
順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

01)ハーフ高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

79 一柳　良太  1:15:13玖珠対舟対戦1 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀ 玖珠町

138 高藤　夕揮  1:15:252 ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳｷ 宇佐市

180 恵藤　宏紀  1:15:34大分西高校3 ｴﾄｳ ﾋﾛｷ 大分市

49 川原　幸治  1:15:594 日田市

98 藤　直弘  1:16:01エスタ香椎5 ﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 福岡県

95 今古賀　誠  1:16:146 ｲﾏｺｶﾞ ﾏｺﾄ 福岡県

16 永尾　幸大  1:18:29三島精麦7 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾀ 佐賀県

61 平野　一樹  1:18:42スボッキーマウス8 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 玖珠町

83 林　浩太郎  1:19:06みことの9 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県

58 大城　政樹  1:20:18日産車体九州㈱Ｍ10 ｵｵｼﾛ ﾏｻｷ 福岡県

234 河野　拓郎  1:20:42別府溝部学園職員11 ｶﾜﾉ ﾀｸﾛｳ 別府市

102 大谷　真稔  1:20:55大隈小学校12 ｵｵﾀﾆ ｼﾝﾈﾝ 福岡県

32 堂園　一徹  1:21:06ニッポンレンタカー13 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｲｯﾃﾂ 中津市

75 渡邊　孝司  1:21:11福岡新水巻病院14 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福岡県

126 工藤　健司  1:22:14アミノＲＣ熊本15 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼ 熊本県

99 三郎丸　隆男  1:22:29ＡＣＣＹＡＮ16 ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｵ 福岡県

45 日野　隆一郎  1:22:54ここのえＳＳＣ17 ﾋﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 九重町

18 山添　浩介  1:23:06ＷｉｎｄＲｕｎ18 ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｽｹ 福岡県

2 小ヶ内　雄斗  1:23:1419 ｵｶﾞｳﾁ ﾕｳﾄ 日田市

216 山下　正人  1:23:2720 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 福岡県

223 大林　祐  1:24:05Ｔｅａｍ　Ｍ21 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 中津市

92 山中　晋太郎  1:24:15あいち健康の森22 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

91 坂井　威浩  1:24:4823 ｻｶｲ ﾀｹﾋﾛ 福岡県

78 米田　吉宏  1:25:44玖珠対舟対戦24 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 玖珠町

203 秋江　眞人  1:25:5025 ｱｷｴ ﾏｻﾄ 大分市

88 鶴田　勝  1:25:58ＦＨＪＣ26 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾙ 福岡県

82 児嶋　貴昭  1:26:47チーム田中27 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 神奈川県

109 村山　崇  1:27:05たかしとかおり28 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 福岡県

155 明神　健一  1:27:2329 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 福岡県

113 遠藤　裕介  1:27:3630 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 福岡県

43 福山　繁昭  1:27:47ＪＲカモツ31 ﾌｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 福岡県

147 重光　貴葵  1:28:11あおいーず32 ｼｹﾞﾐﾂ ﾀｶｷ 福岡県

66 濵田　翔  1:28:1333 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳ 玖珠町

101 西　達也  1:28:5534 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 福岡県

188 宮崎　誠一  1:29:1035 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 玖珠町

93 福田　圭司  1:29:29長州産業㈱36 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｼﾞ 山口県

63 周防屋　浩治  1:29:38スボッキーマウス37 ｽｵﾔ ｺｳｼﾞ 玖珠町

103 松村　健二  1:29:49源右衛門窯38 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 佐賀県

208 吉田　正道  1:29:5139 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 熊本県

108 大鶴　義勝  1:30:5840 ｵｵﾂﾞﾙ ﾖｼｶﾂ 福岡県

96 長友　正和  1:31:25延岡郵便局41 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻｶｽﾞ 宮崎県

5 川津　一隼  1:31:38ＺＳＡＴ42 ｶﾜﾂﾞ ｶｽﾞﾊﾔ 玖珠町

30 徳永　太陽  1:31:4443 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲﾖｳ 福岡県

210 幸野　秀司  1:32:21玖珠工業44 ｺｳﾉ ｼｭｳｼﾞ 九重町

244 藤川　康浩  1:32:4145 ﾌｼﾞｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

15 長山　和義  1:33:3446 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 日田市

112 行平　敏郎  1:33:4947 ﾕｷﾋﾗ ﾄｼﾛｳ 別府市

87 三宅　泰介  1:34:33チーム－５％48 ﾐﾔｹ ﾀｲｽｹ 福岡県

197 佐藤　栄志郎  1:34:36大東文化大学49 ｻﾄｳ ｴｲｼﾛｳ 福岡県

179 久保　勇樹  1:35:19ふじおか病院50 ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 佐賀県
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10 横道　仁  1:35:5051 ﾖｺﾐﾁ ﾋﾄｼ 福岡県

140 渡邉　隆久  1:35:57別府自衛隊52 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ 日出町

21 加藤　元太  1:36:14板付北走ろう会53 ｶﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 福岡県

53 廣川　嘉春  1:36:1954 日田市

50 中島　剛  1:36:2855 日田市

141 藤瀬　正吾  1:36:4956 ﾌｼﾞｾ ｼｮｳｺﾞ 福岡県

165 北村　直之  1:37:16ランザローテ57 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 福岡県

85 三苫　靖  1:37:24前津江58 ﾐﾄﾏ ﾔｽｼ 日田市

220 東城　洋平  1:37:4459 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 福岡県

80 内田　淳  1:38:1760 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 福岡県

162 中原　宏史郎  1:39:1361 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 福岡県

76 阿南　肇  1:39:46ＪＡべっぷ日出62 ｱﾅﾝ ﾊｼﾞﾒ 大分市

192 山本　翔太  1:39:5463 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 熊本県

224 籾井　究  1:39:5564 ﾓﾐｲ ｷﾜﾑ 福岡県

84 成田　晃久  1:39:56損保ジャパン65 ﾅﾘﾀ ｱｷﾋｻ 福岡県

70 園田　倫久  1:40:0266 ｿﾉﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ 日田市

104 松崎　稔  1:40:0567 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 福岡県

111 大久保　陽太郎  1:40:12ＡＭＢＩ68 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 大分市

182 小野　健太郎  1:40:19瀬戸製材69 ｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 日田市

130 武石　雅睦  1:40:48別府の測量70 ﾀｹｲｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 別府市

1 福田　順一  1:40:5871 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中津市

42 三苫　公敬  1:41:0672 ﾐﾄﾏ ﾏｻﾀｶ 日田市

27 池上　昴宏  1:41:5073 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 豊後大野市

134 川崎　あつし  1:42:2574 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ 佐賀県

168 山内　博雄  1:42:5275 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｵ 福岡県

158 永瀬　浩太郎  1:43:01チームデルマ76 ﾅｶﾞｾ ｺｳﾀﾛｳ 佐賀県

110 大川内　康高  1:43:1177 ｵｵｶﾜﾁ ﾔｽﾀｶ 大分市

242 田中　剛文  1:43:1678 ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 福岡県

238 松藤　大地  1:43:3879 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾀﾞｲﾁ 福岡県

194 川崎　健大  1:44:0380 ｶﾜｻｷ ｹﾝﾀﾞｲ 宇佐市

41 米山　修一  1:44:3081 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 大分市

74 田中　基継  1:44:4282 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾂｸﾞ 福岡県

209 東　健吾  1:44:4783 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｺﾞ 大分市

6 田中　章裕  1:45:13ＺＳＡＴ84 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 玖珠町

133 大石　朋宏  1:45:16キヤノン杵築85 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾋﾛ 日出町

54 宇野　得之  1:45:3486 日田市

65 岡﨑　悟  1:45:36スボッキーマウス87 ｵｶｻﾞｷ ｻﾄﾙ 玖珠町

64 川﨑　康弘  1:45:36スボッキーマウス88 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾋﾛ 玖珠町

124 福田　剛  1:45:5689 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 福岡県

132 竹内　憲太郎  1:46:1390 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都

157 猪俣　秀人  1:46:1591 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾃﾞﾄ 福岡県

204 廣田　洋一  1:47:08Ｒ建築設計工房92 ﾋﾛﾀ ﾖｳｲﾁ 福岡県

122 三浦　一臣  1:47:30ＺＳＡＴ93 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾐ 玖珠町

151 佐野　大作  1:47:5594 ｻﾉ ﾀﾞｲｻｸ 大分市

243 大庭　悠一  1:48:0095 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 福岡県

219 早野　貴紀  1:48:2196 ﾊﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 国東市

20 橋本　武  1:48:2397 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 玖珠町

135 高以良　仁  1:48:4098 ﾀｶｲﾗ ﾋﾄｼ 佐賀県

176 前原　直樹  1:49:00ふじおか病院99 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵｷ 佐賀県

241 村上　勝道  1:49:09大分健生病院100 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐﾁ 大分市
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166 河原　晴明  1:49:13101 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｱｷ 大分市

35 三浦　大輝  1:49:25大分県立森高校102 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 日田市

8 田村　隆司  1:49:49ミドルサイトＲＣ103 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

150 古屋　哲志  1:50:14104 ﾌﾙﾔ ｻﾄｼ 大分市

62 佐藤　洋二  1:50:46スボッキーマウス105 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾞ 玖珠町

222 原　健人  1:51:31久留米大学病院106 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 福岡県

56 岡　尋臣  1:51:45107 日田市

119 藤路　陽  1:51:56チームＯＲＥＣ108 ﾄｳﾛ ﾐﾅﾐ 福岡県

139 前田　直之  1:52:08別府自衛隊109 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 国東市

90 山崎　隆裕  1:52:32110 ﾔﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 佐賀県

225 森下　和則  1:52:44111 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡県

47 日高　孝英  1:52:52Ｃレッドストーン112 福岡県

164 稲冨　正典  1:52:53113 ｲﾅﾄﾐ ﾏｻﾉﾘ 福岡県

218 高増　健一  1:53:11ペラぼうず114 ﾀｶﾏｽ ｹﾝｲﾁ 福岡県

186 泉　直志  1:53:19115 ｲｽﾞﾐ ﾅｵﾕｷ 福岡県

212 岩谷　正貴  1:53:33116 ｲﾜﾔ ﾏｻﾀｶ 大分市

3 本間　大輔  1:53:39中澤會ＢＢＣ117 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大分市

231 徳永　啓太  1:53:55118 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲﾀ 福岡県

202 早田　洋平  1:53:59119 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ 福岡県

172 清田　直幸  1:54:01120 ｷﾖﾀ ﾅｵﾕｷ 大分市

237 山崎　俊平  1:54:03121 ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大分市

26 三島　康児  1:54:32ＴＤＫ三隈川122 ﾐｼﾏ ｺｳｼﾞ 日田市

233 安田　憲史  1:54:53森永製菓123 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大分市

123 栗原　智昭  1:55:03ＷｉｎｄＲｕｎ124 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 熊本県

13 岡田　仁志  1:55:27福岡山王病院125 福岡県

89 松永　高政  1:56:07久留米大学精神科126 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾏｻ 福岡県

239 迫田　大輝  1:56:12127 ｻｺﾀﾞ ﾀｲｷ 福岡県

211 菊池　正朗  1:56:17128 ｷｸﾁ ﾏｻｱｷ 別府市

152 白水　清伸  1:56:22129 ｼﾛｳｽﾞ ｷﾖﾉﾌﾞ 福岡県

36 酒井　省吾  1:56:23上野公園病院130 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 日田市

131 時松　慶輔  1:56:33健生総合運動部131 ﾄｷﾏﾂ ｹｲｽｹ 大分市

143 大森　啓二郎  1:57:24132 ｵｵﾓﾘ ｹｲｼﾞﾛｳ 福岡県

71 金丸　哲也  1:57:28㈱朝日商会133 ｶﾈﾏﾙ ﾃﾂﾔ 福岡県

105 畑本　拓治  1:57:29134 ﾊﾀﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 熊本県

67 玉ノ井　達哉  1:58:40135 ﾀﾏﾉｲ ﾀﾂﾔ 大分市

51 松田　卓也  1:58:49136 日田市

228 小島　隆史  1:59:09大分高等学校教員137 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 大分市

12 宮上　清敬  1:59:14138 ﾐﾔｶﾐ ｷﾖﾀｶ 福岡県

46 野田　貴史  1:59:20139 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 佐賀県

28 東　知尚  1:59:29敬天愛人会140 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋｻ 玖珠町

7 上和田　拓  1:59:31ＺＳＡＴ141 ｶﾐﾜﾀﾞ ﾀｸ 玖珠町

149 姫島　謙成  2:01:30142 ﾋﾒｼﾏ ｹﾝｾｲ 大分市

200 橘　慎太郎  2:02:07富田薬品143 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾀﾛｳ 大分市

213 加藤　悟  2:02:15144 ｶﾄｳ ｻﾄﾙ 佐賀県

217 西岡　孝洋  2:02:39穂波若菜ＲＣ145 ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

59 田口　友洋  2:02:43146 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 長崎県

142 野口　亮太  2:02:46147 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 福岡県

215 瀧石　雅一  2:03:04148 ﾀｷｲｼ ﾏｻｶｽﾞ 玖珠町

4 吉長　秀男  2:03:29149 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 日田市

34 熊谷　大志  2:03:36150 ｸﾏｶﾞｴ ﾋﾛｼ 日田市
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181 片山　智博  2:03:39151 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県

55 井形　晃之  2:03:48152 日田市

198 葛城　恵司  2:04:48153 ｶﾂﾗｷﾞ ｹｲｼ 福岡県

107 重松　義隆  2:04:54Ｎｏ－ｇａｔｅ154 ｼｹﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 福岡県

97 江口　孝博  2:05:02アミノＲＣ久留米155 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 佐賀県

60 久野　洋和  2:05:10彦ちゃんチーム156 ﾋｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 玖珠町

201 佐藤　一輝  2:05:17富田薬品157 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 大分市

148 安東　佳佑  2:05:31158 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 大分市

177 柴田　邦博  2:05:55159 ｼﾊﾞﾀ ｸﾆﾋﾛ 佐賀県

100 古賀　誠  2:06:12160 ｺｶﾞ ﾏｺﾄ 東京都

160 冷川　哲也  2:06:21161 ﾋﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 日田市

