
歴史めぐりフルマラソン記録

総合順位 ナンバー 氏名 カナ 都道府県 市区町村 記録

1 1003 地下　翔太 ﾁﾞｹﾞ ｼｮｳﾀ 熊本県 球磨村  2:23:41

2 1010 齊藤　友章 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 熊本県 宇城市  2:24:35

3 1028 古庄　誠 ﾌﾙｼｮｳ ﾏｺﾄ 山口県 山口市  2:25:18

4 1029 古庄　喜充圭 ﾌﾙｼｮｳ ｷﾐﾖｼ 熊本県 大津町  2:26:06

5 1119 平野　隆之 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 熊本県 熊本市  2:26:20

6 1047 森本　幸司 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市  2:26:58

7 1009 葦田　広生 ｱｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 福岡県 小郡市  2:27:46

8 1001 山本　大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 熊本県 熊本市  2:29:03

9 1343 山下　良祐 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 熊本県 天草市  2:30:35

10 1006 岩永　浩明 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 熊本県 菊池市  2:31:08

11 1008 山本　幸延 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 埼玉県 志木市  2:32:11

12 1070 甲斐　実 ｶｲ ﾐﾉﾙ 愛知県 豊田市  2:32:34

13 1011 江頭　綱介 ｴｶﾞｼﾗ ｺｳｽｹ 京都府 京都市  2:32:50

14 1021 中島　慎治 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  2:33:32

15 1014 廣瀬　史明 ﾋﾛｾ ﾌﾐｱｷ 福岡県 福岡市  2:34:08

16 1037 田尻　貴之 ﾀｼﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 熊本県 宇城市  2:34:28

17 1106 倉田　大吾 ｸﾗﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 熊本県 水俣市  2:35:05

18 1019 野間　拓哉 ﾉﾏ ﾀｸﾔ 熊本県 大津町  2:35:36

19 1036 武田　侑馬 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 熊本県 和水町  2:37:09

20 1018 加藤　陽介 ｶﾄｳ ﾖｳｽｹ 北海道 札幌市  2:38:56

21 1038 井手　章太 ｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ 熊本県 熊本市  2:39:18

22 1040 山下　将近 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾁｶ 熊本県 天草市  2:39:36

23 1072 福原　雅史 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻｼ 熊本県 和水町  2:39:55

24 1078 小清水　功 ｺｼﾐｽﾞ ｲｻｵ 神奈川県 小田原市  2:40:27

25 1100 坂本　憲治 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  2:40:47

26 1054 松田　史 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ 北海道 共和町  2:43:39

27 1095 西村　智治 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 熊本県 合志市  2:43:41

28 1768 塚田　勝士 ﾂｶﾀﾞ ｶﾂｼ 熊本県 熊本市  2:43:50

29 1059 坂西　正光 ｻｶﾆｼ ﾏｻﾐﾂ 熊本県 荒尾市  2:43:57

30 1030 村里　綾 ﾑﾗｻﾄ ﾘｮｳ 熊本県 菊陽町  2:44:13

31 1007 戸谷　圭佑 ﾄﾀﾆ ｹｲｽｹ 熊本県 荒尾市  2:44:35

32 1085 武林　秀幸 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 熊本県 熊本市  2:44:54

33 1050 上間　智志 ｳｴﾏ ｻﾄｼ 大阪府 豊中市  2:44:56

34 1045 嶋尾　大剛 ｼﾏｵ ﾀﾞｲｺﾞ 熊本県 菊陽町  2:45:08

35 1125 久米　隆道 ｸﾒ ﾀｶﾐﾁ 熊本県 熊本市  2:45:54

36 1096 岩下　朋亨 ｲﾜｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 飯塚市  2:46:07

37 1287 宮崎　真悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 熊本県 熊本市  2:46:23

38 1121 浦本　秀志 ｳﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｼ 熊本県 熊本市  2:46:46

39 1005 駒林　諭毅人 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾄ 東京都 墨田区  2:47:30

40 1545 木實　淳治 ｺﾉﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 熊本県 合志市  2:47:41

41 1077 歌野　裕介 ｳﾀﾉ ﾕｳｽｹ 鹿児島県 鹿児島市  2:47:50

42 1064 神瀬　芳文 ｺｳﾉｾ ﾖｼﾌﾐ 熊本県 天草市  2:47:52

43 3340 林田　塁 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾙｲ 熊本県 宇城市  2:47:59

44 1031 和田　三洋 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 熊本県 菊陽町  2:48:12

45 1066 村上　雄祐 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽｹ 熊本県 合志市  2:48:19

46 1065 松井　敏 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 山口県 萩市  2:48:26

