
順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子３９歳以下

参加地域

143 安西　佑騎 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｷ  1:10:31大分東明高校1 由布市

203 藤路　陽 ﾄｳﾛ ﾐﾅﾐ  1:11:38チームＯＲＥＣ2 福岡県

342 川原 幸治 ｶﾜﾊﾗ  1:12:403 日田市

212 上野　大聖 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｾｲ  1:13:52天神ＲＣ4 福岡県

178 花岡　友徳 ﾊﾅｵｶ ﾄﾓﾉﾘ  1:14:40福岡県庁5 福岡県

216 大野　直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ  1:15:236 福岡県

249 一柳　良太 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀ  1:15:39走り隊7 玖珠町

165 藤田　大夢 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾑ  1:16:01ＴＥＡＭ－Ｆ8 大分市

210 吉田　康一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:16:26かすらん9 福岡県

121 西鶴　泰人 ﾆｼﾂﾞﾙ ﾔｽﾋﾄ  1:16:59日出総合高校10 日出町

157 安部　康暢 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ  1:18:01杵築市ＡＣ11 杵築市

145 堂園　一徹 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｲｯﾃﾂ  1:19:27ニッポンレンタカ12 中津市

246 溝口　強紀 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾉﾘ  1:19:4113 佐賀県

214 工藤　健司 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼ  1:19:4314 熊本県

126 福山　繁昭 ﾌｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ  1:19:5315 福岡県

177 佐藤　栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ  1:23:15ＮＴＴ西アラ推16 福岡県

162 小倉　悠基 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ  1:23:35プラテクノ17 福岡県

147 川本　尚志 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｼ  1:24:0818 玖珠町

160 石井　稔 ｲｼｲ ﾐﾉﾙ  1:24:08ＤＮＰ19 福岡県

324 大林　祐 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳ  1:24:18ハンモックAC20 中津市

251 熊抱　暢浩 ｸﾏﾀﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:24:41走り隊21 玖珠町

343 末松 佑太 ｽｴﾏﾂ  1:24:5022 玖珠町

253 岡田　良太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  1:25:11走り隊23 福岡県

336 宮﨑 泰典 ﾐﾔｻﾞｷ  1:25:2624 九重町

215 竹村　聡志 ﾀｹﾑﾗ ｻﾄｼ  1:25:32東広島25 広島県

256 中原　義浩 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ  1:25:39マリアスポーツ26 中津市

232 中尾　優介 ﾅｶｵ ﾕｳｽｹ  1:26:20島原第一中学校27 長崎県

104 津川　靖雄 ﾂｶﾞﾜ ﾔｽｵ  1:28:09ＫＥＩＺ甲斐双葉28 山梨県

161 山添　浩介 ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｽｹ  1:29:09ＷｉｎｄＲｕｎ29 福岡県

262 内山　貴博 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  1:29:38内山ＦＰ事務所30 福岡県

250 仲江　隆一郎 ﾅｶｴ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ  1:30:07走り隊31 福岡県

174 竹下　尚志 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｼ  1:30:2032 熊本県

346 髙山 隼人 ﾀｶﾔﾏ  1:30:5033 日田市

241 田口　怜士 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｼ  1:31:0234 熊本県

129 藤井　祐輔 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ  1:31:27古ヒゲヒゲ志’Ｓ35 玖珠町

107 栗原　智昭 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓｱｷ  1:31:30Ｗｉｎｄ　Ｒｕｎ36 熊本県

244 鶴　大輔 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ  1:31:4237 佐賀県

218 永利　勇気 ﾅｶﾞﾄｼ ﾕｳｷ  1:32:43ＴＡＣ38 福岡県

252 大原　慎也 ｵｵﾊﾗ ｼﾝﾔ  1:32:44走り隊39 玖珠町

196 泥谷　朋和 ﾋｼﾞﾔ ﾄﾓｶｽﾞ  1:32:49大分市40 大分市

156 伊藤　毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ  1:32:5541 福岡県

188 織田　康司 ｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:32:5742 福岡県

186 竹浦　成徳 ﾀｹｳﾗ ｼｹﾞﾉﾘ  1:33:14筑紫郵便局43 福岡県

293 三品　龍太 ﾐｼﾅ ﾘｮｳﾀ  1:33:5344 福岡県

289 中尾　浩輔 ﾅｶｵ ｺｳｽｹ  1:34:1345 福岡県

163 三苫　靖 ﾐﾄﾏ ﾔｽｼ  1:34:32やまびこ46 日田市

154 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  1:34:47モロ太美食倶楽部47 日田市

211 坂本　修二 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ  1:35:10住宅都市局48 福岡県

259 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  1:35:11黒木記念病院49 大分市

148 岩田　恭明 ｲﾜﾀ ﾔｽｱｷ  1:35:1250 由布市
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ハーフ男子３９歳以下

参加地域

123 西田　知弘 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:35:4151 日田市

314 時松　隆元 ﾄｷﾏﾂ ﾘｭｳｹﾞﾝ  1:35:43中津南高校52 中津市

328 江田　秀作 ｺｳﾀﾞ ｼｭｳｻｸ  1:36:06ありあけ新世高校53 福岡県

158 内田　淳 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  1:36:1654 福岡県

348 城全 晃孝 ｼﾞｮｳｾﾞﾝ  1:36:5555 日田市

341 中島  剛 ﾅｶｼﾞﾏ  1:36:5856 日田市

115 加藤　元太 ｶﾄｳ ｹﾞﾝﾀ  1:37:00板付北走ろう会57 福岡県

276 山口　豊和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾖｶｽﾞ  1:37:28整形外科58 福岡県

220 中根　亮 ﾅｶﾈ ﾘｮｳ  1:37:42杵築市役所ＲＣ59 杵築市

193 安藤　伸明 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ  1:37:4660 大分市

182 横道　仁 ﾖｺﾐﾁ ﾋﾄｼ  1:38:3461 福岡県

205 庄山　英二 ｼｮｳﾔﾏ ｴｲｼﾞ  1:39:0262 福岡県

173 中野　博介 ﾅｶﾉ ﾋﾛｽｹ  1:39:43中野メディカル63 福岡県

270 吉田　正道 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ  1:39:5064 熊本県

315 山下　真人 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ  1:39:54RC800265 玖珠町

207 木下　祐介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ  1:40:38ペプシコーラ66 佐賀県

258 津江　伸吾 ﾂｴ ｼﾝｺﾞ  1:40:44ＴＡＣ67 福岡県

268 三原　輝久 ﾐﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ  1:40:53しげちゃんズ68 佐伯市

133 神　詠介 ｼﾞﾝ ｴｲｽｹ  1:40:58ジエイタイ69 玖珠町

195 大鶴　義勝 ｵｵﾂﾞﾙ ﾖｼｶﾂ  1:41:1570 福岡県

113 足立　将太 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ  1:41:2071 日田市

183 井上　敬太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ  1:41:30聖陵会72 日田市

187 井ノ口　博之 ｲﾉｸﾁ ﾋﾛﾕｷ  1:41:4473 国東市

305 園田　浩二 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:42:0674 福岡県

327 野本　昴 ﾉﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ  1:42:15大分大学75 大分市

235 山田　雅彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  1:42:29セコムＩＳ76 福岡県

152 小林　信宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:42:41ラブアース６／８77 福岡県

184 井上　勇雄 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ  1:42:4778 日田市

283 松尾　太嗣 ﾏﾂｵ ﾌﾄｼ  1:42:4779 福岡県

149 石川　将樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ  1:42:48航空自衛隊80 福岡県

132 戸伏　勇次 ﾄﾌﾞｾ ﾕｳｼﾞ  1:42:48トップウェルネス大分81 大分市

296 廣田　洋一 ﾋﾛﾀ ﾖｳｲﾁ  1:42:52R建築設計工房82 福岡県

278 安永　拓司 ﾔｽﾅｶﾞ ﾀｸｼﾞ  1:42:5483 福岡県

176 一木　裕太 ｲﾁｷ ﾕｳﾀ  1:42:55ポジ会マラソン部84 長崎県

265 江夏　健二 ｴﾅﾂ ｹﾝｼﾞ  1:42:5685 福岡県

332 宇野 得之 ｳﾉ  1:43:0086 日田市

338 渡邉 和宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ  1:43:1087 玖珠町

317 木本　創士 ｷﾓﾄ ｿｳｼ  1:44:1588 大分市

139 早野　貴紀 ﾊﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ  1:44:5789 国東市

340 川津 亮介 ｶﾜﾂ  1:45:0890 日田市

150 長谷川　裕之 ﾊｾｶﾞﾜ  1:45:1391 別府市

209 島崎　直也 ｼﾏｻｷ ﾅｵﾔ  1:45:29モロ太美食倶楽部92 日田市

323 久田　直広 ｸﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ  1:45:4793 福岡県

204 林　直和 ﾊﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ  1:46:2094 長崎県

168 野口　幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  1:46:27空・月・星・虹95 中津市

239 井上　信幸 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:46:3196 熊本県

255 小野　健太郎 ｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ  1:46:34日隈ミニバス97 日田市

279 中津留　正之 ﾅｶﾂﾙ ﾏｻﾕｷ  1:46:4698 大分市

333 松田 卓也 ﾏﾂﾀﾞ  1:46:5899 日田市

320 小緑　將浩 ｺﾐﾄﾞﾘ ﾏｻﾋﾛ  1:46:59100 福岡県
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ハーフ男子３９歳以下

参加地域

170 中野　正大 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋﾛ  1:47:03北九州登山部101 福岡県

167 松永　高政 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾏｻ  1:47:16早津江病院102 福岡県

229 山上　久史 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋｻｼ  1:48:18九州産業大学103 福岡県

151 古荘　和広 ﾌﾙｼｮｳ ｶｽﾞﾋﾛ  1:48:27今日は腰痛104 福岡県

337 財津 喬一 ｻﾞｲﾂ  1:48:32105 日田市

138 池水　章悟 ｲｹﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ  1:48:37106 玖珠町

109 生野　旭 ｼｮｳﾉ ｱｷﾗ  1:48:43黒木記念病院107 別府市

302 八島　弘倫 ﾔｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ  1:48:53108 福岡県

101 吉住　知浩 ﾖｼｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ  1:48:59109 福岡県

110 谷岡　昇 ﾀﾆｵｶ ﾉﾎﾞﾙ  1:49:21110 玖珠町

292 平松　勇樹 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｷ  1:49:47恵風苑111 福岡県

248 大野　徹 ｵｵﾉ ﾄｵﾙ  1:49:52チーム半沢112 福岡県

213 三浦　正嗣 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ  1:49:59113 福岡県

274 郷　直哉 ｺﾞｳ ﾅｵﾔ  1:50:00114 福岡県

263 本居　浩志郎 ﾓﾄｵﾘ ｺｳｼﾛｳ  1:50:12115 福岡県

128 手柴　卓也 ﾃｼﾊﾞ ﾀｸﾔ  1:50:20古ヒゲヒゲ志’ｓ116 玖珠町

119 岐部　亮輔 ｷﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ  1:50:31熊本学園大学117 玖珠町

237 竹本　展佳 ﾀｹﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ  1:50:31熊ラン118 熊本県

277 平山　三将 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ  1:50:37くろつち119 福岡県

191 松崎　稔 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾉﾙ  1:51:08120 福岡県

192 山下　政喜 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ  1:51:17121 東京都

280 吉田　憲司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:51:24122 福岡県

266 溝口　宏 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  1:51:45123 福岡県

118 小名川　知徳 ｺﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ  1:51:56秋吉病院124 日田市

245 川崎　敦嗣 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ  1:52:19125 佐賀県

275 南嶋　一洋 ﾅｼﾞﾏ ｲﾁﾖｳ  1:52:29126 福岡県

331 松本　健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ  1:52:58127 日田市

308 佐次田　真樹 ｻｼﾞﾀ ﾏｻｷ  1:53:30128 沖縄県

297 本間　大輔 ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ  1:53:36中澤会BBC129 大分市

155 塩川　靖教 ｼｵｶﾜ ﾔｽﾉﾘ  1:53:38130 福岡県

319 前園　貴人 ﾏｴｿﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ  1:53:48西浦上山岳会131 長崎県

227 河野　厳 ｺｳﾉ ｹﾞﾝ  1:53:48西浦上山岳会132 長崎県

264 上田　圭介 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ  1:54:10ペンギンランナー133 佐賀県

345 田中 秀明 ﾀﾅｶ  1:55:08134 大分市

124 熊谷　大志 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｼ  1:55:48航空自衛隊135 福岡県

295 小島　隆史 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ  1:56:16大分高校教諭136 大分市

137 古川　貴志 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ  1:56:22古ヒゲヒゲ志Ｓ137 玖珠町

243 柴田　邦博 ｼﾊﾞﾀ ｸﾆﾋﾛ  1:56:29138 佐賀県

130 久野　洋和 ﾋｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ  1:56:34139 玖珠町

326 岩谷　正貴 ｲﾜﾔ ﾏｻﾀｶ  1:56:36140 大分市

312 畑本　拓治 ﾊﾀﾓﾄ ﾀｸｼﾞ  1:56:47141 熊本県

114 芦刈　伸之助 ｱｼｶﾘ ｼﾝﾉｽｹ  1:57:09黒木記念病院142 別府市

318 池田　壮志 ｲｹﾀﾞ ｿｳｼ  1:57:12大分大学143 大分市

194 重松　義隆 ｼｹﾞﾏﾂ ﾖｼﾀｶ  1:57:16ノーゲート144 福岡県

169 廣渡　大祐 ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｽｹ  1:57:26145 佐賀県

226 赤谷　圭介 ｱｶﾔ ｹｲｽｹ  1:57:27146 愛媛県

282 安藤　大輔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  1:57:42147 福岡県

335 池田 優李 ｲｹﾀﾞ  1:58:08148 日田市

185 池田　潤一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:58:20㈱宝幸149 福岡県

179 林田　栄一 ﾊﾔｼﾀﾞ ｴｲｲﾁ  1:58:30150 宮崎県
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307 真子　洋一郎 ﾏｺ ﾖｳｲﾁﾛｳ  1:58:52大分大学151 大分市

224 大山　優 ｵｵﾔﾏ ｽｸﾞﾙ  1:59:03チーム素敵152 福岡県

231 石井　洋一 ｲｼｲ ﾖｳｲﾁ  1:59:04153 福岡県

125 山口　大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ  1:59:05ポジ会マラソン部154 長崎県

291 川添　伸也 ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝﾔ  1:59:07恵風苑155 福岡県

206 高山　修作 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｻｸ  1:59:10インター156 福岡県

294 向江　寿真 ﾑｶｴ ﾄｼﾏｻ  1:59:19157 福岡県

240 松原　貴喜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｷ  1:59:54158 大分市

144 甲斐　盛治 ｶｲ ｾｲｼﾞ  2:00:01陸上自衛隊159 玖珠町

228 桜井　英貴 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾀｶ  2:01:43160 福岡県

181 西村　文昭 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  2:01:45161 福岡県

190 山口　将太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ  2:01:57162 福岡県

221 田原　栄治 ﾀﾜﾗ ｴｲｼﾞ  2:02:23杵築市役所ＲＣ163 杵築市

344 手島 拓生 ﾃｼﾞﾏ  2:02:52164 玖珠町

261 鶴　智博 ﾂﾙ ﾄﾓﾋﾛ  2:03:06鶴自動車165 福岡県

111 山下　悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ  2:03:11166 福岡県

330 廣田　竜馬 ﾋﾛﾀ ﾘｮｳﾏ  2:03:11167 日田市

159 瀬戸　栄三 ｾﾄ ｴｲｿﾞｳ  2:03:17168 福岡県

242 青木　竜介 ｱｵｷ ﾘｭｳｽｹ  2:03:43169 佐賀県

304 大川　洋明 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｱｷ  2:04:26170 福岡県

286 楢崎　哲矢 ﾅﾗｻｷ ﾃﾂﾔ  2:04:42171 大分市

197 牛本　至昭 ｳｼﾓﾄ ﾑﾈｱｷ  2:06:04172 福岡県

112 田中　栄一 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ  2:06:52173 日田市

299 飯沼　安彦 ｲｲﾇﾏ ﾔｽﾋｺ  2:07:08174 中津市

334 綾垣 早人 ｱﾔｶﾞｷ  2:07:48175 日田市

140 野田　貴史 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ  2:08:55176 佐賀県

290 石渡　亮平 ｲｼﾜﾀ ﾘｮｳﾍｲ  2:09:02177 福岡県

303 藤本　聖也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ  2:09:32178 中津市

284 松原　豊 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾀｶ  2:10:29179 熊本県