229 永田　浩之  2:06:26162 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

205 伊藤　秀昭  2:06:56163 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県

40 田中　良典  2:08:27164 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 福岡県

128 瀬口　伸一郎  2:08:28165 ｾｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

190 岩村　裕輔  2:08:32166 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡県

159 神川　祐貴  2:08:55167 ｶﾐｶﾜ ﾕｳｷ 福岡県

24 吉住　知浩  2:09:43168 ﾖｼｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県

23 佐藤　裕二  2:09:50上野公園病院169 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 日田市

195 萬里　真一  2:10:01170 ﾏﾝﾘ ｼﾝｲﾁ 別府市

118 伊佐　慎太郎  2:10:23チームＯＲＥＣ171 ｲｻ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

48 イゼキエル　テイラー  2:10:51大分県立森高校172 ｲｾﾞｷｴﾙ ﾃｲﾗｰ 玖珠町

22 田中　貴大  2:10:52173 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

196 石橋　正弘  2:11:09174 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

125 石井　良文  2:11:23八女の里175 ｲｼｲ ﾖｼﾌﾐ 福岡県

232 松本　純一  2:11:32176 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県

9 曽ノ木　政治  2:11:37香月病院177 ｿﾉｷ ﾏｻﾊﾙ 佐賀県

169 野田　裕之  2:11:47178 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

170 宮川　純治  2:11:55179 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 福岡県

206 石川　蔵人  2:12:39180 ｲｼｶﾜ ｸﾗﾄ 福岡県

19 渡邉　良一  2:13:39ジェネック181 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県

144 内田　弘幸  2:14:02182 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 佐賀県

236 馬場　一彦  2:15:10183 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

235 安藤　英治  2:15:11184 ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 福岡県

68 松野　智朗  2:15:16福岡銀行185 ﾏﾂﾉ ﾄﾓｱｷ 日田市

129 片山　雅実  2:16:33186 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾐ 別府市

156 石井　洋一  2:16:34187 ｲｼｲ ﾖｳｲﾁ 福岡県

146 福本　猛之  2:16:56天神アスリーツ188 ﾌｸﾓﾄ ﾀｹﾕｷ 福岡県

185 田中　春孝  2:18:13189 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾀｶ 福岡県

86 杉田　健一  2:18:15190 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県

178 山口　博伸  2:19:35ＱＮＥＳ191 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県

161 矢幡　竜弥  2:20:49192 ﾔﾊﾀ ﾀﾂﾔ 日田市

52 綾垣　早人  2:20:58193 日田市

11 能塚　広崇  2:21:16香月病院194 ﾉｳﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｶ 福岡県

17 亀井　浩史  2:21:19日本食品㈱195 ｶﾒｲ ﾋﾛｼ 福岡県

25 野瀬　健次郎  2:21:37アスピア196 ﾉｾ ｹﾝｼﾞﾛｳ 日田市

29 西村　文昭  2:24:11197 福岡県

57 梅田　和樹  2:24:32㈱福岡銀行198 ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ 福岡県

167 木川　真一  2:24:38199 ｷｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福岡県

116 石丸　文啓  2:25:29チームミノダ200 ｲｼﾏﾙ ﾌﾐﾋﾛ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

01)ハーフ高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

117 中園　幸治  2:25:54チームＯＲＥＣ201 ﾅｶｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ 福岡県

121 吉田　千春  2:27:13202 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾊﾙ 佐賀県

33 三浦　将範  2:27:44九州電力203 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 日田市

69 小野　隼輔  2:28:21日田警察署204 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 日田市

163 板木　繁樹  2:30:03205 ｲﾀｷﾞ ｼｹﾞｷ 福岡県

94 山本　宜政  2:33:59チームイチノミヤ206 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 福岡県

106 浜口　聡  2:40:20207 ﾊﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 福岡県

14 宇野　善徳  2:41:06九州医療センター208 ｳﾉ ﾖｼﾉﾘ 福岡県

114 清水　淳平  2:42:18チームミノダ209 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡県

115 簑田　大翼  2:42:18チームミノダ210 ﾐﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 福岡県

183 澁谷　征二郎  2:43:10211 ｼﾌﾞﾔ ｾｲｼﾞﾛｳ 大分市

37 山下　清典  2:43:59212 ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾉﾘ 福岡県

189 長嶋　哲郎  2:45:01213 ﾅｶﾞｼﾏ ﾃﾂﾛｳ 福岡県

175 尾曽根　優作  2:52:40無所属214 ｵｿﾞﾈ ﾕｳｻｸ 福岡県

187 南　勇紀  2:53:20福岡県215 ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ 福岡県

191 小笠原　直斗  2:58:50216 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 大分市

39 森下　士文  3:08:01217 ﾓﾘｼﾀ ｼﾓﾝ 福岡県

193 古田　章浩  3:19:04関西大学218 ﾌﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 福岡県

Printed : 2013/03/11 12:20:39 5 / 43 ページ Official Timer & Results By I.SAM



順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

346 渡辺　成祐  1:13:35つくしちゃん1 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾛ 福岡県

356 亀山　正義  1:20:15日田走ろう会2 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 日田市

360 田中　正明  1:21:39ソニック福岡ＲＣ3 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 福岡県

418 松尾　和彦  1:23:21ランザローテ4 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

381 釘岡　適良  1:24:00テキラッチョ5 ｸｷﾞｵｶ ﾃｷﾗ 大分市

400 岩崎　秀樹  1:25:47天神ＲＣ6 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

352 廣瀬　栄治  1:26:20（株）荏原電産7 ﾋﾛｾ ｴｲｼﾞ 福岡県

378 後藤　哲也  1:27:428 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ 福岡県

331 石橋　正行  1:27:52中央発条工業9 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾕｷ 福岡県

344 原　稔祐  1:28:04枚方マスターズ10 ﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

397 佐藤　弘康  1:28:25Ｐｒｉｄｅ－Ｈ11 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 大分市

335 梅木　昭則  1:28:50森友会12 ｳﾒｷ ｱｷﾉﾘ 玖珠町

414 寺田　逸朗  1:29:14三気の里13 ﾃﾗﾀﾞ ｲﾂﾛｳ 熊本県

399 伊東　次朗  1:29:1614 ｲﾄｳ ｼﾞﾛｳ 熊本県

453 大橋　正幸  1:29:2315 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 大分市

354 岡田　拓也  1:29:47電気化学工業16 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 福岡県

313 森本　栄二  1:29:58正興電機17 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲｼﾞ 福岡県

330 馬田　朝夫  1:31:5118 ﾏﾀﾞ ｱｻｵ 福岡県

309 山口　隆司  1:33:0319 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 玖珠町

367 榎　英登史  1:33:10サッポロビール20 ｴﾉｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 日田市

443 日浦　敏郎  1:33:4021 ﾋｳﾗ ﾄｼｵ 福岡県

359 作本　浩司  1:34:0422 ｻｸﾓﾄ ﾋﾛｼ 熊本県

406 大熊　秀明  1:34:07日田中央病院23 ｵｵｸﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 日田市

324 矢野　孝典  1:34:21西日本プラント24 ﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 玖珠町

322 髙倉　健一  1:34:5625 ﾀｶｸﾗ ｹﾝｲﾁ 日田市

401 白谷　智宣  1:35:3226 ｼﾗﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ 福岡県

355 植村　嘉文  1:35:52★帰りにビール27 ｳｴﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 福岡県

323 山口　俊明  1:36:07第４偵察隊28 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 福岡県

334 髙瀬　靖二  1:36:2029 日田市

358 浜崎　淳一  1:36:3130 ﾊﾏｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分市

454 高瀬　修二  1:37:21自衛隊福岡病院31 ﾀｶｾ ｼｭｳｼﾞ 福岡県

301 半田　清二  1:37:3232 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾞ 福岡県

407 和田　俊行  1:37:47ガッツ男Ｒ33 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 福岡県

343 山本　耕一  1:37:5234 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 福岡県

364 治良丸　博英  1:37:5635 ｼﾞﾛﾏﾙ ﾋﾛﾋﾃﾞ 福岡県

347 新岡　徹憲  1:38:05完走くちびる36 ﾆｲｵｶ ﾃﾂﾉﾘ 福岡県

316 黑野　京里  1:38:05ミドルサイトＲＣ37 ｸﾛﾉ ｷｮｳﾘ 福岡県

389 小川　茂  1:38:0838 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 佐賀県

425 中島　敏啓  1:38:1639 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾋﾛ 佐賀県

351 門口　弘治  1:38:1840 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長崎県

377 古屋　真之  1:38:41チームがみポン41 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾕｷ 福岡県

307 木下　義晶  1:39:02いもＱ42 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｱｷ 福岡県

388 安部　由布樹  1:39:0943 ｱﾍﾞ ﾕﾌｷ 福岡県

426 本田　浩一郎  1:39:18福岡法務局44 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県

421 日野　束穂  1:39:4345 ﾋﾉ ﾂｶﾎ 熊本県

338 筧　竜二  1:39:5046 ｶｹｲ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

423 河村　賢一  1:39:5147 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 別府市

375 大神　博央  1:40:06上野公園病院48 ｵｵｶﾞﾐ ﾋﾛﾁｶ 大分市

416 小城　左治  1:40:1549 ｵｷﾞ ｽｹﾊﾙ 福岡県

395 石田　隆人  1:40:19ウインドラン50 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾄ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

408 井上　定司  1:40:20早良ランナーズ51 ｲﾉｳｴ ﾃｲｼﾞ 福岡県

318 東島　善章  1:40:3352 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ 佐賀県

460 阿部　和幸  1:40:55キリンビバレッジ53 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 大分市

361 福永　剛  1:41:0454 ﾌｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ 大分市

458 小田　直哉  1:41:3155 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 大分市

427 佐藤　俊行  1:41:4856 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 福岡県

457 大村　哲也  1:42:0457 ｵｵﾑﾗ ﾃﾂﾔ 福岡県

410 上野　学  1:42:1858 ｳｴﾉ ﾏﾅﾌﾞ 福岡県

337 安枝　誠  1:42:23プラテック陸上部59 ﾔｽｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 福岡県

366 白土　史隆  1:42:36ＲＴクロとら60 ｼﾗﾂﾁ ﾌﾐﾀｶ 福岡県

328 江口　隆史  1:43:11昔からライオンズ61 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 佐賀県

461 中村　慎一  1:43:1262 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 福岡県

402 後藤　誠一郎  1:43:18早良ランナーズ63 ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 福岡県

447 松原　真二  1:43:41ルート１３２健軍64 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 日出町

442 宮原　雄一  1:43:4765 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 大分市

369 佐藤　由生  1:43:57大分銀行66 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 大分市

329 太田　一美  1:44:0667 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖｼ 福岡県

304 小野　文典  1:44:1568 ｵﾉ ｱﾔﾉﾘ 九重町

379 森元　孝幸  1:44:16かえで69 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 佐賀県

340 石橋　富士男  1:44:1970 ｲｼﾊﾞｼ ﾌｼﾞｵ 長崎県

455 福元　健一  1:44:2271 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 福岡県

444 谷口　泰裕  1:44:30暖Ｄａｎ72 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 長崎県

315 田中　宏幸  1:44:5173 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 佐賀県

339 畠中　利巳  1:45:3074 日出町

342 平方　祐一  1:45:36メイスイ75 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳｲﾁ 福岡県

376 山澤　宏樹  1:45:48ウィンドラン76 ﾔﾏｻﾜ ﾋﾛｷ 熊本県

403 井上　智久  1:45:48ウィンドラン77 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋｻ 福岡県

341 船津　孝  1:46:0678 ﾌﾅﾂ ﾀｶｼ 福岡県

306 貞清　俊介  1:46:1579 ｻﾀﾞｷﾖ ｼｭﾝｽｹ 日田市

430 三好　康宏  1:46:2180 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋﾛ 大分市

468 山田　将明  1:46:4381 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 別府市

302 鬼丸　祐輔  1:46:56鬼丸雪山窯元82 ｵﾆﾏﾙ ﾕｳｽｹ 福岡県

326 田中　清治  1:47:22下大利ランナーズ83 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 福岡県

383 中園　昇  1:48:0384 ﾅｶｿﾞﾉ ﾉﾎﾞﾙ 日出町

417 原武　司朗  1:48:0685 ﾊﾗﾀｹ ｼﾛｳ 福岡県

311 中村　圭助  1:48:1186 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 福岡県

467 末竹　快健  1:48:27株式会社すえたけ87 ｽｴﾀｹ ｶｲｹﾝ 日田市

319 鎌倉　智之  1:49:29福岡銀行88 ｶﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

429 川口　友幸  1:49:32早良ランナーズ89 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

439 梶本　敬一  1:49:45２００ｋヒッター90 ｶｼﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 福岡県

409 宇留嶋　弘宣  1:50:52別府の重迫91 ｳﾙｼﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 別府市

348 湯瀬　勇一  1:51:0892 ﾕｾﾞ ﾕｳｲﾁ 福岡県

372 東雲　誠  1:51:14かずはるだいＡＦ93 ｼﾉﾉﾒ ﾏｺﾄ 日田市

310 石橋　正章  1:51:19玖珠自衛隊94 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｱｷ 玖珠町

357 古澤　光太  1:51:21中外走ろう会95 ﾌﾙｻﾜ ｺｳﾀ 福岡県

308 坂本　省三  1:51:3596 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ 熊本県

333 川津　栄治  1:51:5597 日田市

405 吹上　智紀  1:52:35ＴＲＩ大分ＡＥ98 ﾌｷｱｹﾞ ﾄﾓﾉﾘ 宇佐市

303 織田　貴裕  1:53:0799 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大分市

305 河野　明  1:53:22ＪＡべっぷ日出100 ｺｳﾉ ｱｷﾗ 日出町

Printed : 2013/03/11 12:20:39 7 / 43 ページ Official Timer & Results By I.SAM



順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

404 古賀　健一  1:53:22松尾サービス101 ｺｶﾞ ｹﾝｲﾁ 福岡県

398 綾部　弘信  1:53:36102 ｱﾔﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福岡県

374 菊池　賢一郎  1:53:44ソニーペーロン部103 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長崎県

470 中村　学  1:53:44104 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 福岡県

456 片山　哲也  1:54:00105 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ 佐伯市

387 栄　英樹  1:54:04106 ｻｶｴ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

390 久徳　輝幸  1:54:38Ｎ－ライオンズ107 ｷｭｳﾄｸ ﾃﾙﾕｷ 福岡県

440 高橋　鶴也  1:54:44108 ﾀｶﾊｼ ﾂﾙﾔ 熊本県

353 西村　晃一  1:54:52109 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 大分市

365 田嶋　吾一  1:54:56110 ﾀｼﾞﾏ ｺﾞｲﾁ 福岡県

420 柳田　公司  1:55:34九地整111 ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｼﾞ 福岡県

