｷｺ 福岡県

1738 岡　久美  1:03:3543 ｵｶ ｸﾐ 福岡県

1729 板倉　博子  1:04:0744 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｺ 福岡県

1730 東　桂子  1:05:09鈴与㈱九州事業所45 ﾋｶﾞｼ ｹｲｺ 福岡県

1744 近藤　美和子  1:06:45ＡＲＣ★くるめ46 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾜｺ 福岡県

1731 松尾　都子  1:12:5147 ﾏﾂｵ ｸﾆｺ 福岡県

1749 福田　美香  1:15:1148 ﾌｸﾀﾞ ﾐｶ 福岡県

1754 末　智奈美  1:18:1449 ｽｴ ﾁﾅﾐ 大分市

1755 渋谷　明子  1:18:1450 ｼﾌﾞﾔ ｱｷｺ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

25)5Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

5536 土屋　望  0:19:25北九州市立高校1 ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 福岡県

5502 古賀　優佳  0:19:352 ｺｶﾞ ﾕｳｶ 福岡県

5505 中村　優花  0:19:57久留米高専陸上部3 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 福岡県

5521 矢羽田　嘉代  0:21:53日田高陸上部4 ﾔﾊﾀ ｶﾖ 日田市

5535 石丸　遥華  0:24:36福岡県立山門高等学校5 ｲｼﾏﾙ ﾊﾙｶ 福岡県

5537 澁谷　夢叶  0:24:38日田高等学校6 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾒｶ 日田市

5511 秋山　有紀  0:24:55日田林工高校7 ｱｷﾔﾏ ﾕｷ 日田市

5546 吉井　理紗  0:26:148 ﾖｼｲ ﾘｻ 長崎県

5558 高野　科  0:26:159 ﾀｶﾉ ｼﾅ 中津市

5519 熊谷　みき  0:26:21有田小学校10 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 日田市

5548 大庭　千恵子  0:27:35行橋市椿市ＲＣ11 ｵｵﾊﾞ ﾁｴｺ 福岡県

5504 井上　美香  0:27:45香月病院12 ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福岡県

5562 北村　晃子  0:28:0713 ｷﾀﾑﾗ ｱｷｺ 福岡県

5561 高野　舞  0:28:4214 ﾀｶﾉ ﾏｲ 中津市

5531 岡村　美緒  0:28:4215 ｵｶﾑﾗ ﾐｵ 大分市

5514 加治　富江  0:28:51旬魚旬菜かじ16 ｶｼﾞ ﾄﾐｴ 福岡県

5526 久保　美菜子  0:28:53キューサイ17 ｸﾎﾞ ﾐﾅｺ 福岡県

5527 本田　智恵  0:29:1918 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｴ 福岡県

5523 末延　遥  0:29:29日田市19 ｽｴﾉﾌﾞ ﾊﾙｶ 日田市

5557 谷口　智美  0:29:34神鋼長府診療所20 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山口県

5529 德田　美咲  0:29:57ＨＩＧＡＳＩＲＨ21 ﾄｸﾀﾞ ﾐｻｷ 福岡県

5503 井口　舞  0:30:13九州がんセンター22 ｲﾉｸﾁ ﾏｲ 福岡県

5515 大西　真由実  0:30:17ＨＩＧＡＳＩＲＨ23 ｵｵﾆｼ ﾏﾕﾐ 福岡県

5540 本田　知佳  0:30:27チームＭ24 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶ 福岡県