217 西岡　孝洋 ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ  2:10:36穂波若菜ＲＣ180 福岡県

322 佐藤　太郎 ｻﾄｳ ﾀｲﾛｳ  2:10:40181 福岡県

238 政丸　崇 ﾏｻﾏﾙ ﾀｶｼ  2:10:48182 由布市

189 佐藤　孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  2:11:08183 大分市

166 大司　恭史 ｵｵｼﾞ ﾔｽﾌﾐ  2:12:18184 熊本県

271 波多野　哲司 ﾊﾀﾉ ﾃﾂｼ  2:12:46３分歩こう185 大分市

153 三島　康児 ﾐｼﾏ ｺｳｼﾞ  2:12:53ＴＤＫ186 日田市

219 大石　朋宏 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾋﾛ  2:12:56キヤノン杵築187 日出町

267 垣花　勝 ｶｷﾊﾅ ﾏｻﾙ  2:14:23188 別府市

298 瀧石　雅一 ﾀｷｲｼ ﾏｻｶｽﾞ  2:14:46189 玖珠町

122 森島　庸平 ﾓﾘｼﾏ ﾖｳﾍｲ  2:15:14190 福岡県

116 小林　久志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ  2:15:20191 日田市

287 日隈　潤一 ﾋｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:15:58192 佐賀県

201 下窪　竜 ｼﾀｸﾎﾞ ﾘｭｳ  2:15:59チームＯＲＥＣ193 福岡県

141 金丸　哲也 ｶﾈﾏﾙ ﾃﾂﾔ  2:16:01㈱朝日商会194 福岡県

106 加藤　悟 ｶﾄｳ ｻﾄﾙ  2:16:25釣具のまつお195 日田市

223 河嶋　伸吾 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｺﾞ  2:17:14196 福岡県

247 長　裕徳 ﾁｮｳ ﾋﾛﾉﾘ  2:17:45ＭＳＤ197 熊本県

339 梶原  諒 ｶｼﾞﾜﾗ  2:18:08198 日田市

310 金枝　由展 ｶﾅｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:19:54199 中津市

199 中園　幸治 ﾅｶｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ  2:21:12チームＯＲＥＣ200 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子３９歳以下

参加地域

164 杉田　健一 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｲﾁ  2:21:21201 福岡県

230 打和　大幹 ｳﾁﾜ ﾋﾛｷ  2:24:18ＫＲＴＣ202 福岡県

273 山本　純一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:24:31203 長崎県

135 疋田　福丸 ﾋｷﾀﾞ ﾌｸﾏﾙ  2:24:34黒木記念病院204 大分市

313 喜多　秀利 ｷﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:31:19205 福岡県

272 永井　宏 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ  2:31:34３分歩こう206 大分市

142 橋本　裕太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ  2:33:15モロ太美食倶楽部207 日田市

127 田中　貴大 ﾀﾅｶ  2:33:41208 福岡県

200 岩下　卓矢 ｲﾜｼﾀ ﾀｸﾔ  2:35:33チームＯＲＥＣ209 福岡県

175 杉木　伸也 ｽｷﾞｷ ｼﾝﾔ  2:36:08210 大分市

103 尾曽根　優作 ｵｿﾞﾈ ﾕｳｻｸ  2:36:54無所属211 福岡県

260 古田　章浩 ﾌﾙﾀ ｱｷﾋﾛ  2:39:29ナムコ212 福岡県

269 三原　碧衣 ﾐﾊﾗ ｱｵｲ  2:40:00しげちゃんズ213 佐伯市

131 野瀬　健次郎 ﾉｾ ｹﾝｼﾞﾛｳ  2:42:17アスヒ゜ア214 日田市

281 大川　雄也 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ  2:42:53ＣＩＦ215 大分市

309 松谷　憲一 ﾏﾂﾀﾆ ｹﾝｲﾁ  2:44:52216 熊本県

102 小寺　晋平 ｺﾃﾞﾗ  2:45:53黒木記念病院217 日出町

321 伊藤　卓磨 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ  2:49:11218 熊本県

288 相良　充明 ｻｶﾞﾗ ﾐﾁｱｷ  2:50:29219 日田市

301 梶原　健 ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝ  2:57:19220 中津市

300 飯沼　哲彦 ｲｲﾇﾏ ﾃﾂﾋｺ  3:04:34221 中津市

117 山村　陽介 ﾔﾏﾑﾗ ﾖｳｽｹ  3:25:00黒木記念病院222 別府市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子４０歳代

参加地域

425 田中　正明 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ  1:15:38ソニック福岡ＲＣ1 福岡県

409 小野　烈 ｵﾉ ﾂﾖｼ  1:17:392 宇佐市

437 中原　雅明 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻｱｷ  1:17:49福岡市役所3 福岡県

422 松隈　直樹 ﾏﾂｸﾏ ﾅｵｷ  1:19:324 福岡県

453 鶴田　正和 ﾂﾙﾀ ﾏｻｶｽﾞ  1:21:15熊本ＣＡＣ5 熊本県

455 樋口　哲 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ  1:21:176 福岡県

450 堤　英樹 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ  1:21:32九州電力7 佐賀県

497 佐藤　弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ  1:21:47豊和銀行8 大分市

446 長島　将臣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｵﾐ  1:22:12福岡陸競9 福岡県

581 本多　三男 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾂｵ  1:23:25大濠ランナーズ10 福岡県

448 渡邊　孝司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ  1:24:34福岡新水巻病院11 福岡県

512 大橋　亮介 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ  1:26:19協会けんぽ12 大分市

510 池田　顕一郎 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:27:21別府マラソンク13 大分市

524 三滝　豊弘 ﾐﾀｷ ﾄﾖﾋﾛ  1:27:2314 熊本県

490 住永　悟司 ｽﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ  1:27:4815 福岡県

401 桜井　和行 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ  1:27:51福岡市役所16 福岡県

486 松並　裕之 ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ  1:28:19西日本土木17 宇佐市

553 宮崎　裕二 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ  1:28:4418 福岡県

561 廣田　明 ﾋﾛﾀ ｱｷﾗ  1:29:1519 福岡県

595 髙瀬 靖二 ﾀｶｾ  1:29:1820 日田市

432 小川　茂 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ  1:29:23相知ＭＣ21 佐賀県

423 徳丸　孝善 ﾄｸﾏﾙ ﾀｶﾖｼ  1:30:19８００２22 日田市

500 三輪　晃 ﾐﾜ ｱｷﾗ  1:31:4623 東京都

431 本田　浩一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  1:31:49福岡法務局24 福岡県

514 和田　雅臣 ﾜﾀﾞ ﾏｻｵﾐ  1:31:51わだこどもＣＬ25 大分市

578 日野　束穂 ﾋﾉ ﾂｶﾎ  1:31:5826 熊本県

416 髙倉　健一 ﾀｶｸﾗ ｹﾝｲﾁ  1:32:4127 日田市

489 佐々木　亮 ｻｻｷ ｱｷﾗ  1:32:4328 福岡県

508 大熊　秀明 ｵｵｸﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  1:32:59日田中央病院29 日田市

421 矢野　孝典 ﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ  1:33:05西日本プラント工業30 玖珠町

405 和田　俊行 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  1:33:09カ゛ッツ男Ｒ31 福岡県

481 篠崎　正弘 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  1:33:33チーム２００Ｋ32 福岡県

484 杉本　和之 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  1:34:17チーム杉本33 別府市

571 牧　有 ﾏｷ ﾀﾓﾂ  1:34:27岡（走）34 福岡県

547 川俣　克也 ｶﾜﾏﾀ ｶﾂﾅﾘ  1:34:4235 宮崎県

445 三浦　隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ  1:34:5736 長崎県

439 高村　秀樹 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ  1:35:27大分県庁37 大分市

502 白谷　智宣 ｼﾗﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ  1:35:3438 福岡県

550 大村　哲也 ｵｵﾑﾗ ﾃﾂﾔ  1:36:24台風グラフ39 福岡県

451 薄田　頼弘 ｽｽｷﾀﾞ ﾖﾘﾋﾛ  1:36:2540 福岡県

444 新岡　徹憲 ﾆｲｵｶ ﾃﾂﾉﾘ  1:36:31完走クチビル41 福岡県

433 満木　孝治 ﾐﾂｷ ｺｳｼﾞ  1:36:4042 福岡県

584 大関　浩治 ｵｵｾﾞｷ ｺｳｼﾞ  1:36:54ｋａｋｕｚｙｕ43 東京都

506 村上　健 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ  1:37:13ウインドラン九州44 熊本県

426 平野前　慎二 ﾋﾗﾉﾏｴ ｼﾝｼﾞ  1:37:49黒木記念病院45 別府市

436 平方　祐一 ﾋﾗｶﾀ ﾕｳｲﾁ  1:37:53メイスイ46 福岡県

474 権藤　賢治 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ  1:38:2447 福岡県

534 工藤　英介 ｸﾄﾞｳ ｴｲｽｹ  1:38:50朝日パーツ三重48 大分市

493 西村　賢次 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  1:39:1049 福岡県

549 宮崎　純一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:39:23走り人月の中50 大分市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子４０歳代

参加地域

533 谷口　幸二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  1:39:3751 福岡県

415 貞清　俊介 ｻﾀﾞｷﾖ ｼｭﾝｽｹ  1:39:56ひばり～ヒルズ52 日田市

472 若菜　真一 ﾜｶﾅ ｼﾝｲﾁ  1:39:57チームアンブレラ53 福岡県

507 佐々木　誠一 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ  1:39:5854 福岡県

566 部谷　哲司 ﾍﾔ ﾃﾂｼﾞ  1:40:22ソフトバンク55 神奈川県

411 黒野　京里 ｸﾛﾉ ｷｮｳﾘ  1:40:31ミドルサイトＲＣ56 福岡県

459 藤田　崇徳 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾉﾘ  1:40:33ＴＥＡＭ－Ｆ57 大分市

467 白土　史隆 ｼﾗﾂﾁ ﾌﾐﾀｶ  1:40:44ＹＡＯＩＫＡＮ☆58 福岡県

509 井上　定司 ｲﾉｳｴ ﾃｲｼﾞ  1:40:44早良ランナーズ59 福岡県

417 髙瀬　修二 ﾀｶｾ ｼｭｳｼﾞ  1:40:59自衛隊福岡病院60 福岡県

496 凌　太郎 ｼﾉｷﾞ ﾀﾛｳ  1:41:0461 佐賀県

579 中村　圭助 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ  1:41:3162 福岡県

480 野副　勝正 ﾉｿﾞｴ ｶﾂﾏｻ  1:41:3263 福岡県

525 猪俣　秀人 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾃﾞﾄ  1:41:38ＹＲＭＴ64 福岡県

471 末森　隆博 ｽｴﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ  1:42:07ＧＭＲＣ65 福岡県

574 末竹　快健 ｽｴﾀｹ ｶｲｹﾝ  1:42:1666 日田市

498 綾部　弘信 ｱﾔﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:43:0267 福岡県

518 藤瀬　正吾 ﾌｼﾞｾ ｼｮｳｺﾞ  1:43:1368 福岡県

558 佐藤　満輝 ｻﾄｳ ﾐﾂﾃﾙ  1:43:15ＨＨＳ69 福岡県

473 東雲　誠 ｼﾉﾉﾒ ﾏｺﾄ  1:43:21かずはるだいＡＦ70 日田市

406 久保　順一 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:43:2471 大分市

438 木佐貫　裕高 ｷｻﾇｷ ﾋﾛﾀｶ  1:43:35わか練72 大分市

582 高橋　秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:43:38エスタ香椎AC73 福岡県

460 前田　大輔 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:43:48チーム　ジェコス74 福岡県

476 大神　博央 ｵｵｶﾞﾐ ﾋﾛﾁｶ  1:43:48上野公園病院75 大分市

543 中田　光治 ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ  1:43:51ひかり建設76 福岡県

587 木下　義晶 ｷﾉｼﾀ ﾖｼｱｷ  1:44:13いもQ77 福岡県

555 向井　順一 ﾑｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:44:2378 津久見市

575 竹内　則敏 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾄｼ  1:45:0479 大分市

469 山本　一成 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ  1:45:3480 大阪府

562 森　宗一 ﾓﾘ ｿｳｲﾁ  1:45:53玖珠九重農協81 玖珠町

594 川津 栄治 ｶﾜﾂ  1:46:1282 日田市

569 下川　和利 ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ  1:46:4383 別府市

414 工藤　英樹 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ  1:46:4784 大分市

447 川波　靖彦 ｶﾜﾅﾐ ﾔｽﾋｺ  1:46:5785 福岡県

478 古屋　真之 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾕｷ  1:47:05チームがみポン86 福岡県

588 小田　直哉 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ  1:47:0687 大分市

462 青木　靖徳 ｱｵｷ ﾔｽﾉﾘ  1:47:12ＦＩＥＳＴＡ88 福岡県

585 森山　洋一 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｳｲﾁ  1:47:1889 福岡県

454 中川　晃夫 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｵ  1:48:25オ90 福岡県

505 吹上　智紀 ﾌｷｱｹﾞ ﾄﾓﾉﾘ  1:49:3091 宇佐市

407 川口　友幸 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ  1:49:53早良ランナース゛92 福岡県

515 馬場　敏之 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾕｷ  1:50:24豊和銀行93 大分市

535 秋山　浩信 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:50:3894 福岡県

456 筧　竜二 ｶｹｲ ﾘｭｳｼﾞ  1:50:41プラテクノ95 福岡県

463 原賀　英昭 ﾊﾗｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:51:1896 熊本県

488 五藤　浩二 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ  1:51:40ひびきＬＮＧ97 福岡県

442 浅井　幸広 ｱｻｲ ﾕｷﾋﾛ  1:51:40丸紅98 大阪府

412 田口　一平 ﾀｸﾞﾁ ｲｯﾍﾟｲ  1:51:47居酒屋空ＳＯＲＡ99 中津市

567 森下　泰治 ﾓﾘｼﾀ ﾀｲｼﾞ  1:51:51済生会日田病院100 日田市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子４０歳代

参加地域

457 安枝　誠 ﾔｽｴﾀﾞ ﾏｺﾄ  1:51:54プラテクノ101 福岡県

482 中園　昇 ﾅｶｿﾞﾉ ﾉﾎﾞﾙ  1:52:13102 日出町

410 田村　隆司 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ  1:52:53ミドルサイトＲＣ103 福岡県

468 大澤　幸夫 ｵｵｻﾜ ﾕｷｵ  1:53:44三菱ＵＦＪＭＳ104 福岡県

546 田中　靖博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ  1:53:52105 福岡県

592 浪治　豊 ﾅﾐｼﾞ ﾕﾀｶ  1:53:55106 大分市

521 安宅　陽一 ｱﾀｶ ﾖｳｲﾁ  1:54:06なし107 大分市

504 笹葉　眞 ｻｻﾊﾞ ﾏｺﾄ  1:55:00マルホ株式会社108 福岡県

418 森崎　敬三 ﾓﾘｻｷ ｹｲｿﾞｳ  1:55:03大分信用金庫109 大分市

539 織田　貴裕 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:55:40110 大分市

466 吉原　孝司 ﾖｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ  1:56:24朋友111 日田市

537 佐田　雄二 ｻﾀ ﾕｳｼﾞ  1:56:36第一種苗園芸112 福岡県

435 深町　明 ﾌｶﾏﾁ ｱｷﾗ  1:57:24113 福岡県

424 東島　善章 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ  1:57:41114 佐賀県

522 鍋嶋　哲哉 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾃﾂﾔ  1:57:51チームアンブレラ115 福岡県

536 水町　真也 ﾐｽﾞﾏﾁ ｼﾝﾔ  1:57:52つーつらつー116 佐賀県

485 杉本　真人 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ  1:57:54福岡陸協117 福岡県

487 室井　高志 ﾑﾛｲ ﾀｶｼ  1:57:55118 福岡県

531 村上　孝史 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ  1:58:05福岡富士見ＲＣ119 福岡県

479 有田　伸彦 ｱﾘﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ  1:58:39120 福岡県

434 船津　孝 ﾌﾅﾂ ﾀｶｼ  1:58:45121 福岡県

540 奥野　博文 ｵｸﾉ ﾋﾛﾌﾐ  1:59:06122 宇佐市

428 小野　文典 ｵﾉ ｱﾔﾉﾘ  1:59:14玖珠自衛隊123 九重町

530 前山　秀人 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ  1:59:20124 福岡県

499 久保　博昭 ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ  1:59:46春日ダッシュ125 福岡県