449 薮亀　和博  1:55:46トーリテックス112 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大分市

321 稲村　卓治  1:56:36113 ｲﾅﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 福岡県

350 城　辰也  1:57:59東峰陸上同好会114 ｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 福岡県

391 高尾　雅之  1:57:59115 ﾀｶｵ ﾏｻﾕｷ 福岡県

428 坂本　尚之  1:58:04川笑ランナーズ116 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 福岡県

412 竹山　浩  1:58:07117 ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ 福岡県

327 柳井　保  1:59:44大分キャノン118 大分市

469 武内　秀也  2:01:16119 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾔ 大分市

392 石田　誠  2:02:45120 ｲｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 大分市

373 勝田　浩誠  2:03:38121 ｶﾂﾀ ｺｳｾｲ 杵築市

382 斎藤　敏広  2:03:48122 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

422 大平原　慶幸  2:03:53123 ｵｵﾋﾗﾊﾞﾙ ﾖｼﾕｷ 中津市

448 平川　純一  2:04:02124 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県

450 笹葉　眞  2:06:38マルホ（株）125 ｻｻﾊﾞ ﾏｺﾄ 福岡県

384 中村　正裕  2:07:27126 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 日田市

459 原田　嘉郎  2:07:35アルフレッサ（株）127 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 大分市

463 井手　拓呂生  2:07:45アルフレッサ128 ｲﾃﾞ ﾀｸﾛｳ 大分市

363 須藤　宏  2:08:29北九州走ろう会129 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 福岡県

431 大塚　弘雅  2:08:38130 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾏｻ 福岡県

434 塚本　賢一  2:08:47アトム薬局131 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分市

441 白土　浩一  2:09:17132 ｼﾗﾂﾁ ｺｳｲﾁ 福岡県

451 堀池　英二  2:10:26133 ﾎﾘｲｹ ｴｲｼﾞ 長崎県

332 舍川　憲一  2:11:12やまはる４６134 ﾄﾈｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 福岡県

325 下之園　学  2:13:33敬天愛人会135 ｼﾓﾉｿﾉ ﾏﾅﾌﾞ 玖珠町

413 鍋嶋　哲哉  2:13:41ホシザキ136 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾃﾂﾔ 福岡県

424 梶山　正則  2:15:50137 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 佐賀県

466 竹ノ井　嘉治  2:16:55ザ・ナバーズ138 ﾀｹﾉｲ ﾖｼﾊﾙ 玖珠町

415 大原　誠  2:18:27139 ｵｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 大分市

370 田中　幸二  2:19:41シカタナカ140 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 福岡県

464 田村　雄一郎  2:21:51141 ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福岡県

462 廣田　貴裕  2:23:38九州リース142 ﾋﾛﾀ ﾀｶﾋﾛ 大分市

385 沼田　道宏  2:24:33西岡ＭＣ143 ﾇﾏﾀ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県

465 松尾　公二  2:24:59144 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 日田市

336 吉田　智行  2:26:56145 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

317 木蓋　耕生  2:29:50146 ｷﾌﾀ ｺｳｾｲ 福岡県

435 木村　一生  2:30:40九州電気保安協会147 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｵ 日出町

433 秦　徹也  2:34:52住友生命148 ｼﾝ ﾃﾂﾔ 大分市

371 板津　明弘  2:36:29佑愛塾149 ｲﾀﾂ ｱｷﾋﾛ 長崎県

436 辰口　光弥  2:42:59150 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾐﾂﾔ 日出町
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

02)ハーフ40歳代男子
カナ 市町村

438 青木　宏之  2:46:28151 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

437 弓達　公行  3:13:57152 ﾕﾀﾞﾃ ｺｳﾕｷ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

586 山本　強志  1:24:34Ｔ．ＶＩＶＡ1 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 山口県

595 勝木　信行  1:25:05正興電機2 ｶﾂｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 福岡県

528 竹添　邦彦  1:27:01チーム万太郎3 ﾀｹｿﾞｴ ｸﾆﾋｺ 福岡県

607 米津　弘文  1:28:27チーム８２３4 ﾖﾈﾂﾞ ﾋﾛﾌﾐ 大分市

530 森部　純一  1:29:075 ﾓﾘﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県

594 藪井　秀人  1:31:23チーム８２１6 ﾔﾌﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ 大分市

545 高木　克行  1:31:47久留米拘7 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾕｷ 佐賀県

560 福田　隆弘  1:33:00ソフトバンク8 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

524 吉冨　弘  1:34:26陸上自衛隊9 ﾖｼﾄﾞﾐ ﾋﾛｼ 福岡県

551 麻生　昭好  1:34:45ＮＴＴ西日本大分支店10 大分市

581 森田　篤  1:34:49ＦＨＪＣ11 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ 福岡県

556 船津　義彦  1:34:5012 ﾌﾅﾂ ﾖｼﾋｺ 福岡県

554 髙村　政則  1:35:24本城陸上クラブ13 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 福岡県

604 内海　善之  1:35:27ふれあい14 ｳﾂﾐ ﾖｼﾕｷ 福岡県

589 飯沼　良行  1:35:40Ｔ‐シャカリキ15 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 中津市

585 本荘　良浩  1:36:1816 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾛ 日田市

517 吉田　清彦  1:36:3217 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾋｺ 国東市

600 掛布　恒弘  1:36:36八幡ハイキャスト18 ｶｹﾉ ﾂﾈﾋﾛ 中津市

580 公門　和己  1:37:0519 ｸﾓﾝ ｶｽﾞﾐ 佐賀県

539 熊本　英俊  1:37:48鹿島小学校20 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 佐賀県

508 官崎　正享  1:38:2521 ｶﾝｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都

645 久恒　太一  1:38:3322 ﾋｻﾂﾈ ﾀｲﾁ 中津市

631 髙倉　良久  1:38:3623 ﾀｶｸﾗ ﾖｼﾋｻ 福岡県

629 馬場　和也  1:38:43鹿大桜岳会24 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 福岡県

656 瀧石　文徳  1:38:44マグナム大分25 ﾀｷｲｼ ﾌﾐﾉﾘ 大分市

569 石川　健一  1:39:12システムアイ26 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 福岡県

501 福島　正美  1:39:59コープ保険サービス27 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾐ 福岡県

614 藤瀬　吉博  1:40:06ニチボー28 ﾌｼﾞｾ ﾖｼﾋﾛ 玖珠町

509 寺嶋　雅昭  1:41:1629 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻｱｷ 福岡県

546 垂水　博  1:42:27クランク・イン！30 ﾀﾙﾐ ﾋﾛｼ 大分市

577 佐竹　広文  1:42:4531 ｻﾀｹ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

597 堅志　英之  1:42:49キヤノン杵築32 ｶﾀｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 日出町

540 佐藤　康徳  1:43:0133 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 日田市

612 川野　章  1:43:04中津ジームズ34 ｶﾜﾉ ｱｷﾗ 中津市

599 門川　頼俊  1:43:0635 ｶﾄﾞｶﾜ ﾖﾘﾄｼ 熊本県

598 久篠　康範  1:43:2136 ｸｼﾉ ﾔｽﾉﾘ 福岡県

502 川元　常行  1:43:4837 ｶﾜﾓﾄ ﾂﾈﾕｷ 福岡県

532 柳内　寅寿  1:43:5638 ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 福岡県

548 長田　雅人  1:44:03Ｄ・Ｓマラソン愛好会39 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾄ 大分市

655 増山　睦芳  1:44:05はこざき虹会40 ﾏｽﾔﾏ ﾑﾂﾖｼ 福岡県

610 豊田　就志  1:44:28ＰＳＮ41 ﾄﾖﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 福岡県

593 西田　正則  1:45:08すわっこらんな42 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 福岡県

547 立石　弘実  1:45:25朝日山ＲＣ43 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛﾐ 佐賀県

647 飯田　茂  1:46:03ナス我ママ44 ｲｲﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 長崎県

538 案西　博  1:46:19Ｃａｆｅ１９１７45 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｼ 福岡県

648 田尻　祐司  1:46:39久留米走ろう会46 ﾀｼﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 福岡県

570 関根　健二  1:46:43ファンラン小竹47 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ 福岡県

606 丸山野　吉秋  1:46:53ＮＪＲＣ48 ﾏﾙﾔﾏﾉ ﾖｼｱｷ 中津市

582 上部　泰秀  1:46:59ＦＨＪＣ49 ｳﾜﾍﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 福岡県

522 渡辺　徳雄  1:47:4550 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 臼杵市
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03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

542 今永　正直  1:47:5751 ｲﾏﾅｶﾞ ﾏｻﾅｵ 中津市

504 光安　英章  1:48:01天神ＲＣ52 ﾐﾂﾔｽ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県

609 西田　民夫  1:48:3453 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾐｵ 福岡県

575 山口　高広  1:49:06迷走会54 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

525 村里　克哉  1:49:46(有)村里建設55 ﾑﾗｻﾞﾄ ｶﾂﾔ 長崎県

650 奥村　博己  1:49:4756 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾐ 別府市

568 尾崎　康弘  1:50:12豊田小57 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 中津市

520 岩城　正勝  1:50:1558 ｲﾜｷ ﾏｻｶﾂ 福岡県

503 下田　正浩  1:50:30西部ガス59 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

579 田中　亨  1:50:46大濠ランナーズ60 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 福岡県

527 木崎　米吉  1:50:47ライジング・サン61 ｷｻﾞｷ ﾖﾈﾖｼ 大分市

613 松尾　稔浩  1:50:48ＦＸ九州62 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾛ 長崎県

552 諏訪　秀典  1:51:12ＮＴＴ西日本大分支店63 大分市

514 大戸　哲郎  1:51:2664 ﾈｷﾞ ﾃﾂﾛｳ 大分市

512 鳥越　郁朗  1:51:3365 ﾄﾘｺﾞｴ ｲｸﾛ 福岡県

587 二石　俊生  1:51:35★２１４66 ﾌﾀﾂｲｼ ﾄｼｵ 福岡県

616 櫻井　一郎  1:51:46福岡ＰＣＯ67 ｻｸﾗｲ ｲﾁﾛｳ 茨城県

617 今村　晴彦  1:51:56チームＯＲＥＣ68 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 福岡県

572 石川　勝憲  1:52:26乱ＲＵＮクラブ69 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾉﾘ 福岡県

521 平塚　利男  1:53:0570 ﾋﾗﾂｶ ﾄｼｵ 佐賀県

637 和田　明久  1:53:3471 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋｻ 別府市

623 村上　隆生  1:53:46台風クラブ72 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｵ 福岡県

633 廣井　義一  1:53:47ＪＡ熊本経済連73 ﾋﾛｲ ﾖｼｶｽﾞ 熊本県

601 野口　隆弘  1:53:51ＭＩＴＳＵＩＲＧ74 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

565 鍋島　研人  1:54:1375 ﾅﾍﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 福岡県

625 仁位　周介  1:54:2476 ﾆｲ ｼｭｳｽｹ 福岡県

529 松原　一彦  1:54:29ライングフット77 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

605 村上　友一  1:54:32ホシザキ78 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 福岡県

583 宮原　隆史  1:54:4179 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｶｼ 長崎県

550 久保　亨  1:54:4280 日田市

624 川上　剛孝  1:54:50天神アスリーツ81 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾀｶ 福岡県

549 朝倉　博幸  1:54:5882 日田市

574 城戸　寿弘  1:55:04楽丸酒造83 ｷﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ 日田市

618 野田　能孝  1:55:27チームＯＲＥＣ84 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 福岡県

563 村田　直紹  1:55:50東京海上日動85 ﾑﾗﾀ ﾅｵﾂｸﾞ 佐賀県

567 高島　収  1:55:5886 ﾀｶｼﾏ ｵｻﾑ 福岡県

635 豊原　敬二  1:56:1387 ﾄﾖﾊﾗ ｹｲｼﾞ 福岡県

526 坂東　和佳  1:56:2588 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ 宇佐市

534 波津久　健一  1:56:28ボチボチ走ＲＵＮ会89 ﾊﾂﾞｸ ｹﾝｲﾁ 豊後大野市

620 上野　俊祐  1:57:01大分リース90 ｳｴﾉ ﾄｼﾋﾛ 大分市

559 内田　栄  1:57:0791 ｳﾁﾀﾞ ｻｶｴ 福岡県

626 石坂　正登  1:57:09九州電気保安協会92 ｲｼｻﾞｶ ﾏｻﾄ 大分市

619 安達　憲男  1:57:11アビロークラブ93 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｵ 別府市

515 梶原　和久  1:57:20アートライズ94 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ 大分市

535 宮原　則好  1:57:38チーム　こちかめ95 ﾐﾔﾊﾗ ﾉﾘﾖｼ 佐賀県

523 江藤　潤  1:57:43走健美☆96 福岡県

557 石黒　篤  1:57:5297 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾂｼ 福岡県

643 森高　一彦  1:58:20森高脳神経外科98 ﾓﾘﾀｶ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県

507 久積　和幸  1:59:22アステム99 ﾋｻﾂﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ 熊本県

630 林　博幸  1:59:38100 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 佐賀県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

03)ハーフ50歳代男子
カナ 市町村

651 片山　算久  1:59:38西日本プラント101 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県

541 坂口　喜久男  1:59:54102 ｻｶｸﾞﾁ ｷｸｵ 日田市

571 田中　智彦  2:00:29103 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 熊本県

558 大塚　猛敏  2:00:45チクホウギンコウ104 ｵｵﾂｶ ﾀｹﾄｼ 福岡県

654 渡邉　隆  2:00:56明愛会105 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｶｼ 大分市

553 伊東　浩  2:02:34ＮＴＴ西日本大分支店106 大分市

640 城本　孝二  2:03:36ＴＡＹＡ107 ｼﾛﾓﾄ ｺｳｼﾞ 福岡県

511 緒方　克次  2:03:50108 ｵｶﾞﾀ ｶﾂｼﾞ 玖珠町

519 平野　孝高  2:04:14109 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾀｶ 福岡県

562 中洲　浩之  2:04:17110 ﾅｶｽ ﾋﾛﾕｷ 中津市

537 鷹尾　通高  2:05:21ミドルサイトＲＣ111 ﾀｶｵ ﾐﾁﾀｶ 福岡県

561 佐藤　広徳  2:05:58112 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 福岡県

602 坂本　正行  2:06:23金山川ｒｃ113 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 福岡県