5563 樋口　多恵  0:30:3225 ﾋｸﾞﾁ ﾀｴ 福岡県

5506 佐藤　美由紀  0:30:3726 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 日田市

5510 佐藤　由布子  0:30:4027 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 大分市

5509 小田　恵  0:30:4028 ｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大分市

5554 浜地　由紀  0:31:05麻生塾29 ﾊﾏﾁ ﾕｷ 福岡県

5513 怡土　真弓  0:31:1330 ｲﾄﾞ ﾏﾕﾐ 福岡県

5507 石井　真理  0:31:23香月病院31 ｲｼｲ ﾏﾘ 福岡県

5560 丸林　由佳  0:31:2332 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福岡県

5550 植木　優華  0:31:5233 ｳｴｷ ﾕｳｶ 福岡県

5534 宇佐　麗華  0:32:0334 ｳｻ ﾚｲｶ 別府市

5512 中嶋　芳恵  0:32:1035 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｴ 福岡県

5556 安長　沢子  0:32:1336 ﾔｽﾅｶﾞ ｻﾜｺ 福岡県

5501 中川　直泉  0:32:1937 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 長崎県

5555 田中　朋子  0:32:3438 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 福岡県

5565 宇佐川　真由  0:32:40ふれごろう39 ｳｻｶﾞﾜ ﾏﾕ 山口県

5525 工藤　友美  0:32:5240 ｸﾄﾞｳ 大分市

5530 井ノ口　琴美  0:32:5441 ｲﾉｸﾁ ｺﾄﾐ 杵築市

5516 牧　恭子  0:33:01大分県庁42 ﾏｷ ｷｮｳｺ 大分市

5552 日野　真友美  0:33:1443 ﾋﾉ ﾏﾕﾐ 福岡県

5566 安松　良恵  0:33:1444 ﾔｽﾏﾂ ﾖｼｴ 佐伯市

5520 佐藤　綾香  0:33:3545 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 玖珠町

5518 井上　沙織  0:33:5646 ｲﾉｳｴ ｻｵﾘ 福岡県

5549 平瀬　奈緒子  0:34:30良介会47 ﾋﾗｾ ﾅｵｺ 福岡県

5538 高倉　千秋  0:34:34チームＭ48 ﾀｶｸﾗ ﾁｱｷ 福岡県

5951 櫻木　愛  0:34:3849 ｻｸﾗｷﾞ ｱｲ 福岡県

5547 一本　亜希子  0:34:42行橋市椿市ＲＣ50 ｲﾁﾓﾄ ｱｷｺ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

25)5Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

5517 今村　渚  0:35:3751 ｲﾏﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 福岡県

5508 江口　奈那  0:35:3852 ｴｸﾞﾁ ﾅﾅ 福岡県

5532 井手　友子  0:35:42屏水中学校53 ｲﾃﾞ ﾕｳｺ 福岡県

5543 岡本　美由紀  0:36:1954 ｵｶﾓﾄ ﾐﾕｷ 大分市

5544 角谷　知明  0:36:1955 ｶﾄﾞﾔ ﾁｱｷ 由布市

5542 伊東　由布子  0:36:1956 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 由布市

5528 末光　裕子  0:36:25ＨＩＧＡＳＩＲＨ57 ｽｴﾐﾂ ﾕｳｺ 福岡県

5539 松岡　寿子  0:37:27チームＭ58 ﾏﾂｵｶ ﾋｻｺ 福岡県

5553 田澤　真奈美  0:38:1859 ﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 福岡県

5524 貞清　玉代  0:38:31医療法人　聖陵会60 日田市

5541 有吉　綾子  0:40:4961 ｱﾘﾖｼ ｱﾔｺ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

26)5Km40歳代女子
カナ 市町村

5606 奥村　佳寿美  0:23:22長崎桜町ＪＣ1 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾐ 長崎県

5621 熊本　由美子  0:25:132 ｸﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 佐賀県

5617 神山　未来  0:26:56神山事務所3 ｶﾐﾔﾏ ﾐｷ 福岡県

5616 三谷　明美  0:28:334 ﾐﾀﾆ ｱｹﾐ 山口県

5611 中村　比呂子  0:29:075 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 福岡県

5602 亀井　真奈美  0:29:096 ｶﾒｲ ﾏﾅﾐ 大分市

5612 石丸　尚美  0:29:59電気化学工業㈱7 ｲｼﾏﾙ ﾅｵﾐ 福岡県

5619 真崎　信栄  0:30:048 ﾏｻｷ ﾉﾌﾞｴ 福岡県

5604 矢野　京子  0:30:419 ﾔﾉ ｷｮｳｺ 中津市

5603 鹿毛　真仁  0:31:1210 ｶｹﾞ ﾏﾆ 福岡県

5609 柴尾　美佐恵  0:31:2511 ｼﾊﾞｵ ﾐｻｴ 日田市

5613 渡辺　康子  0:31:2712 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｺ 大分市

5601 弓削　香  0:31:3713 ﾕｹﾞ ｶｵﾘ 福岡県

5620 柿本　千江子  0:31:4114 ｶｷﾓﾄ ﾁｴｺ 福岡県

5615 秦野　一枝  0:32:32塩原橋15 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｴ 福岡県