404 河野　明 ｺｳﾉ ｱｷﾗ  1:59:52ＪＡべっぷ日出126 日出町

449 林光院　武一郎 ﾘﾝｺｳｲﾝ ﾀｹｲﾁﾛｳ  2:01:00らん乱クラブ127 大分市

513 川浪　健司 ｶﾜﾅﾐ ｹﾝｼﾞ  2:01:04128 日田市

554 川津　匡宏 ｶﾜﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ  2:01:47西日本鉄道129 福岡県

519 青沼　規夫 ｱｵﾇﾏ ﾉﾘ  2:03:14ＲＣＫＹ130 福岡県

528 山田　正幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  2:03:16131 大分市

541 古賀　智英 ｺｶﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ  2:03:23132 佐賀県

523 石原　哲也 ｲｼﾊﾗ ﾃﾂﾔ  2:03:31熊本県133 熊本県

572 松永　徹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｵﾙ  2:03:36大山ダム管理室134 日田市

591 小島　徹 ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ  2:04:11135 大阪府

542 三好　康宏 ﾐﾖｼ ﾔｽﾋﾛ  2:04:24136 大分市

516 多久島　裕孝 ﾀｸｼﾏ ﾋﾛﾀｶ  2:04:41137 福岡県

527 西中　隆 ﾆｼﾅｶ ﾀｶｼ  2:05:09138 佐賀県

503 柴田　一臣 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｵﾐ  2:05:25139 福岡県

501 久浦　一彦 ﾋｻｳﾗ ｶｽﾞﾋｺ  2:05:41ちろりＲＵＮ140 福岡県

586 坂本　文彦 ｻｶﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ  2:05:46141 福岡県

492 石田　誠 ｲｼﾀﾞ ﾏｺﾄ  2:06:00ｂａｒＰＯＮＴＥ142 大分市

580 原田　きよふみ ﾊﾗﾀﾞ ｷﾖﾌﾐ  2:07:20143 福岡県

403 津留　宏昭 ﾂﾙ ﾋﾛｱｷ  2:09:02さわらひ゛Ｆ＆Ｃ144 福岡県

477 山田　善司 ﾔﾏﾀﾞ ｾﾞﾝｼﾞ  2:09:31145 長崎県

441 濱松　浩己 ﾊﾏﾏﾂ ﾋﾛﾐ  2:09:49（株）アステム146 佐賀県

570 青柳　哲之 ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂｼﾞ  2:10:13147 福岡県

532 古賀　孝一 ｺｶﾞ ｺｳｲﾁ  2:10:42148 福岡県

520 荒巻　良治 ｱﾗﾏｷ ﾘﾖｳｼﾞ  2:11:58なし149 大分市

413 吉田　智行 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  2:12:54ミヤキ150 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子４０歳代

参加地域

429 大平原　慶幸 ｵｵﾋﾗﾊﾞﾙ ﾖｼﾕｷ  2:13:25151 中津市

526 田村　雄一郎 ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:13:44152 福岡県

408 小山　陽一 ｺﾔﾏ ﾖｳｲﾁ  2:15:17153 中津市

564 中尾　浩三 ﾅｶｵ ｺｳｿﾞｳ  2:16:06154 福岡県

548 梅野　勉 ｳﾒﾉ ﾂﾄﾑ  2:16:16155 福岡県

593 武内 剛 ﾀｹｳﾁ  2:16:26156 熊本県

440 堀池　英二 ﾎﾘｲｹ ｴｲｼﾞ  2:20:11157 長崎県

427 綾部　英治 ｱﾔﾍﾞ ｴｲｼﾞ  2:23:23158 福岡県

545 萬里　真一 ﾏﾝﾘ ｼﾝｲﾁ  2:23:42159 別府市

544 笠原　尚紀 ｶｻﾊﾗ ﾅｵｷ  2:26:19160 玖珠町

464 福島　良久 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋｻ  2:29:17161 福岡県

560 畑野　潤一郎 ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  2:32:59ＣＩＦ162 大分市

559 麻生　高史 ｱｿｳ ﾀｶｼ  2:34:26ＣＩＦ163 大分市

475 手嶋　英智 ﾃｼﾏ ﾋﾃﾞﾄﾓ  2:35:56164 佐賀県

529 中請　晋也 ﾅｶｳｹ ｼﾝﾔ  2:39:20久保田アネックス165 大分市

470 中間　洋 ﾅｶﾏ ﾋﾛｼ  2:39:31チームうみがめ166 福岡県

576 羽立　庄次郎 ﾊﾀﾞﾃ ｼｮｳｼﾞﾛｳ  2:45:18167 中津市

551 今村　尚博 ｲﾏﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ  2:53:45168 福岡県

565 松尾　公二 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ  2:54:18169 日田市

419 藤原　基伯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄﾉﾘ  3:12:18高田走ろう会170 豊後高田

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子５０歳代

参加地域

657 石松　幸夫 ｲｼﾏﾂ ﾕｷｵ  1:22:32宗像市役所1 福岡県

678 堀　潔己 ﾎﾘ ｷﾖﾐ  1:23:522 大分市

601 脇内　光雄 ﾜｷｳﾁ ﾐﾂｵ  1:24:31Ｔミッチェル3 福岡県

667 末廣　香織 ｽｴﾋﾛ ｶｵﾙ  1:25:28九州大学ＯＢ4 福岡県

708 小松　聡志 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ  1:26:305 山口県

744 柿本　潔 ｶｷﾓﾄ ｷﾖｼ  1:26:38奥岳山の会6 福岡県

670 治金　学 ﾊﾙｶﾞﾈ ﾏﾅﾌﾞ  1:27:177 長崎県

748 川崎　竜一 ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｲﾁ  1:27:34熊本ＣＡＣ8 熊本県

606 馬田　朝夫 ﾏﾀﾞ ｱｻｵ  1:28:38うきは市9 福岡県

711 伊東　次朗 ｲﾄｳ ｼﾞﾛｳ  1:28:5510 熊本県

684 山口　裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  1:29:01ＳＴＡＣ11 佐賀県

687 勝木　信行 ｶﾂｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:29:17正興電機12 福岡県

673 杉原　浩和 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ  1:29:46台風クラブ13 福岡県

686 藪井　秀人 ﾔﾌﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ  1:30:16ＴＥＡＭ８２１14 大分市

755 永瀬 与志弘 ﾅｶﾞｾ  1:30:5715 日田市

712 藤原　康洋 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ  1:32:03走り屋ボンズ16 長崎県

669 衛藤　善生 ｴﾄｳ ﾖｼｵ  1:32:1217 玖珠町

605 佐藤　博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  1:32:13日鉄住金物流大分18 大分市

752 川津  一 ｶﾜﾂ  1:32:3819 日田市

602 髙村　政則 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ  1:34:49本城陸上クラブ20 福岡県

733 藤田　寿房 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾌｻ  1:35:0721 佐賀県

640 垂水　博 ﾀﾙﾐ ﾋﾛｼ  1:35:38クランク・イン！22 大分市

638 北島　良和 ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ  1:35:40南元町青壮年23 日田市

688 吉田　裕一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  1:35:56大分銀行24 大分市

715 馬場　和也 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾔ  1:36:35鹿児島大学桜岳会25 福岡県

633 福島　正美 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾐ  1:36:37コープ保険サービス26 福岡県

630 吉田　清彦 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾋｺ  1:37:08チーム・ごとう27 国東市

700 秋吉　博文 ｱｷﾖｼ ﾋﾛﾌﾐ  1:37:27秋吉会計事務所28 福岡県

703 川野　章 ｶﾜﾉ ｱｷﾗ  1:37:3129 中津市

634 高木　勲 ﾀｶｷ ｲｻｵ  1:38:0730 玖珠町

706 半田　清二 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾞ  1:38:0931 福岡県

681 日高　泰史 ﾋﾀｶ ﾔｽﾌﾐ  1:38:13西鉄32 福岡県

639 森田　篤 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ  1:38:15ＦＨＪＣ33 福岡県

676 吉牟田　司 ﾖｼﾑﾀ ﾂｶｻ  1:39:07チームつかさ34 佐賀県

724 豊田　源太郎 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾞﾝﾀﾛｳ  1:39:1435 別府市

656 田中　弘 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ  1:39:26スガグミクラブ36 宇佐市

642 熊本　英俊 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:39:35チームくまもん37 佐賀県

625 佐藤　由生 ｻﾄｳ ﾖｼｵ  1:39:41大分銀行38 大分市

740 竹下　忠志 ﾀｹｼﾀ ﾀﾀﾞｼ  1:41:1239 熊本県

636 小西　淳夫 ｺﾆｼ ｱﾂｵ  1:41:2840 福岡県

742 田代　芳則 ﾀｼﾛ ﾖｼﾉﾘ  1:41:36オレンジスター41 長崎県

608 寺嶋　雅昭 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻｱｷ  1:41:40ランザローテ42 福岡県

753 荒川 博光 ｱﾗｶﾜ  1:42:2443 日田市

713 上部　泰秀 ｳﾜﾍﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ  1:42:3044 福岡県

726 佐藤　正平 ｻﾄｳ ｼﾖｳﾍｲ  1:43:14松流会45 福岡県

646 原田　豊司 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾖｼ  1:43:46日田市役所46 日田市

692 門川　頼俊 ｶﾄﾞｶﾜ ﾖﾘﾄｼ  1:44:0747 熊本県

614 佐竹　広文 ｻﾀｹ ﾋﾛﾌﾐ  1:44:0948 日田市

738 井上　信也 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾔ  1:44:4049 福岡県

637 真鍋　善人 ﾏﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ  1:44:5250 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子５０歳代

参加地域

695 村上　友一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ  1:45:20チーム・アンブレ51 福岡県

611 前川　裕章 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｱｷ  1:45:39闘魂ランナーズ52 福岡県

643 朝倉　博幸 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾕｷ  1:45:5753 日田市

621 北﨑　正二 ｷﾀｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ  1:46:2654 福岡県

641 案西　博 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｼ  1:46:43ｃａｆｅ１９１７55 福岡県

607 田中　清治 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ  1:46:50下大利サロンＲＣ56 福岡県

622 平野　真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ  1:46:55ＬＡＣ57 福岡県

685 西田　正則 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  1:47:42すわっこらんな58 福岡県

737 梶本　敬一 ｶｼﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ  1:48:00レジェンド59 福岡県

671 倉掛　速雄 ｸﾗｶｹ ﾊﾔｵ  1:48:00チーム１００福岡60 福岡県

666 村尾　博司 ﾑﾗｵ ﾋﾛｼ  1:48:10ＯＢＲＣ61 福岡県

707 今村　晴彦 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ  1:48:17チームＯＲＥＣ62 福岡県

698 安村　隆明 ﾔｽﾑﾗ ﾀｶｱｷ  1:48:29安川電機63 福岡県

619 坂口　喜久男 ｻｶｸﾞﾁ ｷｸｵ  1:49:0164 日田市

662 石川　勝憲 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾉﾘ  1:49:10乱ＲＵＮクラブ65 福岡県

651 今永　正直 ｲﾏﾅｶﾞ ﾏｻﾅｵ  1:49:1266 中津市

728 藤山　恭啓 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ  1:49:2267 大分市

650 平尾　秀一 ﾋﾗｵ ｼｭｳｲﾁ  1:49:2568 福岡県

722 廣井　義一 ﾋﾛｲ ﾖｼｶｽﾞ  1:49:52ＪＡ熊本経済連69 熊本県

663 山口　高広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ  1:50:3370 福岡県

718 岩城　正勝 ｲﾜｷ ﾏｻｶﾂ  1:51:2671 福岡県

719 木原　一彦 ｷﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ  1:51:28熊本市72 熊本県

717 村木　正樹 ﾑﾗｷ ﾏｻｷ  1:53:20ジョイフル73 大分市

618 新　良克 ｱﾗ ﾖｼｶﾂ  1:53:36ＮＴＴ－Ｆ福岡74 福岡県

690 米村　慎太郎 ﾖﾈﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ  1:53:36カルダモンＲＣ75 福岡県

731 兼松　重次 ｶﾈﾏﾂ ｼｹﾞﾂｸﾞ  1:53:4176 福岡県

631 吉田　眞輔 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ  1:53:51創菜工房77 福岡県

644 宇都宮　誠也 ｳﾂﾉﾐﾔ ｾｲﾔ  1:53:52玖珠ＧＳＶＣ78 熊本県

626 坂東　和佳 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ  1:54:3279 宇佐市

1080 鳥越　郁朗 ﾄﾘｺﾞｴ ｲｸﾛ  1:54:5880 福岡県

699 光安　英章 ﾐﾂﾔｽ ﾋﾃﾞｱｷ  1:55:03天神ＲＣ81 福岡県

617 川上　剛孝 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾀｶ  1:55:4982 福岡県

754 佐藤 康徳 ｻﾄｳ  1:56:0683 日田市

693 山田　稔則 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ  1:56:21九州総合信用84 福岡県

743 田中　陽一 ﾀﾅｶ ﾖｳｲﾁ  1:57:0685 臼杵市

675 林　和也 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ  1:57:1586 長崎県

716 林　博幸 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ  1:57:5987 佐賀県

647 立石　弘実 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛﾐ  1:58:09朝日山ＲＣ88 佐賀県

664 古閑　隆博 ｺｶﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:58:5889 福岡県

604 江藤　潤 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ  1:59:2690 福岡県

668 秦　栄治 ﾊﾀ ｴｲｼﾞ  2:00:3391 福岡県

739 森高　一彦 ﾓﾘﾀｶ ｶｽﾞﾋｺ  2:00:40森高脳神経外科92 福岡県

709 田口　正徳 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ  2:00:59福岡台風クラブ93 福岡県

609 石黒　篤 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾂｼ  2:02:0894 福岡県

616 上原　謙一 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ  2:02:13天神ＲＣ95 福岡県

677 福田　泰祐 ﾌｸﾀ ﾀｲｽｹ  2:02:4196 福岡県

746 鈴木　雅文 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ  2:03:3297 大分市

732 高倉　徹 ﾀｶｸﾗ ﾄｵﾙ  2:04:0398 玖珠町

720 梶山　正則 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ  2:04:0499 佐賀県

736 小田　謙二 ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  2:04:06福岡台風クラブ100 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子５０歳代

参加地域

691 尾鼻　修一 ｵﾊﾞﾅ ｼｭｳｲﾁ  2:04:18101 福岡県

729 和間　稔 ﾜﾏ ﾐﾉﾙ  2:04:18102 中津市

629 帆足　義夫 ﾎｱｼ ﾖｼｵ  2:04:19自衛隊103 玖珠町

648 野田　和雄 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ  2:04:36黒木記念病院104 別府市

612 大塚　猛敏 ｵｵﾂｶ ﾀｹﾄｼ  2:05:37筑邦銀行105 福岡県

635 波津久　健一 ﾊﾂﾞｸ ｹﾝｲﾁ  2:05:39三重町ボチボチ走Ｒ106 豊後大野

660 松山　豊 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾀｶ  2:06:14長崎銀行107 福岡県

710 廣橋　喜美 ﾋﾛﾊｼ ﾖｼﾐ  2:06:25108 佐賀県

734 城本　孝二 ｼﾛﾓﾄ ｺｳｼﾞ  2:07:05TAYA109 福岡県

628 許斐　良昭 ｺﾉﾐ ﾖｼｱｷ  2:07:41温泉大好きクラブ110 福岡県

682 野口　蒸治 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ  2:08:51黒木記念病院111 別府市

665 菅原　悟 ｽｶﾞﾊﾗ ｻﾄﾙ  2:08:55112 福岡県

649 長谷川　純士 ﾊｾｶﾞﾜ ｽﾐｵ  2:10:09113 福岡県

655 内田　栄 ｳﾁﾀﾞ ｻｶｴ  2:10:09114 福岡県

632 加藤　晴久 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｻ  2:10:58115 大分市

610 徳永　邦英 ﾄｸﾅｶﾞ ｸﾆﾋﾃﾞ  2:11:02下大利ランナーズ116 福岡県

603 川元　常行 ｶﾜﾓﾄ ﾂﾈﾕｷ  2:11:34117 福岡県

645 伊藤　照幸 ｲﾄｳ ﾃﾙﾕｷ  2:14:44日田走ろう会118 日田市

750 相馬 一憲 ｿｳﾏ  2:16:23119 熊本県

689 椎野　修一郎 ｼｲﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ  2:16:28120 福岡県

680 小浦　清隆 ｺｳﾗ ｷﾖﾀｶ  2:17:56ＪＲ九州商事121 福岡県

702 箱田　紀一郎 ﾊｺﾀﾞ ｷｲﾁﾛｳ  2:18:31天神ＲＣ122 福岡県

745 樋口　忠夫 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ  2:19:06123 福岡県

727 久保　亨 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ  2:19:07会社員124 大分市