513 佐藤　裕一  2:06:53114 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 由布市

628 江藤　秀樹  2:06:55筑後信用金庫115 ｴﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

578 白水　善尚  2:07:49116 ｼﾛｳｽﾞ ﾖｼﾅｵ 福岡県

661 森　友宏  2:08:13Ｐｒｉｄｅ－Ｈ117 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 大分市

510 上原　謙一  2:08:17118 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 福岡県

638 辻　栄治  2:09:27119 ﾂｼﾞ ｴｲｼﾞ 福岡県

636 安部　秀敏  2:12:21120 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 別府市

660 藤原　博司  2:14:41福岡台風クラブ121 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 福岡県

576 横川　幸一  2:14:53122 ﾖｺｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 福岡県

505 平島　稔  2:15:25123 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾉﾙ 広島県

573 宮崎　陽彦  2:15:41さわらびＦ＆Ｃ124 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾋｺ 福岡県

653 山崎　敦夫  2:15:51石井小学校125 ﾔﾏｻｷ ｱﾂｵ 大分市

543 加來　勉  2:16:17天領日田ＡＨＧ126 ｶｸ ﾂﾄﾑ 福岡県

659 小田　謙二  2:17:34福岡台風クラブ127 ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

634 岩田　直仁  2:18:04128 ｲﾜﾀ ﾅｵﾋﾄ 福岡県

622 井堂　勝啓  2:18:49129 ｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

591 小浦　清隆  2:19:24ＪＲ九州商事130 ｺｳﾗ ｷﾖﾀｶ 福岡県

536 許斐　良昭  2:21:20温泉大好きクラブ131 ｺﾉﾐ ﾖｼｱｷ 福岡県

608 近藤　昌夫  2:32:02ちんたランズ132 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 福岡県

632 安倍　順一  2:39:36133 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分市

639 田代　和久  2:56:00カールおじさん134 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

04)ハーフ60歳以上男子
カナ 市町村

738 森山　恵悟  1:28:32中尾総業1 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ 長崎県

711 石田　健治  1:28:42天神ＲＣ2 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

733 早野　辰巳  1:32:43元宮ランナーズ3 ﾊﾔﾉ ﾀﾂﾐ 長崎県

732 中島　和男  1:32:46博多陸友会4 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｵ 福岡県

706 殿畑　清  1:38:37福岡県職ＭＯＢ5 ﾄﾉﾊﾀ ｷﾖｼ 福岡県

713 中村　松夫  1:40:266 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾂｵ 岡山県

741 安永　信久  1:40:397 ﾔｽﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 福岡県

735 居石　嘉浩  1:41:07ＢＳスポーツクラブ8 ｽｴｲｼ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

742 永野　文彦  1:42:07久留米市生きがい9 ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾋｺ 福岡県

782 渡辺　作満  1:42:41ＳＰＡ10 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾐﾂ 福岡県

764 千住　丈次  1:43:02博多陸友会11 ｾﾝｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 福岡県

762 山下　次郎  1:43:0812 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ 福岡県

775 古賀　洋一  1:44:0813 ｺｶﾞ ﾖｳｲﾁ 福岡県

731 木戸　季雄  1:44:1814 ｷﾄﾞ ｽｴｵ 福岡県

726 中富　倫彦  1:44:19らんらん倶楽部15 ﾅｶﾄﾐ ﾉﾘﾋｺ 福岡県

728 溝口　邦生  1:44:24天神ＲＣ16 ﾐｿﾞｸﾁ ｸﾆｵ 福岡県

770 渡邉　輝夫  1:44:51室見ワン17 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｵ 福岡県

743 山本　正治  1:45:10ＲＣ宮田18 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

730 塚本　博史  1:45:23ブリヂストン19 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 福岡県

702 佐藤　信一郎  1:46:43太宰府走ろう会20 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

784 毛利　啓二郎  1:47:32スーパーマンクラブ21 ﾓｳﾘ ｹｲｼﾞﾛｳ 福岡県

718 村尾　有司  1:47:3922 ﾑﾗｵ ﾕｳｼﾞ 福岡県

709 後藤　直  1:49:0323 ｺﾞﾄｳ ｽﾅｵ 大分市

719 香月　玄洋  1:49:41香月病院24 ｶﾂｷ ｹﾞﾝﾖｳ 福岡県

705 松村　泰幸  1:51:29乱Ｒｕｎクラブ25 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 福岡県

714 安武　哲義  1:53:06筑紫ＡＣ26 ﾔｽﾀｹ ﾃﾂﾖｼ 福岡県

755 川口　博昭  1:53:16天神ＲＣ27 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 福岡県

724 野下　幸男  1:53:21ＴＯＫＵＳＡＮ28 ﾉｼﾀ ｻﾁｵ 福岡県

701 谷川　豊  1:53:41福岡市役所Ｔ・Ｃ29 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 福岡県

757 増田　竹廣  1:54:4830 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 長崎県

756 大野　政之  1:54:59美和台ＨＲＣ31 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ 福岡県

783 桜井　健二  1:55:35山口ＵＲＣ32 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ 山口県

760 西尾　暁  1:55:59天神ＲＣ33 ﾆｼｵ ｱｷﾗ 福岡県

729 城野　雅文  1:56:24天神ブラザーズ34 ｷﾉ ﾏｻﾌﾐ 福岡県

751 渡邊　菊雄  1:56:37赤帽三臼参急35 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 臼杵市

777 末原　芳行  1:57:5636 ｽｴﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 福岡県

746 久保田　剛  1:58:26㈱アサノ37 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 佐賀県

761 岡部　一夫  1:58:48天神ＲＣ38 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞｵ 福岡県

710 梅野　正彦  1:58:5539 ｳﾒﾉ ﾏｻﾋｺ 福岡県

767 杉野　和夫  1:58:5940 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞｵ 福岡県

758 坂崎　喜茂  1:59:17ハチハチ化学41 ｻｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 福岡県

765 八記　孝夫  1:59:2442 ﾔﾂｷ ﾀｶｵ 佐賀県

708 結城　教次郎  2:00:50北九州こんぴらクラブ43 ﾕｳｷ ｷｮｳｼﾞﾛｳ 福岡県

785 和田　泰明  2:00:50阪急阪神ホテルズ44 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ 福岡県

721 木戸　孝雄  2:01:3345 ｷﾄﾞ ﾀｶｵ 福岡県

723 山田　龍男  2:02:3446 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ 佐賀県

773 斉藤　通貴  2:02:4747 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾀｶ 中津市

778 唐鎌　寛治  2:02:5948 ｶﾗｶﾏ ｶﾝｼﾞ 福岡県

727 寺澤　正  2:03:11天神ＲＣ49 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 福岡県

759 江藤　博美  2:04:58天神ランナーズ50 ｴﾄｳ ﾋﾛﾐ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

04)ハーフ60歳以上男子
カナ 市町村

769 吉武　正二  2:05:0951 ﾖｼﾀｹ ﾏｻｼﾞ 別府市

722 山本　俊雄  2:06:1252 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 福岡県

739 田中　義三  2:09:02ちくしの楽走会53 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ 福岡県

776 甲斐　晋典  2:09:3554 ｶｲ ｼﾝｽｹ 福岡県

715 井上　千一  2:09:5555 ｲﾉｳｴ ｾﾝｲﾁ 佐賀県

745 岡部　弘幸  2:10:1956 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

712 坪根　健一  2:10:34九州電気保安協会57 ﾂﾎﾞﾈ ｹﾝｲﾁ 佐伯市

780 吉村　恵  2:12:57ジュピター58 ﾖｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾑ 福岡県

740 手嶋　龍雄  2:13:0559 ﾃｼﾏ ﾀﾂｵ 千葉県

752 野方　重夫  2:13:18さがアスロンクラブ60 ﾉｶﾞﾀ ｼｹﾞｵ 佐賀県

763 鶴田　祥一  2:14:57ＦＴＣ61 ﾂﾙﾀ ｼｮｳｲﾁ 福岡県

704 竹本　澄雄  2:15:1362 ﾀｹﾓﾄ ｽﾐｵ 中津市

772 中山　勉  2:15:4563 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ 福岡県

737 米原　國人  2:20:2264 ﾖﾈﾊﾗ ｸﾆﾋﾄ 福岡県

749 中川　孝美  2:20:3665 日田市

766 植野　俊司  2:21:5566 ｳｴﾉ ｼｭﾝｼﾞ 豊後高田市

716 前田　敏和  2:22:13ウインｽﾞ楽走会67 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 福岡県

744 永野　安男  2:27:3468 熊本県

781 溝口　知行  2:28:16溝口整形外科病院69 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

736 金任　録  2:33:2070 ｷﾝﾆﾝ ﾛｸ 福岡県

725 山内　敏行  2:38:5671 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ 福岡県

734 林田　正幸  2:40:58上野公園病院72 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 日田市

779 西村　正己  2:42:1073 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾐ 福岡県

748 小川　隆平  2:59:2974 日田市

707 内田　昊治  3:06:4375 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14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

05)10Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

1053 中山　徹  0:33:231 ﾅｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 福岡県

1067 小野　智之  0:33:512 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

1002 須山　大地  0:34:09香川大学3 ｽﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 香川県

1060 橋口　友紀  0:34:54ＫＧＬ福岡浄水4 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ 佐賀県

1056 野上　剛  0:35:45久留米広域消防5 ﾉｶﾞﾐ ﾀｹｼ 福岡県

1071 浪崎　智治  0:36:046 ﾅﾐｻｷ ﾄﾓﾊﾙ 福岡県

1054 田中　幸明  0:36:077 ﾀﾅｶ ｺｳﾒｲ 福岡県

1026 藤井　祐輔  0:36:268 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 玖珠町

1020 竹山　幸志  0:37:12チーム８００２9 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｼﾞ 玖珠町

1059 佐藤　栄一  0:37:18ＮＴＴ西九州本部10 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 福岡県

1022 出口　寛貴  0:38:02チーム８００２11 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 玖珠町

1049 進　英樹  0:38:1312 ｼﾝ ﾋﾃﾞｷ 日田市

1080 内山　純洋  0:38:39新栄建設13 ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾋﾛ 福岡県

1069 末次　真浩  0:38:59福岡病院14 ｽｴﾂｸﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

1058 林　義博  0:39:1815 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

1066 松本　友広  0:39:1916 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県

1011 中野　翔允  0:39:3517 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾏ 玖珠町

1019 手柴　卓也  0:39:48古川メガネ会18 ﾃｼﾊﾞ ﾀｸﾔ 玖珠町

1073 柏村　孟志  0:40:15大濠会19 ｶｼﾑﾗ ﾀｹｼ 福岡県

1086 和田　広之  0:40:4820 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大分市

1050 小野　哲生  0:41:4921 大分市

1098 山下　真人  0:42:07ＲＣ８００２22 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 玖珠町

1003 岡留　健二  0:42:0923 ｵｶﾄﾞﾒ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1065 神野　翔  0:42:1124 ｶﾐﾉ ｼｮｳ 日田市

1015 籔谷　裕太  0:42:2125 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 別府市

1017 鍛治屋　智之  0:42:5826 ｶｼﾞﾔ ﾄﾓﾕｷ 玖珠町

1023 古川　貴志  0:43:33陸上自衛隊27 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 玖珠町

1075 工藤　英介  0:43:3428 ｸﾄﾞｳ ｴｲｽｹ 大分市

1021 田原　稔之  0:43:35チーム８００２29 ﾀﾊﾞﾙ　ﾄｼﾕｷ 玖珠町

1028 竹本　幸平  0:44:02玖珠自衛隊30 ﾀｹﾓﾄ ｺｳﾍｲ 玖珠町

1041 山下　恭裕  0:44:25竹田南高等学校31 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｽｹ 竹田市

1025 大毛　健史  0:44:3632 ﾀﾞｲﾓｳ ﾀｹｼ 玖珠町

1024 宮本　堅生  0:44:3633 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｾｲ 玖珠町

1082 馬田　博史  0:44:52寿正造園34 ﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 福岡県

1095 高藤　博之  0:44:53大分県庁35 ﾀｶﾌｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 日出町

1062 原　信哉  0:45:3336 ﾊﾗ ｼﾝﾔ 別府市

1033 矢野　祥平  0:45:4137 日田市

1088 小名川　知徳  0:45:4338 ｺﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 日田市

1034 野田　太一  0:46:1439 日田市

1090 阿部　智幸  0:46:17ＫＴＳ40 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 大分市

1051 古閑　友馬  0:46:3741 ｺｶﾞ ﾕｳﾏ 福岡県

1030 高木　一憲  0:46:55Ｄ・Ｓマラソン愛好会42 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 大分市

1085 原川　直人  0:47:0243 ﾊﾗｶﾜ ﾅｵﾄ 日田市

1092 桐谷　元基  0:47:09プラズマ研究室44 ｷﾘﾀﾆ ｹﾞﾝｷ 長崎県

1076 安部　圭助  0:47:16ＴＥＡＭ苺茄ｓ45 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 由布市

1001 池田　良広  0:47:1746 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

1093 Ｍｕｓａｂ　Ｔｉｍａｎ  0:47:54プラズマ研究室47 ﾑｻﾌﾞ ﾃｨﾏﾝ 長崎県

1068 鳥越　智也  0:48:08ＴＯＫＵＳＡＮ48 ﾄﾘｺﾞｴ ﾄﾓﾔ 熊本県

1089 児玉　豊和  0:48:5949 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾖｶｽﾞ 大分市

1043 十代田　孟士  0:49:43福岡大学50 ｿﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

05)10Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

1087 田中　裕毅  0:50:1651 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 福岡県

1029 阿部　佑亮  0:50:18Ｄ・Ｓマラソン愛好会52 ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ 大分市

1007 次部田　博  0:50:24酒蔵巡り53 ｼﾞﾌﾞﾀ ﾋﾛｼ 福岡県

1013 青木　寛徳  0:50:2654 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾘ 佐賀県

1042 中森　啓太  0:50:52竹田南高等学校55 ﾅｶﾓﾘ ｹｲﾀ 竹田市

1035 宮野　大樹  0:50:56聖陵会56 ﾐﾔﾉ ﾀﾞｲｷ 日田市

1010 砂川　忠和  0:50:5657 ｽﾅｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 日田市

1083 矢野　亮介  0:51:0558 ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ 日田市

1101 矢野　雅史  0:51:24関東学院大学59 ﾔﾉ ﾏｻﾌﾐ 日田市

1036 西見　信哉  0:51:39聖陵会60 ﾆｼﾐ ｼﾝﾔ 日田市

1045 風間　徹  0:51:41下大利ランナーズクラブ61 ｶｻﾞﾏ ﾄｵﾙ 福岡市

1016 重藤　尚登  0:51:5262 ｼｹﾞﾌｼﾞ ﾋｻﾄ 日田市

1094 吉永　泰徳  0:52:40ＷＡＫＡＮ63 ﾖｼﾅｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 福岡県