5614 畑中　真由美  0:32:44おかげさま㈱16 ﾊﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ 福岡県

5610 末延　ひとみ  0:32:58日田市17 ｽｴﾉﾌﾞ ﾋﾄﾐ 日田市

5608 末廣　千恵美  0:34:5518 ｽｴﾋﾛ ﾁｴﾐ 日田市

5625 岡原　美香  0:36:0619 ｵｶﾊﾗ ﾐｶ 大分市

5605 上田　泰枝  0:36:1520 ｳｴﾀﾞ 福岡県

5607 谷村　有子  0:36:3021 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳｺ 大分市

5623 檀　香代子  0:41:25チームＮＣＢとおる22 ﾀﾞﾝ ｶﾖｺ 福岡県

5622 田上　利佳  0:41:47酔道中23 ﾀﾉｳｴ ﾘｶ 別府市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

27)5Km50歳代女子
カナ 市町村

5702 麻生　博子  0:24:22Ｂ・Ｂトライアスロン1 ｱｿｳ ﾋﾛｺ 福岡県

5711 本川　登志子  0:28:35医療法人　聖陵会2 日田市

5718 仲西　邦子  0:30:02ＰＨＯＥＢＥ3 ﾅｶﾆｼ ｸﾆｺ 福岡県

5713 小屋野　睦恵  0:30:34チームＭ4 ｺﾔﾉ ﾑﾂｴ 福岡県

5701 豊田　京子  0:32:085 ﾄﾖﾀ ｷｮｳｺ 山口県

5710 松村　佳子  0:34:276 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｺ 大分市

5715 山下　緑  0:35:20行橋市椿市ＲＣ7 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾄﾞﾘ 福岡県

5703 中川　敦子  0:35:598 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｺ 長崎県

5707 江口　登久美  0:36:509 ｴｸﾞﾁ ﾄｸﾐ 福岡県

5712 藤井　清美  0:43:0410 ﾌｼﾞｲ ｷﾖﾐ 日田市

5704 中島　亜矢子  0:44:0511 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｺ 福岡県

5709 髙原　雅子  0:44:06赤帽大分県12 ﾀｶﾊﾗ ﾏｻｺ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

28)5Km60歳以上女子
カナ 市町村

5803 大内田　和恵  0:27:31すいようびクラブ1 ｵｵｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｴ 福岡県

5802 大内田　たか子  0:29:132 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾀｶｺ 福岡県

5805 水田　直子  0:30:38ＮＴＴ西日本　大分支店3 大分市

5804 山口　和代  0:32:36穂波走ろう会4 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

29)2Km小学4～6年生女子
カナ 市町村

2514 須賀　万由子  0:07:46なかつ楽走倶楽部1 ｽｶﾞ ﾏﾕｺ 中津市

2516 尾川　栞菜  0:07:56なかつ楽走倶楽部2 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 中津市

2510 西村　鈴菜  0:08:05山鹿よねだＲＣ3 ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞﾅ 熊本県

2508 右田　かんの  0:08:064 ﾐｷﾞﾀ ｶﾝﾉ 福岡県

2509 熊谷　真由  0:08:13東峰ＲＣ5 ｸﾏｶﾞｴ ﾏﾕ 福岡県

2515 繁永　梨子  0:08:13なかつ楽走倶楽部6 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾘｺ 中津市

2505 松尾　華子  0:08:15三輪小学校7 ﾏﾂｵ ﾊﾅｺ 福岡県

2512 吉崎　映里菜  0:08:27なかつ楽走倶楽部8 ﾖｼｻﾞｷ ｴﾘﾅ 中津市

2517 力徳　亜美  0:08:42なかつ楽走倶楽部9 ﾘｷﾄｸ ｱﾐ 中津市

2513 宮本　陽生  0:09:00なかつ楽走倶楽部10 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 中津市