654 高須　雅光 ﾀｶｽ ﾏｻﾐﾂ  2:19:13125 福岡県

624 梶原　孝雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｶｵ  2:19:16ムーンスター126 福岡県

747 冨士川　裕二 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳｼﾞ  2:19:45127 熊本県

721 内薗　辰郎 ｳﾁｿﾞﾉ ﾀﾂﾛｳ  2:19:46128 福岡県

661 高島　収 ﾀｶｼﾏ ｵｻﾑ  2:19:55129 福岡県

696 丸山野　吉秋 ﾏﾙﾔﾏﾉ ﾖｼｱｷ  2:20:55130 中津市

714 西堂　善樹 ｻｲﾄﾞｳ ﾖｼｷ  2:31:03131 福岡県

735 片岡　健治 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ  2:34:22博多阪急イングス132 福岡県

620 平島　稔 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾉﾙ  2:39:39クリタス133 広島県

749 穴井 久満 ｱﾅｲ  2:42:17134 日田市

751 上野 泰宣 ｳｴﾉ  2:46:28135 日田市

723 御船　弘治 ﾐﾌﾈ ﾋﾛﾊﾙ  2:47:55136 福岡県

730 中根　伸二 ﾅｶﾈ ｼﾝｼﾞ  3:00:01ＨＨＳ137 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子６０歳以上

参加地域

860 清水　健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ  1:25:00北九州青嵐走好愛1 福岡県

848 石田　健治 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:25:48天神ＲＣ2 福岡県

824 早野　辰已 ﾊﾔﾉ ﾀﾂﾐ  1:32:16元宮ランナーズ3 長崎県

853 井手　真 ｲﾃﾞ ﾏｺﾄ  1:38:10大濠ランナーズ4 福岡県

850 千住　丈次 ｾﾝｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｼﾞ  1:38:33博多陸友会5 福岡県

827 安永　信久 ﾔｽﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ  1:39:226 福岡県

869 金井　秀平 ｶﾅｲ ｼｭｳﾍｲ  1:39:447 福岡県

825 居石　嘉浩 ｽｴｲｼ ﾖｼﾋﾛ  1:40:41ＢＳスポーツクラブ8 福岡県

812 山内　敏行 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ  1:41:179 福岡県

811 渡辺　作満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾐﾂ  1:42:0810 福岡県

856 永渕　操 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾐｻｵ  1:44:1411 佐賀県

846 山下　次郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞﾛｳ  1:44:37久留米走ろう会12 福岡県

814 佐藤　信一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:44:45太宰府走ろう会13 福岡県

813 後藤　直 ｺﾞﾄｳ ｽﾅｵ  1:45:1414 大分市

857 下村　勉 ｼﾓﾑﾗ ﾂﾄﾑ  1:45:25三股走快15 宮崎県

839 渡邊　菊雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ  1:46:05赤帽三臼参急16 臼杵市

833 木戸　季雄 ｷﾄﾞ ｽｴｵ  1:46:1317 福岡県

864 木村　龍二 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ  1:46:4718 佐賀県

806 塚本　博史 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:47:55ブリヂストン19 福岡県

832 平山　安文 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾌﾐ  1:48:54博多陵友会20 福岡県

847 田口　司郎 ﾀｸﾞﾁ ｼﾛｳ  1:49:24晴遊会21 大分市

835 弓削　一法 ﾕｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ  1:50:0722 福岡県

807 斉藤　通貴 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾀｶ  1:51:1323 中津市

879 矢野  勉 ﾔﾉ  1:51:3924 福岡県

826 永岡　一人 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾄ  1:51:58中津気楽堂クラブ25 中津市

843 田中　正左衛門 ﾀﾅｶ ｼｮｳｻﾞｴﾓﾝ  1:52:1926 福岡県

818 大石　洋一 ｵｵｲｼ ﾖｳｲﾁ  1:52:3127 別府市

828 森　国三朗 ﾓﾘ ｸﾆｻﾌﾞﾛｳ  1:53:01天神アスリーツ28 福岡県

809 野下　幸男 ﾉｼﾀ ｻﾁｵ  1:54:33ＴＯＫＵＳＡＮ29 福岡県

829 山本　俊雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ  1:55:5530 福岡県

862 杉野　和夫 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞｵ  1:56:1131 福岡県

820 中村　國彦 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋｺ  1:56:35夏みかん32 福岡県

858 野口　隆弘 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ  1:56:39ＭＩＴＳＵＩＲＧ33 福岡県

877 高井  誠 ﾀｶｲ  1:57:3034 大分市

873 末原　芳行 ｽｴﾊﾗ ﾖｼﾕｷ  1:58:13若松競艇場35 福岡県

865 中馬　泰裕 ﾁｭｳﾏ ﾔｽﾋﾛ  1:58:19ランザローテ36 福岡県

854 林　純一 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:59:5837 福岡県

822 松藤　春樹 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾊﾙｷ  2:00:1138 福岡県

841 中村　明生 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ  2:00:34天神ＲＣ39 福岡県

823 木戸　孝雄 ｷﾄﾞ ﾀｶｵ  2:03:5840 福岡県

842 村田　直紹 ﾑﾗﾀ ﾅｵﾂｸﾞ  2:04:50東京海上日動41 佐賀県

802 岡部　一夫 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞｵ  2:05:52天神ＲＣ42 福岡県

866 吉武　正二 ﾖｼﾀｹ ﾏｻｼﾞ  2:07:4043 別府市

872 甲斐　晋典 ｶｲ ｼﾝｽｹ  2:08:3444 福岡県

878 森永 茂久 ﾓﾘﾅｶﾞ  2:08:3945 日田市

875 髙木　幹男 ﾀｶｷﾞ ﾐｷｵ  2:08:5646 中津市

801 谷川　豊 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾀｶ  2:09:20福岡市役所Ｔ・Ｃ47 福岡県

834 結城　教次郎 ﾕｳｷ ｷｮｳｼﾞﾛｳ  2:11:22北九州こんぴらクラブ48 福岡県

870 篠原　雄二郎 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ  2:12:0149 福岡県

861 竹本　澄雄 ﾀｹﾓﾄ ｽﾐｵ  2:13:5550 中津市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子６０歳以上

参加地域

838 坪根　健一 ﾂﾎﾞﾈ ｹﾝｲﾁ  2:15:57たそがれランナーズ51 佐伯市

863 田中　滋人 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾄ  2:16:16ＨＲＳ52 福岡県

867 飯田　直 ｲｲﾀﾞ ｽﾅｵ  2:17:07なし53 兵庫県

810 寺澤　正 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  2:17:11天神ＲＣ54 福岡県

805 宮原　哲郎 ﾐﾔﾊﾗ ﾃﾂﾛｳ  2:17:4455 福岡県

821 森岡　將 ﾓﾘｵｶ ｽｽﾑ  2:20:26天神ＲＣ56 福岡県

852 中原　博 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｼ  2:20:3057 福岡県

831 加來　勉 ｶｸ ﾂﾄﾑ  2:21:25ＴＨＡＧ58 福岡県

851 中野　和俊 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾄｼ  2:21:33中野歯科医院59 福岡県

815 安藤　喜久治 ｱﾝﾄﾞｳ ｷｸｼﾞ  2:24:5260 大分市

874 三原　重喜 ﾐﾊﾗ ｼｹﾞｷ  2:26:39しげちゃんズ61 佐伯市

816 髙木　芳邦 ﾀｶｷ ﾖｼｸﾆ  2:31:3262 日田市

876 中川 孝美 ﾅｶｶﾞﾜ  2:32:2663 日田市

804 小林　通弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾋﾛ  2:32:3164 大分市

819 前田　敏和 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ  2:35:23ウインス゛楽走会65 福岡県

830 林田　正幸 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  2:56:47上野公園病院66 日田市

840 徳丸　哲義 ﾄｸﾏﾙ ﾃﾂﾖｼ  3:12:18高田走ろう会67 豊後高田
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ女子３９歳以下

参加地域

903 羽田　葉子 ﾊﾀﾞ ﾖｳｺ  1:38:36居酒屋おふくろ1 大分市

901 栗原　広子 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｺ  1:40:26Ｗｉｎｄ　Ｒｕｎ2 熊本県

916 小崎　きらら ｵｻﾞｷ ｷﾗﾗ  1:42:03国東陸協3 別府市

915 松本　みのり ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ  1:44:564 佐賀県

909 増田　佳代子 ﾏｽﾀﾞ ｶﾖｺ  1:52:235 福岡県

932 牧　恵美 ﾏｷ ｴﾐ  1:55:376 福岡県

938 橋本　真理子 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ  1:57:35ポジ会マラソン部7 長崎県

910 大庭　摩希 ｵｵﾊﾞ ﾏｷ  1:57:448 福岡県

931 若菜　里咲 ﾜｶﾅ ﾘｻ  1:57:489 福岡県

906 寺脇　志穂 ﾃﾗﾜｷ ｼﾎ  1:58:5810 福岡県

933 瀬戸口　治代 ｾﾄｸﾞﾁ ﾊﾙﾖ  2:02:0211 福岡県

902 堀田　志帆 ﾎｯﾀ ｼﾎ  2:03:5912 福岡県

917 岡崎　智子 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓｺ  2:04:2013 佐賀県

926 尾池　真理子 ｵｲｹ ﾏﾘｺ  2:05:11ウィンドラン14 熊本県

925 長崎　靖代 ﾅｶﾞｻｷ ﾔｽﾖ  2:06:5815 福岡県

941 辻　正子 ﾂｼﾞ ﾏｻｺ  2:08:5616 福岡県

937 畑本　明代 ﾊﾀﾓﾄ ｱｷﾖ  2:09:2017 熊本県

920 川原　理美 ｶﾜﾊﾗ ｻﾄﾐ  2:09:42ポジ会マラソン部18 長崎県

929 大澤　梨恵 ｵｵｻﾜ ﾘｴ  2:10:2919 熊本県

935 音成　靖子 ｵﾄﾅﾘ ﾔｽｺ  2:11:34えしまSC20 日田市

934 堀尾　早希 ﾎﾘｵ ｻｷ  2:12:01博多阪急イングス21 福岡県

908 塩谷　恵美子 ｼｵﾀﾆ ｴﾐｺ  2:15:4322 福岡県

928 木村　いちず ｷﾑﾗ ｲﾁｽﾞ  2:17:2923 福岡県

905 姜　春花 ｷｮｳ ｼｭﾝｶ  2:18:17カルダモンＲＣ24 福岡県

922 大石　智美 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾐ  2:20:0525 佐賀県

904 杉田　暁 ｽｷﾞﾀ ｱｷ  2:21:2126 福岡県

940 小林　慈子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾘｺ  2:21:4027 福岡県

911 工藤　幸 ｸﾄﾞｳ ｻﾁ  2:22:43杵築市役所ＲＣ28 日出町

914 平方　佐季 ﾋﾗｶﾀ ｻｷ  2:24:1629 福岡県

918 柴田　さやか ｼﾊﾞﾀ ｻﾔｶ  2:24:4830 佐賀県

939 吉野　由佳里 ﾖｼﾉ ﾕｶﾘ  2:25:5531 福岡県

924 神田　菜々 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾅ  2:27:1832 神奈川県

927 川上　愛 ｶﾜｳｴ ｱｲ  2:27:5233 長崎県

912 諌山　純子 ｲｻﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ  2:32:58チョコミント34 福岡県

913 嘉手苅　真紀 ｶﾃﾞｶﾘ ﾏｷ  2:36:0435 福岡県

907 宮崎　裕子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ  2:40:1436 大分市

936 千原　夏海 ﾁﾊﾗ ﾅﾂﾐ  2:44:5237 熊本県

919 カーチス　ジェーン ｶｰﾁｽ ｼﾞｪｰﾝ  3:01:1638 佐賀県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ女子４０歳以上

参加地域

1032 浦辺　彰子 ｳﾗﾍﾞ ｱｷｺ  1:32:45（株）岩田屋三越1 福岡県

1031 椎野　素子 ｼｲﾉ ﾓﾄｺ  1:44:402 福岡県

1010 野田　直子 ﾉﾀﾞ ﾅｵｺ  1:45:133 日田市

1030 中嶋　紀美子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐｺ  1:48:254 福岡県

1038 溝田　佐知子 ﾐｿﾞﾀ ｻﾁｺ  1:51:315 福岡県

1013 安岡　佐奈江 ﾔｽｵｶ ｻﾅｴ  1:52:066 福岡県

1004 田村　理穂 ﾀﾑﾗ ﾘﾎ  1:53:39ミドルサイトＲＣ7 福岡県

1025 麻生　博子 ｱｿｳ ﾋﾛｺ  1:53:458 福岡県

1008 吉田　真由美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕﾐ  1:53:53ＥＲＩ9 福岡県

1039 中原　智子 ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓｺ  1:53:5710 大分市

1022 籾井　博子 ﾓﾐｲ ﾋﾛｺ  1:54:45ＢＢトライ11 福岡県

1005 出利葉　有晃 ｲﾃﾞﾘﾊ ﾕｳｺ  1:56:2712 福岡県

1035 野副　恭子 ﾉｿﾞｴ ｷｮｳｺ  1:57:1313 福岡県

1047 谷川　洋子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ  1:57:2314 福岡県

1064 冨士川　幸代 ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾁﾖ  1:58:0715 熊本県

1042 小島　あけみ ｺｼﾞﾏ ｱｹﾐ  1:58:16天神ＲＣ16 福岡県

1006 林　由美子 ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ  1:59:2617 福岡県

1043 大山　典子 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｺ  1:59:2818 福岡県

1057 大石　和美 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾐ  2:00:4719 福岡県

1063 村上　知恵 ﾑﾗｶﾐ ﾁｴ  2:01:3220 福岡県

1049 米沢　恭子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷｮｳｺ  2:01:40ランザローテ21 福岡県

1024 安江　洋子 ﾔｽｴ ﾖｳｺ  2:01:48レッツ楽歩22 山口県

1053 古賀　貴美子 ｺｶﾞ ｷﾐｺ  2:03:2323 佐賀県

1048 上野　三佳子 ｳｴﾉ ﾐｶｺ  2:04:30ランザローテ24 福岡県

1051 甲斐　政枝 ｶｲ ﾏｻｴ  2:04:3225 福岡県

1001 釋　寿美恵 ｼｬｸ ｽﾐｴ  2:05:5126 福岡県

1026 金丸　美保代 ｶﾅﾏﾙ ﾐﾎﾖ  2:06:2627 津久見市

1016 児玉　明美 ｺﾀﾞﾏ ｱｹﾐ  2:07:1428 福岡県

1041 三角　恭代 ﾐｽﾐ ﾔｽﾖ  2:07:5229 福岡県

1018 小川　雅子 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｺ  2:09:0630 佐賀県

1014 坂田　和美 ｻｶﾀ ｶｽﾞﾐ  2:09:34温泉大好きクラブ31 福岡県

1019 船津　清香 ﾌﾅﾂ ｷﾖｶ  2:10:1832 福岡県

1003 林　香代美 ﾊﾔｼ ｶﾖﾐ  2:10:45クラフ゛ランサ゛ローテ33 福岡県

1040 中嶋　愛 ﾅｶｼﾏ ｱｲ  2:13:2434 福岡県

1037 平尾　理英 ﾋﾗｵ ﾘｴ  2:13:46ソラリア35 福岡県

1062 龍　妃良子 ﾘｭｳ ｷﾖｺ  2:14:20福岡台風クラブ36 福岡県

1015 砂野　恵子 ｽﾅﾉ ｹｲｺ  2:14:5337 大分市

1023 古閑　明子 ｺｶﾞ ｱｷｺ  2:17:4838 福岡県

1055 清松　藤美 ｷﾖﾏﾂ ﾌｼﾞﾐ  2:18:0739 佐伯市

1045 梅崎　千草 ｳﾒｻﾞｷ ﾁｸﾞｻ  2:18:1640 福岡県

1028 蟹江　詩穂 ｶﾆｴ ｼﾎ  2:19:1941 福岡県

1021 高島　朋子 ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｺ  2:19:5542 福岡県

1044 野依　滝恵 ﾉﾖﾘ ﾀｷｴ  2:21:39ＮＪＲＣ43 中津市

1046 吉次　由美子 ﾖｼﾂｸﾞ ﾕﾐｺ  2:23:0944 福岡県

1059 白坂　久美 ｼﾗｻｶ ｸﾐ  2:23:39阪急阪神百貨店45 福岡県

1036 畑野　美智子 ﾊﾀﾉ ﾐﾁｺ  2:24:0846 別府市

1056 三原　初代 ﾐﾊﾗ ﾊﾂﾖ  2:26:39しげちゃんズ47 佐伯市

1017 徳丸　喜久子 ﾄｸﾏﾙ ｷｸｺ  2:31:56高田走ろう会48 豊後高田

1050 片山　由美子 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐｺ  2:35:4249 福岡県