1044 工藤　堅助  0:52:45下大利ランナーズクラブ64 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ 福岡市

1009 飯盛　真一  0:52:58酒蔵巡り65 ｲｲﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 福岡県

1099 米倉　正貴  0:53:32サッポロビール㈱66 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻｷ 日田市

1040 堀池　和寛  0:53:38ＮＴＴ西日本大分支店67 大分市

1055 瀬戸　栄三  0:53:4868 ｾﾄ ｴｲｿﾞｳ 福岡県

1014 渡邉　忠  0:54:27トキハ69 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 大分市

1096 倉光　寿史  0:54:30ＰＨＯＥＢＥ70 ｸﾗﾐﾂ ﾋｻｼ 佐賀県

1027 渡辺　暢  0:54:41日田市役所71 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 日田市

1004 溝口　誠  0:54:49北九州市役所72 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 福岡県

1046 藤原　享平  0:55:14日本大学73 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳﾍｲ 日田市

1057 片江　真通  0:55:2874 ｶﾀｴ ﾏｻﾐﾁ 佐賀県

1074 村田　卓哉  0:55:3075 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾔ 福岡県

1064 瀬戸　真一  0:55:3976 ｾﾄ ｼﾝｲﾁ 福岡県

1006 坂本　修一  0:55:5277 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 福岡県

1061 浜中　健吾  0:56:45亀さんクラブ78 ﾊﾏﾅｶ ｹﾝｺﾞ 大分市

1032 小野　誠  0:57:0679 日田市

1008 千々和　義仁  0:57:14酒蔵巡り80 ﾁﾁﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ 福岡県

1012 矢羽多　左京  0:57:4081 ﾔﾊﾀ ｻｷｮｳ 日田市

1072 神園　龍一  0:57:43大濠会82 ｶﾐｿﾞﾉ ﾘｭｳｲﾁ 福岡県

1038 藤田　隆亮  0:58:45聖陵会83 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｽｹ 日田市

1091 穴井　浩平  0:59:2684 ｱﾅｲ ｺｳﾍｲ 日田市

1047 神﨑　真  0:59:51プラテック陸上部85 ｺｳｻﾞｷ ﾏｺﾄ 福岡県

1084 高木　吾朗  1:00:4086 ﾀｶｷﾞ ｺﾞﾛｳ 福岡県

1039 熊谷　佳祐  1:01:32聖陵会87 ｸﾏｶﾞｴ ｹｲｽｹ 日田市

1037 井上　旭  1:02:36聖陵会88 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 日田市

1100 酒居　秀行  1:04:2189 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 福岡県

1048 橋本　裕太  1:05:27日田市役所90 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 日田市

1018 藤　大輔  1:06:0791 ﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

1005 近藤　祥平  1:08:02アミノ☆久留米92 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 福岡県

1097 佐竹　康平  1:10:0393 ｻﾀｹ ｺｳﾍｲ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

06)10Km40歳代男子
カナ 市町村

1222 佐藤　勝人  0:32:43玖珠郡陸協1 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 玖珠町

1239 永松　良市  0:35:312 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県

1210 成松　弘紳  0:36:00Ｓ・Ｗ・Ｗ3 ﾅﾘﾏﾂ ﾋﾛﾉﾌﾞ 佐伯市

1227 伊藤　竜一  0:37:274 日田市

1223 徳丸　孝善  0:37:35ＲＣ８００２5 ﾄｸﾏﾙ ﾀｶﾖｼ 日田市

1203 今宮　俊一  0:38:35いまみや補装具サービス6 ｲﾏﾐﾔ ｼｭﾝｲﾁ 大分市

1270 上野　高男  0:39:09ノーサイド7 ｳｴﾉ ﾀｶｵ 日田市

1243 大石　賢治  0:39:37豊前八屋郵便局8 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1245 梶原　克彦  0:39:58久留米大学9 ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾋｺ 福岡県

1250 友岡　泰彦  0:41:07ＪＲ西福岡メンテ10 ﾄﾓｵｶ ﾔｽﾋｺ 福岡県

1212 馬場　竜二  0:41:3911 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

1246 穐本　和仁  0:41:47両国自動車整備12 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 国東市

1256 永濵　英樹  0:42:0113 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

1261 桑原　良太  0:43:26由宇倶楽部14 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 佐賀県

1202 袴田　政嗣  0:44:07博多陸友会15 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 福岡県

1268 伊藤　彰  0:44:1816 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 福岡県

1254 植田　正敬  0:44:3017 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 福岡県

1225 上野　泰宣  0:44:5218 日田市

1209 緒方　和久  0:45:3919 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ 大分市

1266 池田　雅洋  0:45:5120 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大分市

1255 馬場　敏之  0:46:11豊和銀行21 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 大分市

1211 木村　雄二  0:47:31日田市役所22 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 日田市

1207 森﨑　敬三  0:47:31大分信用金庫23 ﾓﾘｻｷ ｹｲｿﾞｳ 大分市

1224 木下　和夫  0:47:3424 日田市

1236 安部　雄征  0:47:41明野循環器内科25 ｱﾍﾞ ﾕｳｾｲ 大分市

1265 小野　直利  0:47:50東峰ＲＣ26 ｵﾉ ﾅｵﾄｼ 福岡県

1247 中村　明浩  0:48:0327 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 福岡県

1213 小河　貢  0:48:06朝日商会28 ｵｺﾞｳ ﾐﾂｸﾞ 福岡県

1233 田口　一平  0:48:46居酒屋空ＳＯＲＡ29 中津市

1204 山手　秀彦  0:49:3930 ﾔﾏﾃ ﾋﾃﾞﾋｺ 日田市

1271 安部　憲司  0:49:4631 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1262 石橋　康吏  0:50:3932 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｼﾞ 福岡県

1217 古川　義彦  0:50:5533 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｺ 福岡県

1218 加藤　晴久  0:51:03新興相互運輸34 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｻ 大分市

1226 岩下　喜八郎  0:51:3535 日田市

1240 吉原　孝司  0:51:50ＪＡＣ36 ﾖｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 日田市

1231 足立　隆  0:51:57ＮＴＴ西日本大分支店37 大分市

1237 梶原　信宏  0:52:23大石小学校38 ｶｼﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県

1264 鹿田　崇之  0:52:24ＯＹＡＪＩ－ＲＣ39 ｼｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 福岡県

1235 大川　裕二  0:52:58ＯＹＡＪＩ－ＲＣ40 ｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ 福岡県

1205 長澤　哲浩  0:53:1341 ﾅｶﾞｻﾜ ﾃﾂﾋﾛ 日田市

1214 廣見　宗泰  0:53:2242 ﾋﾛﾐ ｿｳﾀｲ 豊後高田市

1267 川田　大悟  0:53:2943 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 大分市

1263 中村　健一郎  0:53:3944 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

1219 雄嶋　賢志  0:54:2745 ｵｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 臼杵市

1253 神田　祥一  0:54:29ＴＯＫＵＳＡＮ46 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 熊本県

1273 清末　康宏  0:54:5547 ｷﾖｽｴ ﾔｽﾋﾛ 国東市

1228 城野　和夫  0:55:04聖陵会48 ｼﾞｮｳﾉ ｶｽﾞｵ 日田市

1269 河野　雅樹  0:55:1349 ｶﾜﾉ ﾏｻｷ 福岡県

1274 東　潤一郎  0:55:3450 ｱﾂﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

06)10Km40歳代男子
カナ 市町村

1232 中園　英人  0:55:34ＮＴＴ西日本大分支店51 大分市

1221 江藤　治  0:55:4252 ｴﾄｳ ｵｻﾑ 福岡県

1258 前川　和也  0:55:4253 ﾏｴｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 日出町

1252 角　謙二  0:55:5254 ｽﾐ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1201 丸山　豊  0:56:0755 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾀｶ 佐賀県

1206 吉田　健一  0:56:09早良ランナーズ56 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福岡県

1251 竹下　幸利  0:58:2457 ﾀｹｼﾀ ﾕｷﾄｼ 熊本県

1234 豊田　成昭  0:59:5158 大分市

1260 生田　和広  1:00:4359 ｲｸﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本県

1249 鞘野　正浩  1:02:0760 ｻﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

1248 増本　利信  1:03:2761 ﾏｽﾓﾄ ﾄｼﾉﾌﾞ 長崎県

1216 森　盛穂  1:04:3862 福岡県

1215 清水　大司郎  1:06:15北松通運㈱63 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 日田市

1241 矢部　圭志  1:07:3164 ﾔﾍﾞ ｹｲｼﾞ 福岡県

1272 渡辺　康成  1:14:58はなぺ65 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

07)10Km50歳代男子
カナ 市町村

1329 江頭　徹  0:35:21Ｅランナーズ1 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｵﾙ 福岡県

1319 池田　厚  0:36:58長崎そのぎ茶2 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 長崎県

1320 北島　良和  0:41:583 日田市

1312 寺﨑　正隆  0:42:044 ﾃﾗｻｷ ﾏｻﾀｶ 佐賀県

1332 永川　良文  0:43:45ブレイクスルー5 ﾅｶﾞｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 福岡県

1336 渡辺　博明  0:44:406 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 大分市

1318 木村　猛  0:45:36日田市役所ＳＷＳ7 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 日田市

1337 山村　幸男  0:46:258 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｷｵ 大分市

1324 佐古　博文  0:47:029 ｻｺ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

1322 古屋　浩  0:48:0310 ｺﾔ ﾋﾛｼ 大分市

1314 財津　博文  0:48:1911 ｻﾞｲﾂ ﾋﾛﾌﾐ 日田市

1328 渡邉　信介  0:48:49西部電気工業12 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 福岡県

1303 熊谷　浩  0:49:1913 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 由布市

1327 内田　博久  0:49:2614 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 佐賀県

1331 木村　浩司  0:49:2715 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県

1313 酒井　裕司  0:50:1116 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 福岡県

1343 山口　和俊  0:50:16ＦＨＲＣ17 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 福岡県

1315 安本　哲也  0:50:2418 ﾔｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ 福岡県

1306 森川　良一  0:50:25天徳会19 ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 玖珠町

1311 木戸　正志  0:50:40㈱Ｐａｌｔａｃ20 ｷﾄﾞ ﾀﾀﾞｼ 福岡県

1301 大島　正  0:51:0821 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 福岡県

1310 真田　英治  0:51:3022 ｻﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ 大分市

1309 前田　智宏  0:52:01三加和中学校23 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県

1334 麻生　美津男  0:52:37楽しんでる会24 ｱｿｳ ﾐﾂｵ 由布市

1325 古屋　恵三  0:53:1825 ｺﾔ ｹｲｿﾞｳ 大分市

1330 古閑　隆博  0:54:2326 ｺｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

1308 柚上　信昭  0:56:0327 ﾕｽﾞｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｱｷ 福岡県

1338 濱田　進  0:57:20福岡県庁28 ﾊﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 福岡県

1342 田原　憲昭  0:57:2429 ﾀﾊﾗ ﾉﾘｱｷ 福岡県

1317 羽山　賢一  0:58:2930 ﾊﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 熊本県

1307 本村　和幸  1:00:1731 ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 福岡県

1326 山﨑　康志  1:01:2632 ﾔﾏｻｷ ﾔｽｼ 福岡県

1339 穂坂　辰男  1:01:42双日九州33 ﾎｻｶ ﾀﾂｵ 福岡県

1316 三重野　鎮夫  1:02:54トップウエルネス34 ﾐｴﾉ ｼｹﾞｵ 大分市

1340 御船　弘治  1:03:4635 ﾐﾌﾈ ﾋﾛﾊﾙ 福岡県

1333 古賀　敏弘  1:03:57チームＯＲＥＣ36 ｺｶﾞ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

1302 井上　晋一  1:07:4737 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ 中津市

1341 阿部　弘彦  1:10:1038 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾋｺ 福岡県

1335 山田　博文  1:14:4539 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

08)10Km60歳以上男子
カナ 市町村

1428 林　範一  0:38:511 ﾊﾔｼ ﾉﾘｶｽﾞ 福岡県

1445 野村　龍夫  0:39:07東京海上日動2 ﾉﾑﾗ ﾀﾂｵ 長崎県

1431 坂本　由津志  0:39:58うすま苑3 ｻｶﾓﾄ ﾕﾂｼ 熊本県

1450 権藤　淳  0:43:58豊和プライドーＨ4 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 大分市

1419 権藤　實  0:44:11カメラのラビット5 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 福岡県

1415 横田　治市  0:44:576 ﾖｺﾀ ｼﾞｲﾁ 福岡県

1423 橋本　竹利  0:46:01ファミリーＲＵＮ7 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾄｼ 福岡県

1444 古宮　哲也  0:46:46ＴＥＡＭ２００Ｋ8 ﾌﾙﾐﾔ ﾃﾂﾔ 大分市

1451 河野　正寿  0:48:539 ｶﾜﾉ ﾏｻﾄｼ 大分市

1425 伊東　雅博  0:48:5410 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 大分市

1422 諏訪　健二  0:49:0911 ｽﾜ ｹﾝｼﾞ 福岡県

1416 讃井　明夫  0:50:21かわけん12 ｻﾇｲ ｱｷｵ 福岡県

1417 後藤　英二  0:50:38英清ゆ走友会13 ｺﾞﾄｳ　ｴｲｼﾞ 国東市

1421 中村　國彦  0:50:5014 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 福岡県

1430 川村　文男  0:52:1115 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 福岡県

1403 竹永　茂美  0:52:15九州大学人環学府16 ﾀｹﾅｶﾞ ｼｹﾞﾐ 福岡県

1435 森山　保人  0:52:30日田走ろう会17 ﾓﾘﾔﾏ ﾔｽﾄ 日田市

1438 熊谷　清次  0:52:5418 日田市

1439 高井　誠  0:54:05ＮＴＴ西日本大分支店19 大分市

1402 岸本　栄一郎  0:54:2220 ｷｼﾓﾄ ｴｲｲﾁﾛｳ 福岡県

1405 大中　輝幸  0:54:2521 ｵｵﾅｶ ﾃﾙﾕｷ 福岡県

1413 竹本　和則  0:55:0922 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 日田市

1401 髙田　薫  0:55:15考伝君23 ﾀｶﾀ ｶｵﾙ 福岡県

1436 平川　次雄  0:55:2724 日田市

1443 楠田　直玄  0:56:02福岡ニコニコ会25 ｸｽﾀﾞ ﾅｵﾊﾙ 福岡県

1429 小林　實  0:56:03権田にこにこＪＣ26 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 福岡県