2507 末延　歩  0:09:21若宮小学校11 ｽｴﾉﾌﾞ ｱﾕﾐ 日田市

2506 末延　香  0:09:22若宮小学校12 ｽｴﾉﾌﾞ ｶｵﾘ 日田市

2504 林田　純奈  0:10:49ＮＴＴ西日本　大分支店13 大分市

2519 田上　和  0:10:52春木川小学校14 ﾀﾉｳｴ ﾅｺﾞﾐ 別府市

2502 加來　愛良  0:10:58添田小学校15 ｶｸ ｱｲﾗ 福岡県

2501 清川　美水  0:11:1316 ｷﾖｶﾜ ﾐｳ 大分市

2503 林田　彩佳  0:13:04ＮＴＴ西日本　大分支店17 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

30)2Km中学生女子
カナ 市町村

2619 松尾　未来  0:06:57三輪中学校1 ﾏﾂｵ ﾐｸ 福岡県

2613 大村　奈実希  0:06:58鞍手北中陸上部2 ｵｵﾑﾗ ﾅﾐｷ 福岡県

2609 江田　有沙  0:07:09東部中学校3 ｺｳﾀﾞ ｱﾘｻ 日田市

2618 上川　彩  0:07:29浮羽中学校陸上部4 ｶﾐｶﾜ ｱﾔ 福岡県

2624 森山　未結  0:07:35東峰ＲＣ5 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕ 福岡県

2611 江口　有瑳  0:07:46幸袋中学校6 ｴｸﾞﾁ ｱﾘｻ 福岡県

2627 片渕　葵  0:07:46東峰ＲＣ7 ｶﾀﾌﾁ ｱｵｲ 福岡県

2626 栁瀬　博予  0:07:51東峰ＲＣ8 ﾔﾅｾ ﾋﾛﾖ 福岡県

2625 城　礼美  0:07:52東峰ＲＣ9 ｼﾞｮｳ ﾚｲﾐ 福岡県

2605 緒方　麻友  0:07:59東部中学陸上部10 ｵｶﾞﾀ ﾏﾕ 日田市

2604 林　瑞穂  0:08:00東部中学校11 ﾊﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 日田市

2610 松木　美南  0:08:05東部中学校陸上部12 ﾏﾂｷ ﾐﾅﾐ 日田市

2608 樋下　史織  0:08:10三隈中学校13 ﾋﾉｼﾀ ｼｵﾘ 日田市

2615 後藤　杏  0:08:12東部中学校14 ｺﾞﾄｳ ｱﾝｽﾞ 日田市

2629 小倉　梨花  0:08:27なかつ楽走倶楽部15 ｵｸﾞﾗ ﾘﾝｶ 中津市

2606 髙倉　いおり  0:08:59三隈中学校陸上部16 ﾀｶｸﾗ ｲｵﾘ 日田市

2614 江田　ゆら  0:09:09東部中学校17 ｺｳﾀﾞ ﾕﾗ 日田市

2622 原田　真由子  0:09:10東部中学校18 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕｺ 日田市

2628 宇野　茅里  0:09:1719 ｳﾉ ﾁｻﾄ 日田市

2620 髙嶋　優良  0:09:17東部中学校20 ﾀｶｼﾏ ﾕﾗ 日田市

2603 森本　優理  0:09:2721 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾘ 福岡県

2621 多田　桃佳  0:09:57東峰ＲＣ22 ﾀﾀﾞ ﾓﾓｶ 福岡県

2612 髙倉　愛里沙  0:10:0023 ﾀｶｸﾗ ｱﾘｻ 日田市

2607 高瀬　彩葉  0:10:02三隈中学校陸上部24 ﾀｶｾ ｻﾜ 日田市

2623 末延　栞  0:10:44東部中学校25 ｽｴﾉﾌﾞ ｼｵﾘ 日田市

2617 今津　那月  0:10:44東部中学校26 ｲﾏﾂﾞ ﾅﾂｷ 日田市

2601 西村　日南子  0:10:44東部中学校27 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅｺ 日田市

2630 藤富　京香  0:10:56なかつ楽走倶楽部28 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷｮｳｶ 中津市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

31)ハーフ招待
カナ 市町村

9991 吉冨　博子  1:22:001 ﾖｼﾄﾐ ﾋﾛｺ
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第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

32)10Km女子招待
カナ 市町村

9992 小鴨　由水  0:44:421 ｺｶﾞﾓ ﾕﾐ
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第13回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2012年3月18日(日)

33)5Km招待
カナ 市町村

9993 稲田　真理子  0:20:321 ｲﾅﾀﾞ ﾏﾘｺ
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