1034 堤　光子 ﾂﾂﾐ ﾐﾂｺ  2:36:28白ユリＳＡＧＡ50 佐賀県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ女子４０歳以上

参加地域

1060 金森　光子 ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂｺ  2:43:2351 福岡県

1061 廣田　知美 ﾋﾛﾀ ﾄﾓﾐ  2:43:5652 福岡県

1007 原　チエ子 ﾊﾗ ﾁｴｺ  2:44:1753 福岡県

1065 服部　美峰子 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾎｺ  2:46:58さわらびーるくん54 福岡県

1052 御船　実和子 ﾐﾌﾈ ﾐﾜｺ  2:47:5555 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子３９歳以下

参加地域

1104 松田　雄太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ  0:36:34九州産業高校1 福岡県

1206 渋谷 駿太 ｼﾌﾞﾀﾆ  0:37:092 日田市

1141 橋口　友紀 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ  0:37:34ＫＧＬ福岡浄水3 福岡県

1130 廣松　幹紀 ﾋﾛﾏﾂ ﾐｷﾉﾘ  0:37:394 福岡県

1154 塚元　雄大 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ  0:38:105 福岡県

1207 合谷 直敏 ｺﾞｳﾔ  0:39:016 日田市

1147 坂本　閏 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ  0:40:15長崎三菱自動車7 長崎県

1175 小崎　光舟 ｵｻﾞｷ ｺｳｼｭｳ  0:40:40国東陸協8 中津市

1132 富尾　健俉 ﾄﾐｵ ｹﾝｺﾞ  0:42:19南石垣支援学校9 別府市

1129 畑山　正太 ﾊﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ  0:42:4110 福岡県

1156 重光　貴葵 ｼｹﾞﾐﾂ ﾀｶｷ  0:43:19しんともたか’Ｓ11 福岡県

1166 下村　拓也 ｼﾓﾑﾗ ﾀｸﾔ  0:43:32ＣＲＣアスリート12 福岡県

1121 榊　太一 ｻｶｷ ﾀｲﾁ  0:44:45上田走友会13 福岡県

1139 鶴田　勝 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾙ  0:44:57ＦＨＪＣ14 福岡県

1204 三重野　充裕 ﾐｴﾉ ﾐﾂﾋﾛ  0:45:5315 大分市

1131 籔谷　裕太 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ  0:47:22八商16 別府市

1187 坂本　祐一 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ  0:47:2217 福岡県

1115 清田　直幸 ｷﾖﾀ ﾅｵﾕｷ  0:48:2718 日田市

1201 宇都宮　友樹 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾄﾓｷ  0:48:3119 大分市

1176 三善　洋一 ﾐﾖｼ ﾖｳｲﾁ  0:48:5120 福岡県

1114 森　嵩博 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ  0:49:17恵風苑21 福岡県

1182 靍久　裕貴 ﾂﾙﾋｻ ﾕｳｷ  0:49:25宗仁会22 福岡県

1120 手島　康成 ﾃｼﾏ ﾔｽﾅﾘ  0:49:31上田走友会23 福岡県

1172 和田　広之 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:49:3524 大阪府

1133 深町　哲也 ﾌｶﾏﾁ ﾃﾂﾔ  0:50:0725 福岡県

1146 榎本　善公 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾅｵ  0:50:40アミノバリュー26 福岡県

1189 木村　鷹太郎 ｷﾑﾗ ﾖｳﾀﾛｳ  0:50:55大分大学27 大分市

1101 池田　良広 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:51:0328 福岡県

1174 松本　宗三 ﾏﾂﾓﾄ ﾑﾈｿﾞｳ  0:51:1629 大分市

1178 山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ  0:51:22九州工業大学30 福岡県

1125 岡　尋臣 ｵｶ ﾋﾛｵﾐ  0:51:3631 日田市

1180 水井　裕貴 ﾐｽﾞｲ ﾋﾛﾀｶ  0:51:4532 佐賀県

1193 竹下　恭平 ﾀｹｼﾀ ｷｮｳﾍｲ  0:52:0133 熊本県

1102 阿部　紘大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ  0:52:3034 福岡県

1105 原　信哉 ﾊﾗ ｼﾝﾔ  0:52:5335 別府市

1162 岩崎　政春 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾊﾙ  0:53:07ＣＲＣアスリート36 福岡県

1109 二宮　健吾 ﾆﾉﾐﾔ ｹﾝｺﾞ  0:53:11ＴＥＡＭ苺茄Ｓ37 大分市

1122 野田　太一 ﾉﾀﾞ ﾀｲﾁ  0:54:0738 日田市

1199 川野　浩則 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾉﾘ  0:54:0839 由布市

1165 宮原　健吾 ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ  0:54:19ＣＲＣアスリート40 福岡県

1136 下澤　徹太郎 ｼﾓｻﾞﾜ ﾃﾂﾀﾛｳ  0:54:20チームまる辰41 長崎県

1137 永田　和也 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ  0:54:20チームまる辰42 長崎県

1192 小川　琢麿 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ  0:54:2943 福岡県

1123 古屋　亮介 ｺﾔ ﾘｮｳｽｹ  0:54:4644 大分市

1203 末松　武士 ｽｴﾏﾂ ﾀｹｼ  0:54:55溝江建設株式会社45 福岡県

1171 瀬口　直樹 ｾｸﾞﾁ ﾅｵｷ  0:54:5846 日田市

1106 森山　翔太 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀ  0:55:17福岡医健専門学校47 福岡県

1160 能塚　広崇 ﾉｳﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｶ  0:55:3148 福岡県

1185 青木　寛徳 ｱｵｷ ﾋﾛﾉﾘ  0:55:3749 佐賀県

1169 安部　圭助 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ  0:55:49ＴＥＡＭ苺茄Ｓ50 由布市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子３９歳以下

参加地域

1153 小野　篤史 ｵﾉ ｱﾂｼ  0:56:0051 福岡県

1142 石田　仁一 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  0:56:1152 竹田市

1177 丸本　達也 ﾏﾙﾓﾄ ﾀﾂﾔ  0:56:13大分大学53 大分市

1158 安永　憲史 ﾔｽﾅｶﾞ ｹﾝｼ  0:56:1654 福岡県

1150 村井　雅俊 ﾑﾗｲ ﾏｻﾄｼ  0:56:30ＷｉｎｄＲｕｎ55 佐賀県

1107 木下　和弥 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾔ  0:56:41ＩＡＣ櫛原56 福岡県

1194 今岡　信介 ｲﾏｵｶ ｼﾝｽｹ  0:56:4357 大分市

1184 岡見　啓太 ｵｶﾐ ｹｲﾀ  0:56:49九州エアーテック58 日田市

1179 福田　一寛 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:56:59日本テレビ59 東京都

1190 吉田　昂平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ  0:57:2960 福岡県

1149 井無田　賢 ｲﾑﾀ ｻﾄｼ  0:57:43チームＯＲＥＣ61 福岡県

1116 工藤　芳樹 ｸﾄﾞｳ ﾖｼｷ  0:57:51福岡銀行62 日田市

1148 秋山　豊 ｱｷﾔﾏ ﾕﾀｶ  0:58:10チームＯＲＥＣ63 福岡県

1145 位　一平 ｸﾗｲ ｲｯﾍﾟｲ  0:58:19大分ＵＭＣ64 大分市

1144 瀬戸　真一 ｾﾄ ｼﾝｲﾁ  0:58:3165 福岡県

1119 長尾　紳吾 ﾅｶﾞｵ ｼﾝｺﾞ  0:58:54黒木記念病院66 由布市

1103 今永　健太 ｲﾏﾅｶﾞ ｹﾝﾀ  0:59:2167 日田市

1188 中津留　和也 ﾅｶﾂﾙ ｶｽﾞﾔ  0:59:3668 大分市

1202 古井　宏司 ﾌﾙｲ ｺｳｼﾞ  0:59:4769 宮崎県

1167 野田　裕之 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:00:0270 福岡県

1108 坂本　直文 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ  1:00:21ＩＡＣ櫛原71 福岡県

1200 岡本　桜 ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ  1:00:2672 大分市

1161 養父　淳一 ﾖｳﾌ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:00:26ＣＲＣアスリート73 福岡県

1170 曽ノ木　政治 ｿﾉｷ ﾏｻﾊﾙ  1:00:33香月病院74 佐賀県

1205 川野　真樹 ｶﾜﾉ ﾏｻｷ  1:00:4675 中津市

1128 帆足　健一 ﾎｱｼ ｹﾝｲﾁ  1:00:4876 玖珠町

1124 松野　智朗 ﾏﾂﾉ ﾄﾓｱｷ  1:01:01フクオカキ゛ンコウ77 日田市

1126 荒木　邦彦 ｱﾗｷ  1:01:12大分銀行78 大分市

1113 酒居　秀行 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:01:2879 福岡県

1197 清水　雄貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ  1:01:3680 熊本県

1186 峯　清輝 ﾐﾈ ｷﾖﾃﾙ  1:01:42恵風苑81 福岡県

1208 堀池 和寛 ﾎﾘｲｹ  1:02:1982 大分市

1183 諫山　拓郎 ｲｻﾔﾏ ﾀｸﾛｳ  1:02:19九州エアーテック83 日田市

1134 野口　雅章 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ  1:02:5584 福岡県

1112 千々和　義仁 ﾁﾁﾞﾜ ﾖｼﾋﾄ  1:02:5985 福岡県

1164 丸田　康介 ﾏﾙﾀ ｺｳｽｹ  1:04:36ＣＲＣアスリート86 福岡県

1152 後藤　敬 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ  1:04:3787 福岡県

1140 草場　隆弘 ｸｻﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:04:4088 佐伯市

1157 矢野　慎也 ﾔﾉ ｼﾝﾔ  1:05:00しんともたか’Ｓ89 福岡県

1196 中村　亮滋 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ  1:05:5790 大分市

1209 近藤  亮 ｺﾝﾄﾞｳ  1:07:0191 大分市

1143 村上　誠 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ  1:07:5992 福岡県

1168 甲斐　祐太朗 ｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ  1:08:14ＴＥＡＭ苺茄Ｓ93 大分市

1198 黒田　亮 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ  1:09:1994 大分市

1159 楊井　俊之 ﾔﾅｲ ﾄｼﾕｷ  1:11:54ＫＲＴＣ95 福岡県

1118 岡見　一樹 ｵｶﾐ ｶｽﾞｷ  1:12:36天領エキスプレス96 日田市

1163 渡辺　隆太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ  1:13:13ＣＲＣアスリート97 福岡県

1151 前澤　隆 ﾏｴｻﾜ ﾀｶｼ  1:18:3598 福岡県

1210 平川 流聖 ﾋﾗｶﾜ  1:18:4299 日田市

1211 石橋 大輝 ｲｼﾊﾞｼ  1:18:42100 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子３９歳以下

参加地域

1213 三笘 大輔 ﾐﾄﾏ  1:21:45101 日田市

1117 大庭　祐也 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ  1:23:16天領エキスプレス102 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子４０歳代

参加地域

1318 佐藤　勝人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ  0:35:02玖珠郡陸協1 玖珠町

1309 永松　良市 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ  0:36:252 福岡県

1333 藤重　博明 ﾌｼﾞｼｹﾞ ﾋﾛｱｷ  0:37:29河内小学校3 豊後高田

1344 高橋　直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ  0:37:37ブレイクスルー4 福岡県

1316 伊藤　竜一 ｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ  0:38:17優愛凪美クラブ5 日田市

1343 楠　秀人 ｸｽ ﾋﾃﾞﾄ  0:38:27ヤマト運輸6 佐賀県

1301 今宮　俊一 ｲﾏﾐﾔ  0:39:157 大分市

1319 中島　秀俊 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ  0:40:568 佐賀県

1361 石井　大介 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ  0:41:32ＰＣＭＣ9 福岡県

1349 池田　忠義 ｲｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ  0:43:2110 長崎県

1347 佐藤　啓史 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ  0:43:4811 日出町

1373 上野　高男 ｳｴﾉ ﾀｶｵ  0:44:0312 日田市

1353 中野　量文 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾌﾐ  0:44:11チーム　フセラシ13 豊後高田

1350 桑原　良太 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ  0:44:52ＲＣｙｏｕ＆ｉ14 佐賀県

1335 穐本　和仁 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ  0:45:00両国自動車整備15 国東市

1303 袴田　政嗣 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ  0:46:29大濠ランナース゛16 福岡県

1345 永濵　英樹 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾃﾞｷ  0:46:5817 福岡県

1320 西岡　義久 ﾆｼｵｶ ﾖｼﾋｻ  0:47:08ランザローテ18 福岡県

1355 山川　雅弘 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ  0:47:2019 長崎県

1317 木村　雄二 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ  0:48:0820 日田市

1322 安本　昭 ﾔｽﾓﾄ ｱｷﾗ  0:48:57Ｅランナーズ21 福岡県

1330 松本　和光 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾂ  0:49:2022 熊本県

1354 横川　貴 ﾖｺｶﾞﾜ ﾀｶｼ  0:49:20チーム　フセラシ23 豊後高田

1325 椎葉　和将 ｼｲﾊﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  0:49:49アミノＲＣ福岡の24 福岡県

1340 木下　和夫 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ  0:49:56ひたＳＷＳ25 日田市

1371 針崎　実 ﾊﾘｻｷ ﾐﾉﾙ  0:49:57日田市森林組合26 日田市

1315 山手　秀彦 ﾔﾏﾃ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:50:34日隈ミニバス27 日田市

1314 鎌倉　智之 ｶﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ  0:51:02福岡銀行28 福岡県

1367 小野　節雄 ｵﾉ ｾﾂｵ  0:51:0529 大分市

1362 安部　恭典 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  0:51:2930 大分市

1366 山下　伸二 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ  0:51:30株式会社東芝31 大分市

1358 丸山　一幸 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ  0:51:5532 福岡県

1363 長野　景一 ﾅｶﾞﾉ ｹｲｲﾁ  0:52:0433 大分市

1302 中村　明浩 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:52:0834 福岡県

1376 平川 伊三夫 ﾋﾗｶﾜ  0:52:1735 日田市

1375 中川 慎一 ﾅｶｶﾞﾜ  0:54:0536 福岡県

1341 柴田　高宏 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ  0:54:1137 大分市

1311 小河　貢 ｵｺﾞｳ ﾐﾂｸﾞ  0:54:12朝日商会38 福岡県

1326 蒲地　亮介 ｶﾏﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:54:21チームまる辰39 長崎県

1324 大川　裕二 ｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ  0:54:32ＡＶＤＣ40 福岡県

1332 秦野　剛司 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ  0:54:37塩原橋41 福岡県

1331 丸山　豊 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾀｶ  0:55:1142 佐賀県

1983 石井　俊一 ｲｼｲ ｼｭﾝｲﾁ  0:55:1543 福岡県

1368 梅田　稔 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:55:2744 日田市

1359 中尾　英五郎 ﾅｶｵ ｴｲｺﾞﾛｳ  0:55:29イケ尻ランナーズ45 福岡県

1352 村上　和宏 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ  0:55:5546 福岡県

1370 綾部　臣祐 ｱﾔﾍﾞ ｼﾝｽｹ  0:56:0147 福岡県

1338 後藤　寿一 ｺﾞﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ  0:56:1948 大分市

1313 清末　康宏 ｷﾖｽｴ ﾔｽﾋﾛ  0:56:2749 国東市

1369 河野　雅樹 ｶﾜﾉ ﾏｻｷ  0:56:3850 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子４０歳代

参加地域

1360 徳田　広信 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:56:4851 福岡県

1323 東　潤一郎 ｱﾂﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  0:57:1052 福岡県

1351 石橋　康吏 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｼﾞ  0:57:2053 福岡県

1337 岡本　正博 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  0:58:5854 大分市

1356 堤　和弘 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾋﾛ  0:59:24平成クラブ55 福岡県

1365 美山　泰孝 ﾐﾔﾏ ﾔｽﾀｶ  1:00:1956 福岡県

1312 伊賀　隆博 ｲｶﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:00:2357 大分市

1346 柴村　賢治 ｼﾊﾞﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  1:00:5758 福岡県

1334 城野　和夫 ｼﾞｮｳﾉ ｶｽﾞｵ  1:01:32聖陵会59 日田市

1339 永井　義光 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾐﾂ  1:01:33シーアールシーア60 福岡県

1308 藤田　勝利 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾄｼ  1:01:3561 大分市