1437 小野　重巳  0:56:5827 日田市

1442 堀田　龍也  0:56:5928 ﾎｯﾀ ﾀﾂﾔ 福岡県

1433 松岡　嘉彦  0:57:0829 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾋｺ 福岡県

1427 武富　正治  0:57:23東海大学第五高校30 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾊﾙ 福岡県

1448 高瀬　稔  0:57:3131 ﾀｶｾ ﾐﾉﾙ 福岡県

1408 林田　喜久一  0:58:01戸畑走ろう会32 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷｸｶｽﾞ 福岡県

1406 古賀　幸伸  0:58:3933 ｺｶﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 福岡県

1412 赤峰　大介  1:02:3534 ｱｶﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

1409 大内田　博  1:03:1035 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 福岡県

1424 笹尾　清史  1:03:45ＡＢＣＣ同走会36 ｻｻｵ ｷﾖｼ 福岡県

1410 櫻木　博  1:04:1537 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛｼ 福岡県

1411 上村　英夫  1:11:07ウィングフットＲＣ38 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 福岡県

1420 稲尾　登志高  1:12:0739 ｲﾅｵ ﾄｼﾀｶ 別府市
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第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

09)5Km中学生男子
カナ 市町村

5021 髙津　康頌  0:16:07阿蘇中学校1 ﾀｶﾂ ｺｳｼｮｳ 熊本県

5017 戸髙　健斗  0:16:21三輪中陸上部2 ﾄﾀﾞｶ ｹﾝﾄ 福岡県

5010 西岡　樹青  0:16:28三輪中学校3 ﾆｼｵｶ ｲｯｾｲ 福岡県

5019 髙村　祐輔  0:17:08髙須中学校4 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡県

5009 西岡　怜樹  0:17:12三輪中学校5 ﾆｼｵｶ ﾚｲｼﾞｭ 福岡県

5006 小野　隼平  0:17:14東峰ＲＣ6 ｵﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡県

5005 三俣　友作  0:17:28浮羽中学陸上部7 ﾐﾏﾀ ﾕｳｻｸ 福岡県

5023 谷口　海斗  0:17:378 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 福岡県

5003 大村　友希  0:17:53鞍手北中陸上部9 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ 福岡県

5024 大石　慎  0:18:12玖珠中学校10 ｵｵｲｲｼ ﾏｺﾄ 玖珠町

5022 緒方　健太  0:18:44三輪中学校11 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀ 福岡県

5002 仲摩　永遠  0:18:46南小国中学校12 ﾅｶﾏ ﾄﾜ 熊本県

5001 鬼丸　佑大  0:18:50東峰学園13 ｵﾆﾏﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 福岡県

5007 山田　雅貴  0:20:14三隈中学校14 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 日田市

5004 宇野　竜志  0:22:15三隈中学校15 ｳﾉ ﾀﾂｼ 日田市

5018 江藤　奨真  0:22:53津江中学校16 ｴﾄｳ ｼｮｳﾏ 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

10)5Km高校生～39歳以下男子
カナ 市町村

5115 山本　雅史  0:15:561 日田市

5117 白石　尚輝  0:16:182 日田市

5105 加藤　翼  0:16:333 別府市

5114 渡邉　弥也  0:17:044 日田市

5109 富谷　友貴  0:17:15中津北高等学校5 ﾄﾐﾔ ﾕｳｷ 中津市

5104 小林　薫  0:17:586 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 別府市

5110 加来　謙一  0:18:38中津北高等学校7 ｶｸ ｹﾝｲﾁ 中津市

5108 亀井　拓弥  0:20:12中津北高等学校8 ｶﾒｲ ﾀｸﾐ 中津市

5133 東原　清人  0:20:30ＰＨＯＥＢＥ9 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｷﾖﾄ 福岡県

5112 原田　政幸  0:20:5310 日田市

5113 松木　大地  0:21:1311 日田市

5126 安井　和寛  0:21:2812 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県

5102 古田　良満  0:21:53コウヨウガクエン13 ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐﾂ 由布市

5118 梶原　浩紀  0:21:57ＮＴＴ西日本大分支店14 大分市

5103 井戸　正美  0:22:3115 ｲﾄﾞ ﾏｻﾐ 大分市

5129 瀬口　直樹  0:22:5916 ｾｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長崎県

5138 松本　健太郎  0:23:5017 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 日田市

5111 吉田　零  0:24:2218 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 福岡県

5136 谷口　峰美  0:24:31ｌｏｎｅｌｙ19 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎｳﾐ 日田市

5120 髙田　諭志  0:25:59竹田南高等学校20 ﾀｶﾀ ｻﾄｼ 竹田市

5123 後藤　隆伸  0:26:0221 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 別府市

5106 野中　幹夫  0:26:2022 九重町

5131 安長　雅美  0:26:2823 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ 福岡県

5122 山中　康隆  0:26:5924 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾀｶ 中津市

5137 園田　啓二  0:28:45ｌｏｎｅｌｙ25 ｿﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ 日田市

5119 嶋津　拓郎  0:28:51竹田南高等学校26 竹田市

5124 穴澤　裕一  0:29:18サッポロビール27 ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 日田市

5107 加來　信介  0:30:01ＴＨＡＧ28 ｶｸ ｼﾝｽｹ 福岡県

5127 竹山　勝彦  0:30:15大濠会29 ﾀｹﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 福岡県

5125 長谷川　将吾  0:30:4730 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 福岡県

5134 永江　明紀  0:35:27ＰＨＯＥＢＥ31 ﾅｶﾞｴ ｱｷﾉﾘ 福岡県

5128 江口　賢師  0:47:03大濠会32 ｴｸﾞﾁ ｹﾝｼ 福岡県

5139 市来　俊介  0:47:21市來商店33 ｲﾁｷ ｼｭﾝｽｹ 福岡県

Printed : 2013/03/11 12:20:40 22 / 43 ページ Official Timer & Results By I.SAM



順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

11)5Km40歳代男子
カナ 市町村

5202 川上　清敬  0:15:511 ｶﾜｶﾐ ｷﾖﾀｶ 中津市

5220 松隈　直樹  0:16:00まどかＲＣ2 ﾏﾂｸﾏ ﾅｵｷ 福岡県

5210 丸木　仁等志  0:16:29サクラヘアーＲＣ3 ﾏﾙｷ ﾋﾄｼ 福岡県

5215 藤重　博明  0:16:344 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾋﾛｱｷ 豊後高田市

5217 北村　浩二  0:19:12松下商店5 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県

5207 橋本　慶浩  0:21:01ＮＴＴ西日本大分支店6 大分市

5214 秦野　剛司  0:21:28塩原橋7 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県

5221 八坂　勝範  0:22:17九州電気保安協会8 ﾔｻｶ ｶﾂﾉﾘ 大分市

5209 平川　伊三夫  0:23:039 ﾋﾗｶﾜ ｲｻｵ 日田市

5218 佐々木　誠一  0:23:1210 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 福岡県

5216 谷口　毅  0:23:1911 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｹｼ 福岡県

5212 高坂　憲二郎  0:23:30ＦＨＪＣ12 ﾀｶｻｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福岡県

5201 小野　浩之  0:23:42日田三隈中13 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 日田市

5219 渡邉　寛  0:24:05松下商店14 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 福岡県

5206 梅山　洋一郎  0:26:18サッポロビール15 ｳﾒﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 日田市

5208 前田　雄一  0:30:22ＮＴＴ西日本大分支店16 大分市
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12)5Km50歳代男子
カナ 市町村

5310 黒田　英明  0:18:06ＦＨＪＣ1 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県

5302 太田　一裕  0:20:562 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 長崎県

5301 髙浪　輝秀  0:22:423 ﾀｶﾅﾐ ﾃﾙﾋﾃﾞ 玖珠町

5315 真崎　利広  0:23:014 ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ 福岡県

5303 江口　雅博  0:29:555 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 福岡県

5312 亀山　宝則  0:30:246 ｶﾒﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 福岡県

5314 長谷川　新吾  0:30:467 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 福岡県

5306 上田　直  0:31:22ＮＴＴ西日本大分支店8 大分市

5313 渡邉　孝一  0:31:32トラストパーク9 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 福岡県

5305 遠藤　和男  0:34:48Ｄ・Ｓマラソン愛好会10 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 大分市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

13)5Km60歳以上男子
カナ 市町村

5401 大場　敏信  0:19:52福岡マスターズ1 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 福岡県

5407 姫野　数弥  0:20:172 ﾋﾒﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡県

5406 須山　久義  0:20:41嘉穂特別支援学校3 ｽﾔﾏ ﾋｻﾖｼ 福岡県

5412 蓑田　冨七  0:21:144 ﾐﾉﾀﾞ ﾄﾐｼﾁ 熊本県

5403 髙松　靖  0:21:415 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ 福岡県

5405 西田　正伍  0:23:36穂波走ろう会6 ﾆｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ 福岡県

5409 三浦　金重  0:23:417 ﾐｳﾗ ｷﾝｼﾞｭｳ 熊本県

5418 玉井　英二  0:25:28Ｄ・Ｓマラソン愛好会8 ﾀﾏｲ ｴｲｼﾞ 大分市

5411 井上　義浩  0:25:359 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾋﾛ 日田市

5414 野本　正彦  0:27:5810 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 佐賀県

5410 伊藤　謹吾  0:30:02かんだＲＣ11 福岡県

5424 満行　政人  0:30:4612 ﾐﾂﾕｷ ﾏｻﾄ 福岡県

5421 山口　米生  0:31:01穂波走ろう会13 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖﾈｵ 福岡県

5420 長尾　正義  0:32:0414 日田市

5419 財津　晴喜  0:32:5815 日田市

5422 前田　博輝  0:37:05福岡走友会16 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾃﾙ 福岡県

5423 藤山　寛  0:37:1817 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 長崎県

5413 平塚　祥二  0:38:14久光製薬株式会社18 ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳｼﾞ 佐賀県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

14)2Km小学4～6年生男子
カナ 市町村

2018 髙津　浩揮  0:06:49碧水小学校1 ﾀｶﾂ ﾋﾛｷ 熊本県

2007 森山　太夢  0:06:55東峰陸上同好会2 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾑ 福岡県

2024 竹本　達朗  0:06:58中津楽走倶楽部3 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 中津市

2005 熊谷　奨  0:07:02東峰陸上同好会4 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ 福岡県

2011 藤原　立乃翼  0:07:08玖珠ジュニア陸上5 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 玖珠町

2009 栁瀬　貴之  0:07:08東峰ＲＣ6 ﾔﾅｾ ﾀｶﾕｷ 福岡県

2025 藤富　貴琉  0:07:16中津楽走倶楽部7 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷﾘｭｳ 中津市

2031 中村　寛汰  0:07:258 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ 福岡県

2021 綾部　颯太  0:07:259 ｱﾔﾍﾞ ｿｳﾀ 福岡県

2026 中　裕大  0:07:27中津楽走倶楽部10 ﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 中津市

2012 小田　幸続  0:07:35野上小学校11 ｵﾀﾞ ﾕｷﾂｸﾞ 九重町

2027 宮本　泰志  0:07:43中津楽走倶楽部12 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ 中津市

2004 熊谷　悟  0:07:54東峰陸上同好会13 ｸﾏｶﾞｴ ｻﾄﾙ 福岡県

2008 田坂　巧騎  0:08:14咸宜小学校14 ﾀｻｶ ｺｳｷ 日田市

2014 川津　龍平  0:08:1715 日田市

2003 中村　優介  0:08:18山春小学校16 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡県

2028 古田　愛翔  0:08:30中津楽走倶楽部17 ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾄ 中津市

2032 中村　瑛太  0:08:3418 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 福岡県

2015 川津　駿斗  0:08:4419 日田市

2016 長尾　宙  0:08:4820 日田市

2006 佐藤　脩馬  0:08:53かんぎ小学校21 ｻﾄｳ ｼｭｳﾏ 日田市

2017 長與　七都  0:09:0322 玖珠町

2022 重光　智也  0:09:28あおいーず23 ｼｹﾞﾐﾂ ﾄﾓﾔ 福岡県

2001 仲摩　夏樹  0:09:29市原小学校24 ﾅｶﾏ ﾅﾂｷ 熊本県

2023 坂井　涼太郎  0:09:4425 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 別府市

2020 坂本　恭圭  0:10:1226 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｶ 福岡県

2019 大神　タケル  0:10:44西の台小学校27 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 大分市

2010 加來　陸斗  0:10:59添田小学校28 ｶｸ ﾘｸﾄ 福岡県

2002 仲摩　歩夢  0:11:22市原小学校29 ﾅｶﾏ ｱﾕﾑ 熊本県
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21)ハーフ高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

806 有江　美柚  1:23:38佐賀大学1 ｱﾘｴ ﾐﾕｳ 長崎県

831 海野　梓  1:31:03別府市民2 ｳﾐﾉ ｱｽﾞｻ 別府市

801 野田　直子  1:47:523 ﾉﾀﾞ ﾅｵｺ 日田市

805 安部　響子  1:48:254 ｱﾍﾞ ｷｮｳｺ 福岡県

804 戸匹　綾香  1:49:32大分東部病院5 ﾄﾋﾞｷ ｱﾔｶ 大分市

836 大塚　千華  1:50:206 ｵｵﾂｶ ﾁﾊﾙ 熊本県

802 田村　理穂  1:53:49ミドルサイトＲＣ7 ﾀﾑﾗ ﾘﾎ 福岡県

830 川口　純  1:54:278 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 福岡県

835 藤野　佳苗  1:54:37ＮＡＳ北天神9 ﾌｼﾞﾉ ｶﾅｴ 福岡県

819 岩崎　彩  1:56:4410 ｲﾜｻｷ ｱﾔ 福岡県

828 北出　尚子  1:57:2511 ｷﾀﾃﾞ ｼｮｳｺ 福岡県

839 森　直子  1:58:5112 ﾓﾘ ﾅｵｺ 佐賀県

816 力丸　友美  2:01:49天神ＲＣ13 ﾘｷﾏﾙ ﾕﾐ 福岡県

814 山手　菜央  2:02:23ＦＨＪＣ14 ﾔﾏﾃ ﾅｵ 福岡県

815 青木　仁美  2:04:5015 ｱｵｷ ﾋﾄﾐ 福岡県

813 藤井　理愛  2:06:26長崎県立大学16 ﾌｼﾞｲ ﾘｴ 長崎県

832 梅崎　千草  2:06:5717 ｳﾒｻﾞｷ ﾁｸﾞｻ 福岡県

837 宮川　沙織  2:12:2918 ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｵﾘ 福岡県

823 畑本　明代  2:13:3219 ﾊﾀﾓﾄ ｱｷﾖ 熊本県

821 長冨　登紀子  2:14:2220 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾄｷｺ 福岡県

818 杉田　暁  2:18:1521 ｽｷﾞﾀ ｱｷ 福岡県

810 吉福　綾  2:25:11長崎県立大学22 ﾖｼﾌｸ ｱﾔ 長崎県

829 友成　裕美子  2:25:29チームミノダ23 ﾄﾓﾅﾘ ﾕﾐｺ 福岡県

844 内村　亜里紗  2:25:47日赤看護大学24 ｳﾁﾑﾗ ｱﾘｻ 熊本県

845 林田　ひとみ  2:25:48日本赤十字看護大25 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾄﾐ 福岡県

834 嘉手苅　真紀  2:27:1726 ｶﾃﾞｶﾘ ﾏｷ 福岡県

822 西山　美加  2:28:51喜多楽ガールズ27 ﾆｼﾔﾏ ﾐｶ 福岡県

825 田村　美紀  2:32:02ちんたＲｕｎｓ28 ﾀﾑﾗ ﾐｷ 福岡県

809 近澤　香  2:39:35日田警察署29 ﾁｶｻﾞﾜ ｶｵﾘ 日田市

826 執行　純  2:44:0130 ｼｷﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 福岡県

808 永野　智子  2:44:01福大整形外科31 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｺ 福岡県

827 高野　佳子  2:45:1832 ﾀｶﾉ ｹｲｺ 福岡県

811 桒野　史菜  2:49:24長崎県立大学33 ｸﾜﾉ ﾌﾐﾅ 長崎県

812 松尾　万葉  2:49:24長崎県立大学34 ﾏﾂｵ ﾏﾖ 長崎県

842 船山　裕稀  2:58:2035 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｳｷ 大分市
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22)ハーフ40歳以上女子
カナ 市町村

946 山口　和美  1:39:371 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 福岡県

923 麻生　陽子  1:40:59ＮＴＴ西日本大分支店2 大分市

935 林　章子  1:46:08台風クラブ3 ﾊﾔｼ ｱｷｺ 福岡県

959 福田　真由美  1:48:26日本ＥＲＩ4 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 福岡県

917 宮崎　伸子  1:49:125 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 福岡県

922 冨重　由妃  1:50:576 山口県

906 麻生　博子  1:51:007 ｱｿｳ ﾋﾛｺ 福岡県

932 関　真紀子  1:51:54天神8 ｾｷ ﾏｷｺ 福岡県

940 藤井　郁  1:53:179 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 大阪府

944 佐々木　ともみ  1:54:2310 ｻｻｷ ﾄﾓﾐ 福岡県

905 出利葉　有晃  1:54:3511 ｲﾃﾞﾘﾊ ﾕｳｺ 福岡県

939 坂田　由美子  1:55:1212 ｻｶﾀ ﾕﾐｺ 福岡県

942 長友　りか  1:56:2313 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｶ 福岡県

949 谷川　洋子  1:56:4214 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ 福岡県

915 石橋　百合恵  1:57:0115 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾘｴ 福岡県

911 吉岡　裕子  1:57:1516 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｺ 福岡県

928 坂崎　友子  1:59:1717 ｻｶｻﾞｷ ﾄﾓｺ 福岡県

908 安岡　佐奈江  2:01:3618 ﾔｽｵｶ ｻﾅｴ 福岡県

957 後藤　留美子  2:01:4019 ｺﾞﾄｳ ﾙﾐｺ 福岡県

955 大野　栄子  2:02:5620 ｵｵﾉ ｴｲｺ 福岡県

919 松岡　美恵  2:03:5121 ﾏﾂｵｶ ﾐｴ 福岡県

947 白水　圭子  2:03:5822 ｼﾛｳｽﾞ ｹｲｺ 福岡県

953 甲斐　政枝  2:04:0423 ｶｲ ﾏｻｴ 福岡県

903 林　香代美  2:04:48クラブ　ランザローテ24 ﾊﾔｼ ｶﾖﾐ 福岡県

920 田中　由美  2:05:5825 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 福岡県

926 船津　清香  2:06:3526 ﾌﾅﾂ ｷﾖｶ 福岡県

934 大神　純子  2:07:0627 ｵｵｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ 大分市

909 森本　享子  2:09:0328 ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｺ 福岡県

948 原武　ひろみ  2:09:0629 ﾊﾗﾀｹ ﾋﾛﾐ 福岡県

904 井上　静子  2:09:5530 ｲﾉｳｴ ｼｽﾞｺ 佐賀県

913 釋　寿美恵  2:10:1431 ｼｬｸ ｽﾐｴ 福岡県

931 福永　貴子  2:11:1132 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶｺ 大分市

938 小川　雅子  2:11:1733 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｺ 佐賀県

924 江藤　恭子  2:14:3234 ｴﾄｳ ｷｮｳｺ 日田市

918 太田　治美  2:16:2035 ｵｵﾀ ﾊﾙﾐ 福岡県

912 三木　久代  2:18:2236 ﾐｷ ﾋｻﾖ 福岡県

952 岩田　聡子  2:19:0637 ｲﾜﾀ ｻﾄｺ 福岡県

933 杉原　幸子  2:21:3438 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 大分市

916 坂田　和美  2:23:02温泉大好きクラブ39 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾐ 福岡県

902 松木　治美  2:23:53ワンツウＳＣ40 ﾏﾂｷ ﾊﾙﾐ 福岡県

945 片山　直子  2:26:2441 ｶﾀﾔﾏ ﾅｵｺ 別府市

901 花田　洋子  2:26:2542 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｳｺ 福岡県

925 佐々木　ちかや  2:26:26イオン九州㈱43 ｻｻｷ ﾁｶﾔ 大分市

921 中川　フミ子  2:28:4344 日田市

954 田中　恭子  2:38:1245 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 福岡県

950 中村　とも子  2:44:0546 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 福岡県

941 菊竹　香代子  3:02:0247 ｷｸﾀｹ ｶﾖｺ 福岡県

958 金城　由美子  3:05:49ａｖｒｃ沖縄48 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ 沖縄県
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23)10Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

1535 藤井　亜希子  0:40:06杵築市1 ﾌｼﾞｲ ｱｷｺ 杵築市

1525 小西　裕也  0:43:462 ｺﾆｼ ﾋﾛｴ 福岡県

1554 中川原　千津子  0:45:493 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾗ ﾁﾂﾞｺ 大分市

1505 髙浪　はるか  0:47:35玖珠園4 ﾀｶﾅﾐ ﾊﾙｶ 玖珠町

1524 小柳　桃子  0:49:53福岡大学5 ｺﾔﾅｷﾞ ﾓﾓｺ 福岡県

1523 土師　聡子  0:51:316 ﾊｼﾞ ｻﾄｺ 日田市

1503 大澤　志野  0:52:197 ｵｵｻﾜ ｼﾉ 福岡県

1504 森本　優理  0:52:308 ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾘ 福岡県

1546 高木　智美  0:53:019 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾐ 大分市

1522 迫田　智子  0:53:23アイル宇佐10 ｻｺﾀﾞ ﾄﾓｺ 中津市

1558 中村　加奈  0:53:40久留米大学11 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 福岡県

1556 阿久根　佳奈子  0:53:40久留米大学12 ｱｸﾈ ｶﾅｺ 福岡県

1521 堀田　志帆  0:54:0613 ﾎｯﾀ ｼﾎ 福岡県

1501 中山　百合子  0:54:4714 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｺ 日田市

1544 村田　紗耶華  0:55:3015 ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 福岡県

1520 塩澤　幸子  0:55:31☆しいたけ16 ｼｵｻﾞﾜ ｻﾁｺ 別府市

1550 松尾　美和  0:55:4717 ﾏﾂｵ ﾐﾜ 日田市

1509 首藤　恵里子  0:55:58鶴見病院ＷＲＣ18 ｼｭﾄｳ ｴﾘｺ 大分市

1548 酒井　文子  0:56:2319 ｻｹｲ ﾌﾐｺ 熊本県

1543 宮本　由香里  0:56:3520 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｶﾘ 福岡県

1553 後藤　美穂  0:57:3121 ｺﾞﾄｳ ﾐﾎ 大分市

1510 河島　由佳  0:57:44桜美林大学22 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 玖珠町

1508 小田　恵  0:58:4223 ｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大分市

1545 佐藤　由布子  0:58:42ＴＥＡＭ苺茄Ｓ24 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 大分市

1549 荘田　絢香  0:59:2125 ｼｮｳﾀﾞ ｱﾔｶ 熊本県

1559 村木　由美子  0:59:51久留米大学26 ﾑﾗｷ ﾕﾐｺ 福岡県

1560 野上　純子  0:59:51久留米大学27 ﾉｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ 福岡県

1514 藤原　亜美  1:00:1328 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ 玖珠町

1531 田中　智子  1:00:15ＦＨＪＣ29 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 福岡県

1530 坂本　明日香  1:00:17ＦＨＪＣ30 ｻｶﾓﾄ ｱｽｶ 福岡県

1519 阿部　菜奈子  1:00:36大分県西部振興局31 ｱﾍﾞ ﾅﾅｺ 日田市

1537 松尾　めぐみ  1:00:4732 ﾏﾂｵ ﾒｸﾞﾐ 福岡県

1513 沢田　朋美  1:01:5333 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大分市

1534 中島　美佳  1:03:10台風クラブ34 ﾅｶｼﾏ ﾐｶ 佐賀県

1538 門口　司穂美  1:03:10サッポロビール㈱35 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｼﾎﾐ 日田市

1561 酒居　里佳  1:04:2136 ｻｶｲ ﾘｶ 福岡県

1506 森本　美和  1:04:2937 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾜ 福岡県

1502 丸林　由佳  1:04:43はちおんなのさと38 ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福岡県

1515 進藤　祐美  1:05:1839 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 大分市

1516 久恒　英里佳  1:05:59アイルスポーツ40 ﾋｻﾂﾈ ｴﾘｶ 中津市

1526 西津　優子  1:07:3841 日田市

1540 清原　紀子  1:07:4442 ｷﾖﾊﾗ ﾉﾘｺ 福岡県

1539 高田　麗子  1:07:4443 ﾀｶﾀﾞ ﾚｲｺ 福岡県

1512 井上　美香  1:08:37香月病院44 ｲﾉｳｴ ﾐｶ 福岡県

1511 石井　真理  1:08:50香月病院45 ｲｼｲ ﾏﾘ 福岡県

1518 金田　智美  1:09:1246 ｶﾅﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大分市

1557 高倉　千菜津  1:10:0347 ﾀｶｸﾗ ﾁﾅﾂ 福岡県

1517 秋吉　信子  1:10:5348 ｱｷﾖｼ ﾉﾌﾞｺ 日田市

1527 藤田　知江  1:11:49乱ｒｕｎクラブ49 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｴ 福岡県

1536 田中　睦子  1:12:58天神ＲＣ50 ﾀﾅｶ ﾁｶｺ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

23)10Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

1541 川野　亜希子  1:14:4651 ｶﾜﾉ ｱｷｺ 大分市

1528 下水流　文乃  1:15:48ＦＨＪＣ52 ｼﾓﾂﾞﾙ ｱﾔﾉ 福岡県

1529 加藤　小巻  1:15:48ＦＨＪＣ53 ｶﾄｳ ｺﾏｷ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

24)10Km40歳以上女子
カナ 市町村

1617 本山　さゆり  0:40:54玉名愛走会1 ﾓﾄﾔﾏ ｻﾕﾘ 熊本県

1635 城戸　香  0:44:112 ｷﾄﾞ ｶｵﾙ 中津市

1615 松岡　純子  0:47:553 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝｺ 福岡県

1607 野間　香織  0:47:564 ﾉﾏ ｶｵﾘ 別府市

1641 椋園　豊子  0:48:43ＮＪＲＣ5 ﾑｸｿﾞﾉ ﾄﾖｺ 中津市

1644 山本　真理子  0:48:56寿楽園6 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ 福岡県

1626 笹田　好美  0:49:44ＢＢトライ7 ｻｻﾀﾞ ﾖｼﾐ 福岡県

1625 籾井　博子  0:50:06ＢＢトライ8 ﾓﾐｲ ﾋﾛｺ 福岡県

1622 右田　佳子  0:50:25彦ちゃんチーム9 ﾐｷﾞﾀ ﾖｼｺ 玖珠町

1652 田畑　久美子  0:51:1110 ﾀﾊﾞﾀ ｸﾐｺ 福岡県

1643 林　美奈子  0:51:12ＴＥＡＭ－Ａ11 ﾊﾔｼ ﾐﾅｺ 山口県

1619 本川　登志子  0:51:50聖陵会12 ﾓﾄｶﾜ ﾄｼｺ 日田市

1629 阿河　直美  0:52:13ナス北天神13 ｱｶﾞ ﾅｵﾐ 福岡県

1618 水嶋　千惠子  0:52:1414 日田市

1658 福田　智恵美  0:52:31ＰＨＯＥＢＥ15 ﾌｸﾀﾞ ﾁｴﾐ 福岡県

1606 折原　美弥子  0:52:3416 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾔｺ 福岡県

1642 岡田　利恵  0:52:37ＴＥＡＭ　－Ａ17 ｵｶﾀﾞ ﾘｴ 山口県

1650 川島　尚子  0:53:0018 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｺ 福岡県

1639 村上　直美  0:53:21楽しんじゃう会19 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾐ 由布市

1608 山本　隆子  0:53:56鶴見病院ＷＲＣ20 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ 大分市

1610 安倍　律子  0:54:27アイルスポーツ21 ｱﾍﾞ ﾘﾂｺ 豊後高田市

1616 門脇　登志子  0:55:2322 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｼｺ 由布市

1620 安波　節子  0:55:31☆しいたけ23 ﾔｽﾅﾐ ｾﾂｺ 別府市

1656 竹尾　由喜美  0:56:28ｙ．ｂ．ｓ24 ﾀｹｵ ﾕｷﾐ 大分市

1627 堀田　愛子  0:56:5925 ﾎｯﾀ ｱｲｺ 福岡県

1621 梅津　節子  0:57:0826 ｳﾒﾂﾞ ｾﾂｺ 福岡県

1611 望月　久美子  0:57:1127 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐｺ 福岡県