1336 猪島　俊朗 ｲﾉｼﾏ ﾄｼﾛｳ  1:02:1762 宮崎県

1372 河野　裕 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ  1:02:5663 大分市

1321 藤澤　正和 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ  1:03:32那珂川町役場64 福岡県

1307 清水　大司郎 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ  1:03:4565 日田市

1374 山田　知之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  1:05:40中津北高66 福岡県

1364 小野　圭二 ｵﾉ ｹｲｼﾞ  1:06:43大分サッシ67 大分市

1310 田川　恭孝 ﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ  1:08:5968 福岡県

1348 生田　和広 ｲｸﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  1:09:1569 熊本県

1305 竹下　幸利 ﾀｹｼﾀ ﾕｷﾄｼ  1:10:2670 熊本県

1327 長嶋　賢明 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝﾒｲ  1:13:30チームまる辰71 長崎県

1329 北林　貞夫 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｻﾀﾞｵ  1:16:56さうす国見72 奈良県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子５０歳代

参加地域

1444 成松　弘紳 ﾅﾘﾏﾂ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:38:46ＳＮＷ1 佐伯市

1423 篠原　義明 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼｱｷ  0:39:09篠原製麺ＲＣ2 福岡県

1431 鮫島　治 ｻﾒｼﾏ ｵｻﾑ  0:40:113 鹿児島県

1411 梅木　昭則 ｳﾒｷ ｱｷﾉﾘ  0:40:21ＫＵＳＵＧＳＶＣ4 玖珠町

1429 黒田　英明 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:40:54ＦＨＪＣ5 福岡県

1432 大石　賢治 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ  0:41:20豊前マラソンＣ6 福岡県

1435 尾崎　尚之 ｵｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ  0:42:28宇佐市ＲＣ7 宇佐市

1421 寺﨑　正隆 ﾃﾗｻｷ ﾏｻﾀｶ  0:44:538 佐賀県

1455 伊藤　彰 ｲﾄｳ ｱｷﾗ  0:46:429 福岡県

1434 永川　良文 ﾅｶﾞｶﾜ ﾖｼﾌﾐ  0:46:49ブレイクスルー10 福岡県

1415 尾田　博司 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ  0:47:42ＮＯＭ11 中津市

1445 木村　文茂 ｷﾑﾗ ﾌﾐｼｹﾞ  0:47:4312 大分市

1408 木村　京次 ｷﾑﾗ ｷｮｳｼﾞ  0:49:4513 福岡県

1422 財津　博文 ｻﾞｲﾂ ﾋﾛﾌﾐ  0:51:3214 日田市

1414 安本　哲也 ﾔｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ  0:52:0815 福岡県

1440 佐々木　正男 ｻｻｷ ﾏｻｵ  0:53:0016 大分市

1409 酒井　裕司 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ  0:54:1017 福岡県

1402 森川　良一 ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ  0:54:19名水九重18 玖珠町

1450 三宅　唯夫 ﾐﾔｹ ﾀﾀﾞｵ  0:54:29㈱サンウッディ19 福岡県

1403 木戸　正志 ｷﾄﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:56:06㈱Ｐａｌｔａｃ20 福岡県

1418 髙橋　勉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ  0:57:08ソルバリエ21 大分市

1441 辻　悟 ﾂｼﾞ ｻﾄﾙ  0:57:2322 佐賀県

1416 山村　浩三 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ  0:58:42陸上自衛隊別府23 別府市

1449 岡見　要一郎 ｵｶﾐ ﾖｳｲﾁﾛｳ  0:59:27九州エアーテック24 日田市

1438 角　謙二 ｽﾐ ｹﾝｼﾞ  0:59:32９Ｅ25 福岡県

1419 古屋　恵三 ｺﾔ ｹｲｿﾞｳ  0:59:58アクサ生命26 大分市

1437 青木　宏之 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ  1:00:2727 福岡県

1425 穴井　哲也 ｱﾅｲ ﾃﾂﾔ  1:00:42豊後とことこ28 大分市

1448 富崎　幹雄 ﾄﾐｻｷ ﾐｷｵ  1:02:5129 福岡県

1410 大島　正 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞｼ  1:02:5330 福岡県

1443 穂坂　辰男 ﾎｻｶ ﾀﾂｵ  1:02:53双日九州31 福岡県

1442 濱田　進 ﾊﾏﾀﾞ ｽｽﾑ  1:03:05福岡県庁32 福岡県

1426 萬　信彦 ﾖﾛｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ  1:03:16那珂川町役場33 福岡県

1404 鶴田　俊安 ﾂﾙﾀ ﾄｼﾔｽ  1:03:39大分土木事務所34 大分市

1454 幾竹　忠則 ｲｸﾀｹ ﾀﾀﾞﾉﾘ  1:04:2635 福岡県

1436 藤元　幸二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:05:5836 鹿児島県

1447 鞘野　正浩 ｻﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ  1:08:0637 福岡県

1453 藤井　義之 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾕｷ  1:10:0538 福岡県

1428 木下　龍次 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｼﾞ  1:10:3039 福岡県

1452 赤坂　廣 ｱｶｻｶ ﾋﾛｼ  1:10:5740 福岡県

1407 畑　研治 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ  1:11:35飯塚二瀬郵便局41 福岡県

1413 古賀　敏弘 ｺｶﾞ ﾄｼﾋﾛ  1:12:20㈱オーレック42 福岡県

1406 井上　晋一 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁ  1:14:2343 中津市

1439 山田　博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ  1:15:3844 大分市

1446 藤澤　久司 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｻｼ  1:15:5945 大分市

1405 阿部　弘彦 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾋｺ  1:16:1546 福岡県

1412 藤井　武 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ  1:16:33ノベルティス47 大分市

1451 松岡　良次 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｼﾞ  1:17:0748 福岡県

1427 高原　昇 ﾀｶﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ  1:22:1649 福岡県

1420 河津　康男 ｶﾜﾂﾞ ﾔｽｵ  1:23:15天領エキスプレス50 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ男子６０歳以上

参加地域

1508 林　範一 ﾊﾔｼ ﾉﾘｶｽﾞ  0:42:51ＮＨＲＣ1 福岡県

1536 本田　峰幸 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾈﾕｷ  0:44:30高千穂ラン2 宮崎県

1532 佐藤　賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:45:22（株）和栄3 豊後大野

1512 堀　鎭雄 ﾎﾘ ｼｽﾞｵ  0:46:214 福岡県

1538 山村　幸男 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｷｵ  0:47:555 大分市

1511 権藤　實 ｺﾞﾝﾄﾞｳ  0:48:54カメラのラビット6 福岡県

1524 伊東　雅博 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  0:49:23トップウェルネス7 大分市

1534 渡邉　信介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ  0:50:028 福岡県

1542 川野　道弘 ｶﾜﾉ ﾐﾁﾋﾛ  0:50:229 佐伯市

1523 大村　隆徳 ｵｵﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ  0:50:3610 津久見市

1530 古屋　浩 ｺﾔ ﾋﾛｼ  0:51:4011 大分市

1518 安武　哲義 ﾔｽﾀｹ ﾃﾂﾖｼ  0:53:01筑紫野市12 福岡県

1519 岡部　国繁 ｵｶﾍﾞ ｸﾆｼｹﾞ  0:53:15中国料理　香港樓13 大分市

1526 大野　修一 ｵｵﾉ ｼｭｳｲﾁ  0:53:2714 福岡県

1502 三浦　金重 ﾐｳﾗ ｷﾝｼﾞｭｳ  0:54:16チームラスカム15 熊本県

1522 後藤　英二 ｺﾞﾄｳ ｴｲｼﾞ  0:55:1716 国東市

1525 宮﨑　英孝 ﾐﾔｻﾞｷ  0:55:38天神ＲＣ17 福岡県

1521 西尾　暁 ﾆｼｵ ｱｷﾗ  0:56:02天神ＲＣ18 福岡県

1516 手島　康男 ﾃｼﾏ ﾔｽｵ  0:57:27穂波走ろう会19 福岡県

1527 森山　保人 ﾓﾘﾔﾏ ﾔｽﾄ  0:57:29日田走ろう会20 日田市

1529 川村　文男 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ  0:58:1421 福岡県

1546 竹本 和則 ﾀｹﾓﾄ  0:58:4422 日田市

1543 楠田　直玄 ｸｽﾀﾞ ﾅｵﾊﾙ  0:58:4923 福岡県

1504 井上　千一 ｲﾉｳｴ  0:59:0124 佐賀県

1510 小手川　久 ｺﾃｶﾞﾜ ﾋｻｼ  1:00:40トップウエルネス25 大分市

1540 金丸　雄二 ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ  1:00:4726 津久見市

1535 生田　喜久夫 ｲｸﾀ ｷｸｵ  1:00:5527 福岡県

1505 髙橋　光徳 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ  1:02:19一人ランナーズ28 杵築市

1509 岸本　栄一郎 ｷｼﾓﾄ  1:02:4429 福岡県

1544 溝口　知行 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ  1:04:35溝口病院30 福岡県

1506 伊藤　誠一 ｲﾄｳ  1:07:1831 大分市

1501 生野　義員 ｼｮｳﾉ ﾖｼｶｽﾞ  1:07:2532 福岡県

1528 新谷　治久 ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙﾋｻ  1:07:4733 福岡県

1514 後藤　晴夫 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｵ  1:08:51合同産業熊本34 熊本県

1507 大内田　博 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:10:1035 福岡県

1520 稲尾　登志高 ｲﾅｵ ﾄｼﾀｶ  1:13:4436 別府市

1515 工藤　勝則 ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ  1:16:29ｎｏｕｓ大分37 大分市

1503 上村　英夫 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ  1:17:00ウイングフットＲ．Ｃ38 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ女子３９歳以下

参加地域

1601 小西　裕也 ｺﾆｼ ﾋﾛｴ  0:45:371 福岡県

1612 西山　直見 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾐ  0:46:43日出暘谷高校2 日出町

1643 古家　麻衣子 ﾌﾙｲｴ ﾏｲｺ  0:51:23ＳＫラン3 熊本県

1606 中江　彩 ﾅｶｴ ｱﾔ  0:51:58大分大学4 大分市

1632 神崎　陽子 ｶﾝｻﾞｷ ﾖｳｺ  0:54:065 福岡県

1646 竹丸　由香里 ﾀｹﾏﾙ ﾕｶﾘ  0:55:096 大分市

1619 立花　三奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾅ  0:55:44ソルバリエ7 日出町

1602 佐藤　絵梨 ｻﾄｳ ｴﾘ  0:55:48福岡医健専門学校8 福岡県

1639 前田　朱香 ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ  0:56:469 福岡県

1657 渕上　裕美 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕﾐ  0:56:5310 福岡県

1651 西川　しず香 ﾆｼｶﾜ ｼｽﾞｶ  0:56:5611 熊本県

1659 酒瀬川　育美 ｻｶｾｶﾞﾜ ｲｸﾐ  0:57:0012 福岡県

1613 壁村　好美 ｶﾍﾞﾑﾗ ｺﾉﾐ  0:57:0413 日田市

1669 宗野　希美 ｿｳﾉ ﾉｿﾞﾐ  0:57:1114 玖珠町

1610 藤武　亜希 ﾄｳﾀｹ ｱｷ  0:57:23ＩＡＣ櫛原15 福岡県

1640 野村　有紀 ﾉﾑﾗ ﾕｷ  0:57:4116 長崎県

1642 保谷　みどり ﾎﾀﾆ ﾐﾄﾞﾘ  0:57:5817 長崎県

1661 塩崎　智子 ｼｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ  0:59:0018 大分市

1641 堤　あゆみ ﾂﾂﾐ ｱﾕﾐ  0:59:24平成クラブ19 福岡県

1645 那須　愛子 ﾅｽ ｱｲｺ  0:59:3820 宇佐市

1611 石井　里実 ｲｼｲ ｻﾄﾐ  1:00:20ＩＡＣ櫛原21 福岡県

1671 川野　葉子 ｶﾜﾉ ﾖｳｺ  1:00:50ダイアナ22 福岡県

1649 山口　裕子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ  1:01:1123 福岡県

1628 上尾　菜穂子 ｳｴｵ ﾅﾎｺ  1:01:1424 大分市

1615 酒居　里佳 ｻｶｲ ﾘｶ  1:01:2725 福岡県

1672 安部　絢 ｱﾍﾞ ｱﾔ  1:01:30ダイアナ26 宇佐市

1629 小松崎　陽子 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｺ  1:01:3927 大分市

1603 川野　美樹 ｶﾜﾉ ﾐｷ  1:02:03黒木記念病院28 別府市

1627 安藤　通恵 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｴ  1:02:10アミノバリュー29 大分市

1664 佐藤　和美 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ  1:02:1730 大分市

1658 日野　明子 ﾋﾉ ｱｷｺ  1:02:3531 福岡県

1618 小田部　寛子 ｵﾀﾍﾞ ﾋﾛｺ  1:02:37ソルバリエ32 別府市

1631 山田　春奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾅ  1:02:46ブレイクスルー33 福岡県

1614 藤原　亜美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ  1:03:0434 玖珠町

1660 大石　真実 ｵｵｲｼ ﾏﾅﾐ  1:03:1235 大分市

1608 大塚　浩美 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐ  1:03:4336 福岡県

1675 髙倉  茜 ﾀｶｸﾗ  1:04:1137 日田市

1662 丸山　和恵 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｴ  1:04:4638 由布市

1667 大串　早月 ｵｵｸﾞｼ ｻﾂｷ  1:04:4639 大分市

1655 柴田　梓 ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾞｻ  1:05:01博多阪急イングス40 福岡県

1653 西郷　香苗 ｻｲｺﾞｳ ｶﾅｴ  1:05:01博多阪急イングス41 福岡県

1636 友原　千夏 ﾄﾓﾊﾗ ﾁﾅﾂ  1:05:5442 福岡県

1654 西郷　摩美 ｻｲｺﾞｳ ﾏﾐ  1:06:15博多阪急イングス43 福岡県

1648 衣笠　佳世 ｷﾇｶﾞｻ ｶﾖ  1:06:28主婦44 大分市

1604 鍛治屋　朱梨 ｶｼﾞﾔ ｱｶﾘ  1:06:34黒木記念病院45 別府市

1656 内　有希 ｳﾁ ﾕｳｷ  1:07:4046 福岡県

1665 吉岡　藍 ﾖｼｵｶ ｱｲ  1:07:5047 大分市

1663 小畑　悠香 ｵﾊﾞﾀ ﾕｶ  1:07:5048 由布市

1638 佐藤　由布子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ  1:08:15ＴＥＡＭ苺茄Ｓ49 大分市

1633 白石　真由美 ｼﾗｲｼ ﾏﾕﾐ  1:08:2450 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ女子３９歳以下

参加地域

1625 牛嶋　麻美 ｳｼｼﾞﾏ ｱｻﾐ  1:08:3151 福岡県

1670 鈴木　徳子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ  1:11:2152 大分市

1647 岩元　美子 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｺ  1:11:5953 福岡県

1637 高津　佳奈 ﾀｶﾂ ｶﾅ  1:12:0654 福岡県

1617 嶋﨑　千絵 ｼﾏｻｷ ﾁｴ  1:12:5255 日田市

1650 増原　美恵子 ﾏｽﾊﾗ ﾐｴｺ  1:12:58大分サッシ56 大分市

1630 鹿田　奈美 ｼｶﾀﾞ ﾅﾐ  1:13:01ブレイクスルー57 福岡県

1607 島崎　望美 ｼﾏｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ  1:13:2058 福岡県

1623 宮﨑　真央 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｵ  1:13:5659 日田市

1622 三笘　早紀子 ﾐﾄﾏ ｻｷｺ  1:13:5660 日田市

1624 渡邊　しの ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉ  1:15:4061 別府市

1605 奥野　美里 ｵｸﾉ ﾐｻﾄ  1:17:41黒木記念病院62 別府市

1620 小野　明歩 ｵﾉ ｱｷﾎ  1:19:36黒木記念病院63 別府市

1674 三木 沙弥香 ﾐｷ  1:22:2764 日田市

1673 新原 茉美 ｼﾝﾊﾞﾗ  1:24:2465 日田市

1616 江田　亜友美 ｺｳﾀﾞ ｱﾕﾐ  1:25:0066 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ女子４０歳以上

参加地域

1982 野間　香織 ﾉﾏ ｶｵﾘ  0:47:561 別府市

1733 鈴木　晶子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ  0:48:172 福岡県

1716 椎葉　優子 ｼｲﾊﾞ ﾕｳｺ  0:50:40アミノＲＣ福岡3 福岡県

1980 田畑　久美子 ﾀﾊﾞﾀ ｸﾐｺ  0:53:464 福岡県

1711 早川　晴美 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾐ  0:55:20春日ダッシュ5 福岡県