1659 中村　比呂子  0:57:1728 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 福岡県

1623 砂野　恵子  0:57:2529 ｽﾅﾉ ｹｲｺ 大分市

1633 楠田　美津枝  0:57:44福岡ニコニコ会30 ｸｽﾀﾞ ﾐﾂｴ 福岡県

1613 福嶋　忍  0:58:2831 ﾌｸｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 熊本県

1601 官崎　むつみ  0:58:3032 ｶﾝｻﾞｷ ﾑﾂﾐ 東京都

1614 馬場　政代  0:58:4833 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾖ 熊本県

1609 亀井　真奈美  0:58:5034 ｶﾒｲ ﾏﾅﾐ 大分市

1647 中村　さとみ  0:59:0635 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾐ 福岡県

1604 黒野　千代美  0:59:57ミドルサイトＲＣ36 ｸﾛﾉ ﾁﾖﾐ 福岡県

1637 岡田　希代美  1:00:16チームおかりん37 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾐ 福岡県

1630 東　桂子  1:00:45鈴与㈱九州事業所38 ﾋｶﾞｼ ｹｲｺ 福岡県

1602 近藤　美和子  1:01:25アミノ☆久留米39 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾜｺ 福岡県

1640 野依　滝恵  1:02:18ＮＪＲＣ40 ﾉﾖﾘ ﾀｷｴ 中津市

1634 田中　晃子  1:02:20シカタナカ41 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 福岡県

1605 原　チエ子  1:02:5842 ﾊﾗ ﾁｴｺ 福岡県

1651 小川　由美子  1:03:2643 ｵｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 兵庫県

1645 御船　実和子  1:03:3444 ﾐﾌﾈ ﾐﾜｺ 福岡県

1624 高島　朋子  1:03:4045 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｺ 福岡県

1628 竹下　明美  1:04:3446 ﾀｹｼﾀ ｱｹﾐ 佐賀県

1636 松尾　ゆかり  1:05:24飛鳥こころ47 ﾏﾂｵ ﾕｶﾘ 長崎県

1632 松尾　都子  1:05:4348 ﾏﾂｵ ｸﾆｺ 福岡県

1648 唐鎌　芙美子  1:06:2449 ｶﾗｶﾏ ﾌﾐｺ 福岡県

1631 浜崎　妙子  1:07:2550 ﾊﾏｻｷ ﾀｴｺ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

24)10Km40歳以上女子
カナ 市町村

1657 福田　美香  1:13:3851 ﾌｸﾀﾞ ﾐｶ 福岡県

1660 渡辺　典子  1:14:57はなぺ52 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ 福岡県

1646 坂本　智恵美  1:17:19川笑ランナーズ53 ｻｶﾓﾄ ﾁｴﾐ 福岡県

1654 辻　康子  1:19:5954 ﾂｼﾞ ﾔｽｺ 福岡県

1655 河野　小百合  1:34:1855 ｶﾜﾉ ｻﾕﾘ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

25)5Km高校生～39歳以下女子
カナ 市町村

5503 中村　優花  0:19:00久留米高専1 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 福岡県

5531 尾川　絵梨奈  0:19:22中津楽走倶楽部2 ｵｶﾞﾜ ｴﾘﾅ 中津市

5522 原田　真由子  0:21:14日田高校3 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕｺ 日田市

5507 野田　眞奈実  0:21:23中津北高等学校4 ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中津市

5517 大友　礼  0:22:095 日田市

5528 岸本　好香  0:22:156 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｶ 福岡県

5514 荻島　直子  0:23:017 ｵｷﾞｼﾏ ﾅｵｺ 福岡県

5501 熊谷　みき  0:23:52有田小学校8 ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 日田市

5523 白濱　遂子  0:24:54ソニーペーロン部9 ｼﾗﾊﾏ ﾕｷｺ 長崎県

5511 武富　梓奈  0:26:09美和台幼稚園10 ﾀｹﾄﾐ ｱｽﾞﾅ 福岡県

5537 安田　真世  0:26:10ＷＡＫＡＮ11 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾖ 福岡県

5519 澁谷　夢叶  0:26:1312 日田市

5526 白川　幸奈  0:27:15大濠会13 ｼﾗｶﾜ ﾕｷﾅ 福岡県

5524 松村　優子  0:27:1914 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 福岡県

5516 壁村　好美  0:27:5215 日田市

5530 坂井　由香  0:27:5416 ｻｶｲ ﾕｶ 別府市

5529 森　綾  0:28:1417 ﾓﾘ ｱﾔ 福岡県

5535 磯部　咲里  0:28:2218 ｲｿﾍﾞ ｻﾘ 福岡県

5534 井手　恵  0:28:5519 ｲﾃﾞ ﾒｸﾞﾐ 福岡県

5510 矢羽田　嘉代  0:29:14日田高校20 ﾔﾊﾀ ｶﾖ 日田市

5504 井上　知子  0:29:3421 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 長崎県

5532 龍薗　幸恵  0:29:43ＮＡＳ北天神22 ﾘｭｳｿﾞﾉ ｻﾁｴ 福岡県

5506 三浦　由梨  0:29:5823 ﾐｳﾗ ﾕﾘ 日田市

5513 川本　祐子  0:30:47日本空輸㈱24 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺ 福岡県

5525 瀬戸口　治代  0:30:4925 ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾙﾖ 福岡県

5533 安長　沢子  0:30:5026 ﾔｽﾅｶﾞ ｻﾜｺ 福岡県

5515 坂井　智恵  0:31:04カットサロン27 ｻｶｲ ﾁｴ 日田市

5520 藤田　弘美  0:31:20聖陵会28 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾐ 日田市

5527 谷口　由佳  0:31:22大濠会29 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｶ 福岡県

5509 佐藤　綾香  0:32:1930 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 玖珠町

5521 宇佐　麗華  0:33:0231 ｳｻ ﾚｲｶ 別府市

5505 宮尾　明子  0:34:05イオン九州32 ﾐﾔｵ ｱｷｺ 大分市

5512 有働　孝美  0:35:0233 ｳﾄﾞｳ ﾀｶﾐ 大分市

5536 工藤　望  0:39:3334 ｸﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 大分市

5538 市来　絵里香  0:47:21市來商店35 ｲﾁｷ ｴﾘｶ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

26)5Km40歳代女子
カナ 市町村

5605 牧山　ちさと  0:21:441 ﾏｷﾔﾏ ﾁｻﾄ 福岡県

5603 日隈　美佐子  0:22:452 ﾋｸﾞﾏ ﾐｻｺ 福岡県

5602 熊本　由美子  0:24:323 ｸﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 佐賀県

5609 栗原　恵子  0:27:03ＮＡＳ北天神4 ｸﾘﾊﾗ ｹｲｺ 福岡県

5610 真崎　信栄  0:27:335 ﾏｻｷ ﾉﾌﾞｴ 福岡県

5608 安部　千穂美  0:28:356 ｱﾍﾞ ﾁﾎﾐ 福岡県

5606 秦野　一枝  0:29:04塩原橋7 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｴ 福岡県

5601 渡辺　康子  0:30:388 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｺ 大分市

5612 中嶋　　綾子  0:31:29市來商店9 ﾅｶｼﾏ ｱﾔｺ 福岡県

5604 永松　かおり  0:31:5810 ﾅｶﾞﾏﾂ ｶｵﾘ 別府市

5611 野村　紀子  0:33:22喜久屋薬局大山店11 ﾉﾑﾗ ﾉﾘｺ 日田市
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27)5Km50歳代女子
カナ 市町村

5709 橋本　紀江  0:23:131 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｴ 山口県

5714 恵藤　圭子  0:26:032 ｴﾄｳ ｹｲｺ 大分市

5717 仲西　邦子  0:28:33ＰＨＯＥＢＥ3 ﾅｶﾆｼ ｸﾆｺ 福岡県

5713 柴尾　美佐恵  0:28:594 ｼﾊﾞｵ ﾐｻｴ 日田市

5718 市来　純子  0:30:08市來商店5 ｲﾁｷ ｼﾞｭﾝｺ 福岡県

5710 南原　洋子  0:30:296 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｳｺ 福岡県

5712 坂本　利恵美  0:32:047 ｻｶﾓﾄ ﾘｴﾐ 福岡県

5711 亀山　香代子  0:32:548 ｶﾒﾔﾏ ｶﾖｺ 福岡県

5702 矢野　京子  0:33:009 ﾔﾉ ｷｮｳｺ 中津市

5708 橋本　弘子  0:33:0510 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 九重町

5701 上村　尚代  0:33:1011 ｳｴﾑﾗ ﾋｻﾖ 福岡県

5707 伊藤　多嘉子  0:34:48Ｄ・Ｓマラソン愛好会12 ｲﾄｳ ﾀｶｺ 大分市

5704 谷村　有子  0:35:3213 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳｺ 大分市

5706 原田　佳寿美  0:36:3314 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾐ 大分市

5715 鳴松　信子  0:39:00ユリノ構造15 ﾅﾘﾏﾂ ﾉﾌﾞｺ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

28)5Km60歳以上女子
カナ 市町村

5801 大内田　和恵  0:25:37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  0:26:532 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾀｶｺ 福岡県

5804 橋本　恵美子  0:27:08ファミリーＲＵＮ3 ﾊｼﾓﾄ ｴﾐｺ 福岡県

5808 山口　和代  0:31:01穂波走ろう会4 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 福岡県

5803 野下　登志子  0:31:26ＴＯＫＵＳＡＮ5 ﾉｼﾀ ﾄｼｺ 福岡県

5805 福嶋　節子  0:36:506 ﾌｸｼﾏ ｾﾂｺ 福岡県

5806 山田　由紀  0:53:277 日田市
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

29)2Km小学4～6年生女子
カナ 市町村

2508 徳丸　寧々  0:07:281 ﾄｸﾏﾙ ﾈﾈ 日田市

2510 冨重　由唯  0:07:312 山口県

2521 松尾　華子  0:07:43三輪小学校3 ﾏﾂｵ ﾊﾅｺ 福岡県

2517 丸山　実早輝  0:07:51穂波ＪｒＡＣ4 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 福岡県

2505 熊谷　真由  0:07:55東峰陸上同好会5 ｸﾏｶﾞｴ ﾏﾕ 福岡県

2519 宮本　陽生  0:08:41中津楽走倶楽部6 ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙｷ 中津市

2503 石田　美香  0:08:51日田ジュニア陸上7 ｲｼﾀﾞ ﾐｶ 日田市

2511 上野　日菜子  0:08:558 日田市

2520 矢野　真有  0:09:02中津楽走倶楽部9 ﾔﾉ ﾏﾕ 中津市

2509 原田　みそら  0:09:1710 日田市

2516 平川　一会  0:09:23高瀬小学校11 日田市

2515 白石　わこ  0:09:28朝日小学校12 ｼﾗｲｼ ﾜｺ 日田市

2513 川尻　千咲都  0:09:48ＮＴＴ西日本大分支店13 大分市

2501 仲摩　えりか  0:10:05市原小学校14 ﾅｶﾏ ｴﾘｶ 熊本県

2512 川尻　奈都帆  0:10:14ＮＴＴ西日本大分支店15 大分市

2514 梅山　華奈  0:10:19三芳小学校16 ｳﾒﾔﾏ ﾊﾅ 日田市

2506 加來　愛良  0:10:53添田小学校17 ｶｸ ｱｲﾗ 福岡県

2504 黒野　美都  0:12:21ミドルサイトＲＣ18 ｸﾛﾉ ﾐｺﾄ 福岡県

2502 田村　未羽  0:12:21ミドルサイトＲＣ19 ﾀﾑﾗ ﾐｳ 福岡県
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順位 № 氏名 記録所属クラブ

第14回　天領日田ひなまつり健康マラソン大会 2013年3月10日(日)

30)2Km中学生女子
カナ 市町村

2624 松尾　未来  0:06:42三輪中学校1 ﾏﾂｵ ﾐｸ 福岡県

2614 鬼塚　祐未  0:06:55三輪中学校陸上部2 ｵﾆﾂﾞｶ ﾕﾐ 福岡県

2605 森山　未結  0:07:10東峰陸上同好会3 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾕ 福岡県

2601 江田　有沙  0:07:10東部中学校4 ｺｳﾀﾞ ｱﾘｻ 日田市

2603 大村　奈実希  0:07:21鞍手北中陸上部5 ｵｵﾑﾗ ﾅﾐｷ 福岡県

2612 上川　彩  0:07:25浮羽中学陸上部6 ｶﾐｶﾜ ｱﾔ 福岡県

2623 吉崎　映里菜  0:07:29中津楽走倶楽部7 ﾖｼｻﾞｷ ｴﾘﾅ 中津市

2622 尾川　栞菜  0:07:33中津楽走倶楽部8 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ 中津市

2620 徳永　乃里花  0:07:44中津楽走倶楽部9 ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾘｶ 中津市

2625 神崎　信穂  0:07:48佐伯鶴谷中学校10 ｶﾝｻﾞｷ ｼﾎ 佐伯市

2616 樋下　史織  0:08:23三隈中陸上部11 ﾋﾉｼﾀ ｼｵﾘ 日田市

2611 松木　美南  0:08:32東部中学校12 ﾏﾂｷ ﾐﾅﾐ 日田市

2618 後藤　杏  0:08:45東部中学校13 ｺﾞﾄｳ ｱﾝｽﾞ 日田市

2609 待野　美雨  0:08:50東部中学校14 ﾏﾁﾉ ﾐｳ 日田市

2615 髙倉　いおり  0:09:0215 日田市

2602 高瀬　彩葉  0:09:07三隈中学校16 ﾀｶｾ ｻﾜ 日田市

2613 多田　桃佳  0:09:22三輪中学校陸上部17 ﾀﾀﾞ ﾓﾓｶ 福岡県

2617 梶原　瑠衣  0:10:26東部中学校18 ｶｼﾞﾜﾗ ﾙｲ 日田市

2607 江田　ゆら  0:10:26東部中学校19 ｺｳﾀﾞ ﾕﾗ 日田市

2608 髙倉　愛里沙  0:10:29東部中陸上部20 ﾀｶｸﾗ ｱﾘｻ 日田市

2621 藤富　京香  0:10:51中津楽走倶楽部21 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷｮｳｶ 中津市
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