1710 柴田　美江 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｴ  0:55:20春日ダッシュ6 福岡県

1712 笹田　好美 ｻｻﾀﾞ ﾖｼﾐ  0:55:30ＢＢトライアス7 福岡県

1718 阿河　直美 ｱｶﾞ ﾅｵﾐ  0:55:34ＮＡＳ北天神8 福岡県

1707 大村　和代 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾖ  0:56:279 津久見市

1981 黒野　千代美 ｸﾛﾉ ﾁﾖﾐ  0:57:57ミドルサイトＲＣ10 福岡県

1706 望月　久美子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐｺ  0:58:43育英館11 福岡県

1731 大野　栄子 ｵｵﾉ ｴｲｺ  0:58:5212 福岡県

1702 井上　静子 ｲﾉｳｴ  0:59:0113 佐賀県

1723 小林　芳子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ  0:59:20若松南海岸ＲＣ14 福岡県

1735 山川　ゆかり ﾔﾏｶﾜ ﾕｶﾘ  0:59:2115 長崎県

1740 楠田　美津枝 ｸｽﾀﾞ ﾐﾂｴ  0:59:5416 福岡県

1713 山本　隆子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ  1:00:10鶴見病院ＷＲＣ17 大分市

1725 岡本　賀恵 ｵｶﾓﾄ ｶｴ  1:00:3618 大分市

1708 門脇　登志子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｼｺ  1:00:5319 由布市

1715 首藤　恵里子 ｼｭﾄｳ ｴﾘｺ  1:01:20鶴見病院ＷＲＣ20 大分市

1744 中村 比呂子 ﾅｶﾑﾗ  1:01:5621 福岡県

1730 大浦　慶子 ｵｵｳﾗ ｹｲｺ  1:02:18かすらん22 福岡県

1736 東　桂子 ﾋｶﾞｼ ｹｲｺ  1:03:0323 福岡県

1717 竹下　明美 ﾀｹｼﾀ ｱｹﾐ  1:04:0224 佐賀県

1720 大川　恵子 ｵｵｶﾜ ｹｲｺ  1:04:2825 福岡県

1738 城戸　美千代 ｷﾄﾞ ﾐﾁﾖ  1:04:55博多阪急イングス26 福岡県

1729 岡田　希代美 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾐ  1:05:26チームおかりん27 福岡県

1703 松木　治美 ﾏﾂｷ ﾊﾙﾐ  1:05:46ワンツウＳＣ28 福岡県

1732 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ  1:06:3229 福岡県

1724 大神　純子 ｵｵｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ  1:07:2530 大分市

1743 江口　忍 ｴｸﾞﾁ  1:08:3331 福岡県

1728 田中　洋子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ  1:09:0032 福岡県

1709 新谷　由美子 ｼﾝﾀﾆ ﾕﾐｺ  1:09:2733 福岡県

1701 生野　喜代子 ｼｮｳﾉ ｷﾖｺ  1:11:1134 福岡県

1719 塚本　公子 ﾂｶﾓﾄ ｷﾐｺ  1:11:1735 福岡県

1739 陣内　裕子 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾕｳｺ  1:11:5936 福岡県

1721 野田　和子 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｺ  1:13:10ＴＯＫＵＳＡＮく37 埼玉県

1726 五藤　美樹 ｺﾞﾄｳ ﾐｷ  1:13:2138 福岡県

1734 松野　瑞恵 ﾏﾂﾉ ﾐｽﾞｴ  1:13:44とり正ＲＣ39 福岡県

1705 永松　かおり ﾅｶﾞﾏﾂ ｶｵﾘ  1:15:2440 別府市

1714 野村　紀子 ﾉﾑﾗ ﾉﾘｺ  1:16:0541 日田市

1742 福田　美香 ﾌｸﾀﾞ ﾐｶ  1:17:0642 福岡県

1722 末松　弥生 ｽｴﾏﾂ ﾔﾖｲ  1:17:4943 福岡県

1737 緒方　玲子 ｵｶﾞﾀ ﾚｲｺ  1:18:29博多阪急イングス44 福岡県

1727 前澤　陽子 ﾏｴｻﾜ ﾖｳｺ  1:18:3545 福岡県

1741 竹下　小百合 ﾀｹｼﾀ ｻﾕﾘ  1:25:1246 熊本県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ男子中学生

参加地域

5005 戸髙　健斗 ﾄﾀﾞｶ ｹﾝﾄ  0:16:53三輪中学校1 福岡県

5034 関　穂嵩 ｾｷ ﾎﾀﾞｶ  0:17:172 大分市

5031 大石　慎 ｵｵｲｲｼ ﾏｺﾄ  0:17:17玖珠陸上クラブ3 玖珠町

5004 三俣　友作 ﾐﾏﾀ ﾕｳｻｸ  0:17:34浮羽中学校陸上部4 福岡県

5016 須佐　多智 ｽｻ ﾀｲﾁ  0:17:40田隈中学校5 福岡県

5008 吉岡　祥希 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｷ  0:17:48三輪中学校6 福岡県

5013 手嶋　裕二 ﾃｼﾏ ﾕｳｼﾞ  0:17:55三輪中学校7 福岡県

5003 西岡　怜樹 ﾆｼｵｶ ﾚｲｼﾞｭ  0:18:20三輪中学校8 福岡県

5006 熊谷　奨 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ  0:18:21東峰ＲＣ9 福岡県

5007 吉岡　竜希 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｷ  0:18:44三輪中学校10 福岡県

5033 今村　香月 ｲﾏﾑﾗ ｶﾂﾞｷ  0:19:01西山中学校11 熊本県

5010 藤原　立乃翼 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:19:04玖珠中学校12 玖珠町

5014 大坪　稔弥 ｵｵﾂﾎﾞ ﾄｼﾔ  0:19:3113 福岡県

5028 竹本　達朗 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ  0:19:37中津楽走倶楽14 中津市

5015 緒方　健太 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀ  0:20:07三輪中学校15 福岡県

5009 川波　広夢 ｶﾜﾅﾐ ﾋﾛﾑ  0:20:20三輪中陸上同好会16 福岡県

5030 木暮　歩夢 ｺｸﾞﾚ ｱﾕﾑ  0:20:38中津楽走倶楽17 中津市

5011 衛藤　好伸 ｴﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:20:45日田市立東部中学18 日田市

5029 藤富　貴琉 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷﾘｭｳ  0:21:15中津楽走倶楽19 中津市

5023 佐藤　拓朗 ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ  0:22:16三隈中学校20 日田市

5002 後藤　哲太 ｺﾞﾄｳ ﾃｯﾀ  0:22:18東部中学校21 日田市

5026 凌　広一朗 ｼﾉｷﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:22:2422 佐賀県

5018 白石　龍人 ｼﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ  0:23:22三隈中学校23 日田市

5032 須佐　知生 ｽｻ ｶｽﾞｷ  0:23:33福岡市立田隈中学24 福岡県

5017 松山　昇叶 ﾏﾂﾔﾏ ｼｮｳﾄ  0:23:39田隈中学校25 福岡県

5021 高村　壱誠 ﾀｶﾑﾗ ｲｯｾｲ  0:24:05三隈中学校26 日田市

5020 宇野　竜志 ｳﾉ ﾀﾂｼ  0:24:27三隈中学校27 日田市

5012 宮田　太成 ﾐﾔﾀ ﾀｲｾｲ  0:25:28東部中学校28 日田市

5035 大友 一喜 ｵｵﾄﾓ  0:25:5329 日田市

5024 藤田　快飛 ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾄ  0:26:03聖陵会30 日田市

5027 三滝　悠真 ﾐﾀｷ ﾕｳﾏ  0:26:4331 熊本県

5019 坂本　慎司 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ  0:29:55三隈中学校32 日田市

5022 梅木　匠 ｳﾒｷ ﾀｸﾐ  0:29:55三隈中学校33 日田市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ男子３９歳以下

参加地域

5130 山本 雅史 ﾔﾏﾓﾄ  0:17:371 日田市

5132 渡辺 弥也 ﾜﾀﾅﾍﾞ  0:17:492 日田市

5131 梶原 友樹 ｶｼﾞﾜﾗ  0:17:543 日田市

5133 髙瀬 麟太郎 ﾀｶｾ  0:18:364 日田市

5134 鈴木 一平 ｽｽﾞｷ  0:18:535 日田市

5105 廣津　貴洋 ﾋﾛﾂ ﾀｶﾋﾛ  0:19:29日出総合高校6 日出町

5122 甲斐　崇嗣 ｶｲ ﾀｶﾂｸﾞ  0:20:207 日田市

5121 立花　和也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾔ  0:22:118 福岡県

5120 前田　拡夢 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ  0:24:029 熊本県

5103 古田　良満 ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐﾂ  0:24:58向陽学園10 由布市

5115 髙倉　虹希 ﾀｶｸﾗ ｺｳｷ  0:25:34日田三隈高校11 日田市

5117 辻　陵太 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀ  0:26:08日田三隈高校12 福岡県

5128 川部　隆史 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ  0:26:33中津北高13 宇佐市

5118 後藤　隆伸 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ  0:28:3414 別府市

5109 野中　幹夫 ﾉﾅｶ ﾐｷｵ  0:28:3715 九重町

5108 池田　伸一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  0:29:0216 大分市

5111 角久間　友紀 ｶｸﾏ ﾄﾓﾉﾘ  0:29:23大分銀行17 中津市

5107 加來　信介 ｶｸ ｼﾝｽｹ  0:29:34ＴＨＡＧ18 福岡県

5106 田川　友哉 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾔ  0:29:59福岡工業高校19 福岡県

5126 谷口　峰美 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎｳﾐ  0:31:00チームぱいれん20 日田市

5125 上原　英之 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:31:01チームぱいれん21 日田市

5123 金崎　竜次 ｶﾅｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ  0:31:0522 大分市

5114 新　充 ｱﾀﾗｼ ﾐﾂﾙ  0:31:2923 別府市

5127 園田　啓二 ｿﾉﾀﾞ ｹｲｼﾞ  0:31:48チームぱいれん24 日田市

5101 脇谷　貴広 ﾜｷﾔ ﾀｶﾋﾛ  0:32:4925 日田市

5112 佐藤　一輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ  0:33:28スポーツのサトウ26 大分市

5113 西郷　友也 ｻｲｺﾞｳ ﾄﾓﾔ  0:34:2727 日出町

5110 山中　康隆 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾀｶ  0:35:0328 中津市

5102 小関　然太 ｵｾﾞｷ ｾﾞﾝﾀ  0:41:55大分県西部振興局29 日田市

5116 穴井　大誠 ｱﾅｲ ﾀｲｾｲ  0:55:5030 日田市

5129 刀根 徹朗 ﾄﾈ  0:58:2831 日田市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ男子４０歳代

参加地域

5213 中岡　正樹 ﾅｶｵｶ ﾏｻｷ  0:18:46レフコ・サーフ部1 福岡県

5211 山崎　享一 ﾔﾏｻｷ ｷｮｳｲﾁ  0:20:532 福岡県

5202 森　浩二 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ  0:22:253 福岡県

5207 堀内　信也 ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾔ  0:25:06アラスカンカフェ4 日田市

5216 高坂　憲二郎 ﾀｶｻｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ  0:26:16FHJC5 福岡県

5215 安長　雅美 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ  0:26:326 福岡県

5214 緒方　猛 ｵｶﾞﾀ ﾀｹｼ  0:26:567 福岡県

5212 岡田　哲郎 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ  0:28:478 熊本県

5203 太田　一美 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖｼ  0:28:569 福岡県

5201 衛藤　徳文 ｴﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ  0:30:3910 日田市

5204 三澄　素直 ﾐｽﾐ ｽﾅｵ  0:31:5111 佐賀県

5209 加祥　雄一郎 ｶｼｮｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:40:58正興電機製作所12 熊本県

5210 光安　隆寛 ﾐﾂﾔｽ ﾀｶﾋﾛ  0:40:58正興電機製作所13 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ男子５０歳代

参加地域

5309 房前　秀治 ﾌｻﾏｴ ｼｭｳｼﾞ  0:19:34大分走ろう会1 大分市

5312 種田　昇 ﾀﾈﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:19:41生駒ランニング2 宮崎県

5310 穴見　寿夫 ｱﾅﾐ ﾋｻｵ  0:20:00大分マスターズ3 日田市

5311 古庄　広幸 ﾌﾙｼﾖｳ ﾋﾛﾕｷ  0:20:30南阿蘇村ＲＣ4 熊本県

5302 川津　敏行 ｶﾜﾂﾞ ﾄｼﾕｷ  0:21:175 日田市

5305 太田　一裕 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  0:22:326 長崎県

5314 小林　淳一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:25:177 千葉県

5315 真崎　利広 ﾏｻｷ ﾄｼﾋﾛ  0:25:568 福岡県

5317 吉松  徹 ﾖｼﾏﾂ  0:29:279 日田市

5308 立川　龍谷 ﾀﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ  0:29:35ＣＲＣアスリート10 熊本県

5307 遠藤　和男 ｴﾝﾄﾞｳ  0:29:41ＤＳラン大分11 大分市

5301 江口　雅博 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ  0:30:4012 福岡県

5306 熊谷　浩 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ  0:30:42国東高校双国校13 由布市

5304 熊抱　一彦 ｸﾏﾀﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ  0:39:1314 福岡県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ男子６０歳以上

参加地域

5403 髙濱　靖雄 ﾀｶﾊﾏ ﾔｽｵ  0:20:17東福互光㈱1 熊本県

5406 大場　敏信 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ  0:22:032 福岡県

5428 秋吉　卓 ｱｷﾖｼ ｽｸﾞﾙ  0:22:283 宇佐市

5405 須山　久義 ｽﾔﾏ ﾋｻﾖｼ  0:23:35嘉穂特別支援学校4 福岡県

5412 蓑田　冨七 ﾐﾉﾀﾞ ﾄﾐｼﾁ  0:23:535 熊本県

5401 髙松　靖 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ  0:24:436 福岡県

5409 西田　正伍 ﾆｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ  0:27:05穂波走ろう歩こう7 福岡県

5425 玉井　英二 ﾀﾏｲ ｴｲｼﾞ  0:27:15ＤＳラン大分8 大分市

5408 林田　喜久一 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷｸｶｽﾞ  0:27:19戸畑走ろう会9 福岡県

5415 井上　義浩 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾋﾛ  0:28:3810 日田市

5404 中村　弘則 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ  0:30:1111 佐賀県

5419 宮本　雅弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  0:31:30元気倶楽部12 福岡県

5410 江口　倭登 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾄ  0:32:04穂波走ろう会13 福岡県

5418 仲摩　一徳 ﾅｶﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:32:47南小国ＲＣ14 熊本県

5421 城　公彦 ｼﾞｮｳ ｷﾐﾋｺ  0:33:38高田走ろう会15 豊後高田

5402 渡邉　孝一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ  0:34:11トラストパーク㈱16 福岡県

5420 長尾　正昭 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｱｷ  0:34:1917 福岡県

5413 加藤　武 ｶﾄｳ ﾀｹｼ  0:35:06風車走ろう会18 大分市

5414 山口　米生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖﾈｵ  0:35:14穂波走ろう会19 福岡県

5411 平塚　祥二 ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳｼﾞ  0:36:08久光製薬株式会社20 佐賀県

5432 伊藤 謹吾 ｲﾄｳ  0:36:3521 京都府

5424 林　良二 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ  0:36:40シーアールシー22 福岡県

5429 北出　明 ｷﾀﾃﾞ ｱｷﾗ  0:36:4923 福岡県

5427 満行　政人 ﾐﾂﾕｷ ﾏｻﾄ  0:36:5824 福岡県

5430 千原 康生 ﾁﾊﾗ  0:38:3025 日田市

5431 長尾 正義 ﾅｶﾞｵ  0:39:3426 日田市

5423 後藤　成晶 ｺﾞﾄｳ ﾅﾘｱｷﾗ  0:40:2327 大分市
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ女子３９歳以下

参加地域

5519 鶴田　有彩 ﾂﾙﾀﾞ ｱﾘｻ  0:19:32鎮西学院高1 長崎県

5543 原田 真由子 ﾊﾗﾀﾞ  0:20:582 日田市

5523 尾川　絵梨奈 ｵｶﾞﾜ ｴﾘﾅ  0:22:07中津楽走倶楽部3 中津市

5545 諫山 菜々子 ｲｻﾔﾏ  0:22:444 日田市

5535 野田　眞奈実 ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾐ  0:23:59中津北高5 中津市

5544 佐藤 詩乃 ｻﾄｳ  0:24:136 日田市

5521 岸本　好香 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｶ  0:25:157 福岡県

5501 熊谷　みき ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ  0:26:06有田小学校8 日田市

5536 木部　さや ｷﾍﾞ ｻﾔ  0:27:16中津北高9 中津市

5516 津曲　玲那 ﾂﾏｶﾞﾘ ﾚｲﾅ  0:30:35竹田南高等学校10 竹田市

5527 川内　多恵子 ｶﾜｳﾁ ﾀｴｺ  0:30:4311 中津市

5512 松尾　由加里 ﾏﾂｵ ﾕｶﾘ  0:31:2912 福岡県

5513 宇治田　薫 ｳｼﾞﾀ ｶｵﾙ  0:31:36元気倶楽部13 福岡県

5508 小林　志保 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ  0:31:36ハートジュエリー14 日田市

5529 安長　沢子 ﾔｽﾅｶﾞ ｻﾜｺ  0:31:3815 福岡県

5511 森　久美子 ﾓﾘ ｸﾐｺ  0:31:43元気倶楽部16 福岡県

5531 髙田　あかね ﾀｶﾀ ｱｶﾈ  0:32:3617 福岡県

5530 高田　美保 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ  0:32:5318 日田市

5524 矢羽田　尚子 ﾔﾊﾀ ﾅｵｺ  0:32:5319 日田市

5510 平野　祐菜 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾅ  0:33:28スポーツのサトウ20 別府市

5528 松尾　繭 ﾏﾂｵ ﾏﾕ  0:33:4521 福岡県

5518 松尾　綾 ﾏﾂｵ ｱﾔ  0:33:46元気倶楽部22 福岡県

5541 矢野 祐紀子 ﾔﾉ  0:33:4723 日田市

5514 宇佐　麗華 ｳｻ ﾚｲｶ  0:33:4824 別府市

5522 長嶺　早苗 ﾅｶﾞﾐﾈ ｻﾅｴ  0:34:3025 熊本県

5537 西本　奈央 ﾆｼﾓﾄ ﾅｵ  0:34:3126 中津市

5538 七田　まい ｼﾁﾀﾞ ﾏｲ  0:34:3127 中津市

5507 川本　祐子 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｺ  0:35:1128 福岡県

5517 古閑　可南 ｺｶﾞ ｶﾅﾝ  0:35:2529 福岡県

5515 佐藤　綾香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ  0:36:1030 玖珠町

5540 塚﨑 由香里 ﾂｶｻﾞｷ  0:37:5031 大分市

5502 中村　千香 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ  0:38:00株）大分銀行32 日田市

5503 宮尾　明子 ﾐﾔｵ ｱｷｺ  0:38:24イオン九州33 大分市

5520 木下　麻祐子 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕｺ  0:39:5934 福岡県

5532 黒田　亜美 ｸﾛﾀﾞ ｱﾐ  0:40:1735 大分市

5533 小原　未希 ｵﾊﾗ ﾐｷ  0:40:3136 由布市

5505 有働　孝美 ｳﾄﾞｳ ﾀｶﾐ  0:40:5237 大分市

5504 小関　聖子 ｵｾﾞｷ ｾｲｺ  0:41:5538 日田市

5542 長尾 知恵美 ﾅｶﾞｵ  0:42:0839 日田市

5534 松江　慶子 ﾏﾂｴ ｹｲｺ  0:43:2240 由布市

5525 北平　裕香 ｷﾀﾋﾗ ﾕｶ  0:56:04九保大41 宮崎県

5539 河津 実幸 ｶﾜﾂ  0:58:2742 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ女子４０歳代

参加地域

5602 奥村　佳寿美 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾐ  0:24:41長崎桜町ＪＣ1 長崎県

5617 日隈　美佐子 ﾋｸﾞﾏ ﾐｻｺ  0:26:072 福岡県

5603 熊本　由美子 ｸﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ  0:26:26チームくまもん3 佐賀県

5605 右田　佳子 ﾐｷﾞﾀ ﾖｼｺ  0:27:274 玖珠町

5604 太田　治美 ｵｵﾀ ﾊﾙﾐ  0:28:575 福岡県

5616 緒方　理加 ｵｶﾞﾀ ﾘｶ  0:29:406 福岡県

5618 谷山　裕子 ﾀﾆﾔﾏ ﾕｳｺ  0:30:537 福岡県

5608 秦野　一枝 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｴ  0:31:10塩原橋8 福岡県

5620 濱田 雅美 ﾊﾏﾀﾞ  0:31:129 大分市

5615 矢野　美和 ﾔﾉ ﾐﾜ  0:33:44福岡県職10 福岡県

5611 凌　奈緒子 ｼﾉｷﾞ ﾅｵｺ  0:34:0211 佐賀県

5609 藤田　弘美 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾐ  0:34:27聖陵会12 日田市

5613 龍薗　幸恵 ﾘｭｳｿﾞﾉ ｻﾁｴ  0:34:5313 福岡県

5614 川上　清里 ｶﾜｶﾐ ｷﾖﾘ  0:34:59レジェンド14 福岡県

5621 小野 一枝 ｵﾉ  0:35:1615 日田市

5619 小川 千草 ｵｶﾞﾜ  0:37:4716 日田市

5612 岩尾　小百合 ｲﾜｵ ｻﾕﾘ  0:41:4417 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ女子５０歳代

参加地域

5716 北出　真美恵 ｷﾀﾃﾞ ﾏﾐｴ  0:29:081 福岡県

5702 栗原　恵子 ｸﾘﾊﾗ ｹｲｺ  0:29:152 福岡県

5704 亀井　真奈美 ｶﾒｲ ﾏﾅﾐ  0:30:033 大分市

5713 柴尾　美佐恵 ｼﾊﾞｵ ﾐｻｴ  0:30:104 日田市

5718 真崎　信栄 ﾏｻｷ ﾉﾌﾞｴ  0:30:395 福岡県

5714 世利　静世 ｾﾘ ｼｽﾞﾖ  0:31:146 福岡県

5707 藤井　清美 ﾌｼﾞｲ ｷﾖﾐ  0:33:247 日田市

5711 南原　洋子 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｳｺ  0:34:448 福岡県

5701 橋本　弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ  0:35:319 九重町

5708 伊藤　多嘉子 ｲﾄｳ ﾀｶｺ  0:35:53ＤＳラン大分10 大分市

5703 山口　典子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｺ  0:36:3111 豊後高田

5712 坂本　利恵美 ｻｶﾓﾄ ﾘｴﾐ  0:37:0912 福岡県

5705 谷村　有子 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳｺ  0:37:5413 大分市

5710 松原　サトミ ﾏﾂﾊﾞﾗ  0:41:11自衛隊玖珠駐屯地日14 玖珠町

5709 石松　美枝 ｲｼﾏﾂ  0:41:1115 玖珠町

5720 梅見 朝子 ｳﾒﾐ  0:41:2316 日田市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

５ｋｍ女子６０歳以上

参加地域

5806 大内田　和恵 ｵｵｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｴ  0:27:34すいようびクラブ1 福岡県

5803 大内田　たか子 ｵｵｳﾁﾀﾞ ﾀｶｺ  0:30:142 福岡県

5810 梅津　節子 ｳﾒﾂﾞ ｾﾂｺ  0:31:583 福岡県

5807 伊藤　富士子 ｲﾄｳ ﾌｼﾞｺ  0:32:18穂波走ろう会4 福岡県

5805 上村　尚代 ｳｴﾑﾗ ﾋｻﾖ  0:35:435 福岡県

5808 手島　貞子 ﾃｼﾏ ｻﾀﾞｺ  0:36:02穂波走ろう会6 福岡県

5812 遠嶋　鈴子 ﾄｵｼﾞﾏ ｽｽﾞｺ  0:36:10高田走ろう会7 豊後高田

5804 村上　美代子 ﾑﾗｶﾐ  0:38:41穂波走ろう会8 福岡県

5801 福嶋　節子 ﾌｸｼﾏ ｾﾂｺ  0:39:019 福岡県

5813 中原　澄江 ﾅｶﾊﾗ ｽﾐｴ  0:39:5110 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

２ｋｍ男子小学４～６年生

参加地域

2003 久我　駿太 ｸｶﾞ ｼｭﾝﾀ  0:06:32玖珠町立森中央小1 玖珠町

2011 片岡　凛太郎 ｶﾀｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:06:42東峰ＲＣ2 福岡県

2019 友松　翔胤 ﾄﾓﾏﾂ ｼｮｳﾀ  0:06:51東飯田小学校3 九重町

2009 森山　太夢 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾑ  0:06:53東峰ＲＣ4 福岡県

2005 森　洸晴 ﾓﾘ ｺｳｾｲ  0:06:56稲築西小学校5 福岡県

2013 福嶋　慶記 ﾌｸｼﾏ ﾖｼｷ  0:07:15東峰ＲＣ6 福岡県

2029 中村 寛汰 ﾅｶﾑﾗ  0:07:197 福岡県

2024 宮本　泰志 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾝ  0:07:22中津楽走倶楽部8 中津市

2020 友松　龍之輔 ﾄﾓﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:07:22東飯田小学校9 九重町

2001 熊谷　悟 ｸﾏｶﾞｴ ｻﾄﾙ  0:07:24東峰ＲＣ10 福岡県

2008 大石　隆平 ｵｵｲｼ ﾘｭｳﾍｲ  0:07:32八屋小学校11 福岡県

2037 山田 智也 ﾔﾏﾀﾞ  0:07:3812 日田市

2015 手嶋　竜太 ﾃｼﾏ ﾘｭｳﾀ  0:07:45東峰ＲＣ13 福岡県

2010 太田　政五郎 ｵｵﾀ ﾏｻｺﾞﾛｳ  0:07:53東峰ＲＣ14 福岡県

2035 糸田 悠人 ｲﾄﾀﾞ  0:08:0115 日田市

2014 大曲　将護 ｵｵﾏｶﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ  0:08:0416 福岡県

2040 大友 正一 ｵｵﾄﾓ  0:08:0917 日田市

2006 藤原　巧丞 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ  0:08:09玖珠ジュニア陸上18 玖珠町

2030 中村 瑛太 ﾅｶﾑﾗ  0:08:1719 福岡県

2036 森下 天統 ﾓﾘｼﾀ  0:08:2320 日田市

2033 廣池 昂成 ﾋﾛｲｹ  0:08:2621 九重町

2039 長尾  宙 ﾅｶﾞｵ  0:08:2822 日田市

2012 片岡　賢吉 ｶﾀｵｶ ｹﾝｷﾁ  0:08:29東峰ＲＣ23 福岡県

2027 中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ  0:08:3424 福岡県

2022 三滝　拓海 ﾐﾀｷ ﾀｸﾐ  0:08:3925 熊本県

2021 重光　智也 ｼｹﾞﾐﾂ ﾄﾓﾔ  0:08:47しんともたか’Ｓ26 福岡県

2031 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ  0:09:0327 福岡県

2002 工藤　皓介 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ  0:09:0628 大分市

2026 宮本　晟 ﾐﾔﾓﾄ ｾｲ  0:09:10中津楽走倶楽部29 中津市

2032 吉野 かける ﾖｼﾉ  0:09:2130 日田市

2017 大神　タケル ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹﾙ  0:09:5131 大分市

2034 川津 駿斗 ｶﾜﾂﾞ  0:09:5832 日田市

2028 高坂　端熙 ﾀｶｻｶ ﾐｽﾞｷ  0:10:2133 福岡県

2016 前田　泰成 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｾｲ  0:10:28チーム　ジェコス34 福岡県

2007 加來　陸斗 ｶｸ ﾘｸﾄ  0:11:24添田小学校35 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

２ｋｍ女子小学４～６年生

参加地域

2112 大井　茉莉 ｵｵｲ ﾏﾘ  0:07:52中津楽走倶楽部1 中津市

2104 山田　真智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾁｺ  0:08:03稲築西小学校2 福岡県

2108 丸山　実早輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ  0:08:03穂波ＪｒＡＣ3 福岡県

2115 園　はづき ｿﾉ ﾊﾂﾞｷ  0:08:04中津楽走倶楽部4 中津市

2106 杉本　美晴 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾊﾙ  0:08:08チーム杉本5 別府市

2109 山岸　彩音 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔﾈ  0:08:11中津楽走倶楽6 中津市

2111 横山　未紗 ﾖｺﾔﾏ ﾐｽｽﾞ  0:08:15中津楽走倶楽部7 中津市

2103 工藤　晴瑠 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ  0:08:318 大分市

2102 石田　美香 ｲｼﾀﾞ ﾐｶ  0:08:33日田ジュニア陸上9 日田市

2101 原田　みそら ﾊﾗﾀﾞ ﾐｿﾗ  0:09:21日田ジュニア陸上10 日田市

2110 中野　美咲 ﾅｶﾉ ﾐｻｷ  0:09:22中津楽走倶楽部11 中津市

2113 小倉　楓 ｵｸﾞﾗ ｶｴﾃﾞ  0:10:27中津楽走倶楽部12 中津市

2116 高坂　雪乃 ﾀｶｻｶ ﾕｷﾉ  0:10:2713 福岡県

2107 凌　莉奈子 ｼﾉｷﾞ ﾘﾅｺ  0:10:3914 佐賀県

2105 加來　愛良 ｶｸ ｱｲﾗ  0:11:21添田小学校15 福岡県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

２ｋｍ女子中学生

参加地域

2214 松尾　未来 ﾏﾂｵ ﾐｸ  0:06:36三輪中学校1 福岡県

2210 鬼塚　祐未 ｵﾆﾂﾞｶ ﾕﾐ  0:06:44三輪陸上2 福岡県

2219 鶴田　彩希 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷ  0:06:48玖島中学校3 長崎県

2213 上川　奈々 ｶﾐｶﾜ ﾅﾅ  0:07:20浮羽中学校4 福岡県

2222 吉崎　映里菜 ﾖｼｻﾞｷ ｴﾘﾅ  0:07:34中津楽走倶楽5 中津市

2206 髙倉　歩美 ﾀｶｸﾗ ｱﾕﾐ  0:07:38三輪中学校6 福岡県

2201 深町　むく ﾌｶﾏﾁ ﾑｸ  0:07:49日田市立東部中学7 日田市

2211 熊谷　真由 ｸﾏｶﾞｴ ﾏﾕ  0:07:53東峰ＲＣ8 福岡県

2221 尾川　栞菜 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾅ  0:07:53中津楽走倶楽9 中津市

2223 繁永　梨子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾘｺ  0:08:01中津楽走倶楽10 中津市

2217 山中　緋彩 ﾔﾏﾅｶ ﾋｲﾛ  0:08:12三隈中学校11 日田市

2203 荒木　優花 ｱﾗｷ ﾕｳｶ  0:08:15東部中学校12 日田市

2212 上川　彩 ｶﾐｶﾜ ｱﾔ  0:08:19浮羽中学校13 福岡県

2216 大栗　優月 ｵｵｸﾞﾘ ﾕﾂﾞｷ  0:08:23三隈中学校14 日田市

2202 矢羽田　明見 ﾔﾊﾀ ｱﾐ  0:08:27日田東部中学校15 日田市

2205 穴井　結唯 ｱﾅｲ ﾕｲ  0:08:2716 日田市

2204 待野　美雨 ﾏﾁﾉ ﾐｳ  0:08:28東部中学校17 日田市

2218 凌　佳奈子 ｼﾉｷﾞ ｶﾅｺ  0:09:4418 佐賀県

2207 松本　美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ  0:09:50東部中学校19 日田市

2209 齊藤　美月 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ  0:10:00東部中学校20 日田市

2215 河津　風亜 ｶﾜﾂﾞ ﾌｳｱ  0:10:12東部中学校21 日田市

2208 髙倉　愛里沙 ﾀｶｸﾗ ｱﾘｻ  0:10:33東部中学校陸上部22 日田市

2220 藤富　京香 ﾌｼﾞﾄﾐ ｷｮｳｶ  0:13:29中津楽走倶楽部23 中津市

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ男子【オープン】

参加地域

9997 中西　たくろう  1:28:08ﾌｧｰｽﾄﾄﾞﾘｰﾑAC1

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

ハーフ女子【オープン】

参加地域

9995 佐藤　のりこ  1:28:08ﾌｧｰｽﾄﾄﾞﾘｰﾑAC1

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名ｶﾅ 記　　録所属

第15回天領日田ひなまつり健康マラソン 2014年3月9日

１０ｋｍ女子【オープン】

参加地域

9996 白川　ひろこ  0:45:37ﾌｧｰｽﾄﾄﾞﾘｰﾑAC1

Official Timer & Result By 計測工房