47 1044 白石　史典 ｼﾗｲｼ ﾌﾐﾉﾘ 熊本県 熊本市  2:48:51

48 1176 ハウズ　グレッグ ﾊｳｽﾞ ｸﾞﾚｯｸﾞ 熊本県 熊本市  2:49:02

49 1140 塩月　良輝 ｼｵﾂｷ ﾖｼｷ 熊本県 合志市  2:49:13

50 1845 鹿子木　章 ｶﾅｺｷﾞ ｱｷﾗ 熊本県 天草市  2:49:38

1／10



歴史めぐりフルマラソン記録

総合順位 ナンバー 氏名 カナ 都道府県 市区町村 記録

51 2409 永田　宏一郎 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 茨城県 牛久市  2:49:50

52 1013 沖田　祐一 ｵｷﾀ ﾕｳｲﾁ 熊本県 宇城市  2:50:11

53 1032 西村　隆 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳ 埼玉県 戸田市  2:50:38

54 1092 草野　正揮 ｸｻﾉ ﾏｻｷ 熊本県 人吉市  2:50:39

55 1284 安田　滋 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 大阪府 堺市  2:50:44

56 1053 幡手　厳諭 ﾊﾀﾃ ﾖｼﾂｸﾞ 熊本県 熊本市  2:50:48

57 1049 土井　斉 ﾄﾞｲ ﾜﾀﾙ 鹿児島県 鹿児島市  2:50:51

58 1015 中山　英一郎 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市  2:51:10

59 1084 磯田　章太 ｲｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 熊本県 水俣市  2:51:15

60 1141 山本　浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島県 東広島市  2:51:26

61 1153 佐伯　敏之 ｻｴｷ ﾄｼﾕｷ 熊本県 上天草市  2:51:46

62 1063 原口　進治 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  2:51:48

63 1086 坂本　勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 熊本県 熊本市  2:51:54

64 1099 井上　伸孝 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾀｶ 熊本県 宇土市  2:52:02

65 1198 中村　雄二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 熊本県 熊本市  2:52:21

66 1024 山村　康仁 ﾔﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 熊本県 熊本市  2:52:40

67 1521 坂元　博哉 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 鹿児島県 鹿児島市  2:52:43

68 1104 西村　健太 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 熊本県 熊本市  2:52:51

69 2200 石田　進介 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ 熊本県 熊本市  2:52:55

70 1281 上崎　大和 ｳｴｻｷ ﾔﾏﾄ 熊本県 八代市  2:52:59

71 1286 高田　稔大 ﾀｶﾀ ﾄｼﾋﾛ 熊本県 玉名市  2:53:13

72 1236 藤田　博文 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 熊本県 熊本市  2:53:18

73 1061 松木　洋祐 ﾏﾂｷ ﾖｳｽｹ 熊本県 阿蘇市  2:53:23

74 1042 山下　慎一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 町田市  2:53:38

75 1310 三溝　正大 ﾐﾂﾐｿﾞ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 大津町  2:54:02

76 1102 杉野　利弘 ｽｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 広島県 東広島市  2:54:05

77 1023 日比野　啓一 ﾋﾋﾞﾉ ｹｲｲﾁ 愛知県 一宮市  2:54:10

78 1367 後藤　大介 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 南阿蘇村  2:54:15

79 1122 手嶋　成明 ﾃｼﾏ ﾅﾙｱｷ 熊本県 西原村  2:54:20

80 2191 鳥居　哲弥 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 熊本県 熊本市  2:54:30

81 1105 田本　一了 ﾀﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 熊本県 八代市  2:54:51

82 1290 緒方　祐介 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 熊本県 熊本市  2:54:52

83 1510 杉本　和貴 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 熊本県 天草市  2:54:56

84 1079 松岡　勇治 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｼﾞ 熊本県 熊本市  2:55:17

85 1251 磯崎　英文 ｲｿｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ 熊本県 熊本市  2:55:26

86 1127 竹本　昌広 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 津奈木町  2:55:28

87 1016 川原　一起 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞｷ 福岡県 筑紫野市  2:55:47

88 1046 田中　正章 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 熊本県 菊池市  2:55:49

89 1168 安井　光也 ﾔｽｲ ﾐﾂﾔ 島根県 安来市  2:55:55

90 1437 衛藤　剛 ｴﾄｳ ﾂﾖｼ 熊本県 合志市  2:56:25

91 1209 庄山　秀一 ｼｮｳﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 福岡県 福岡市  2:56:28

92 1073 宮島　誠一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｾｲｲﾁ 熊本県 芦北町  2:56:29

93 1132 飯島　伊織 ｲｲｼﾞﾏ ｲｵﾘ 神奈川県 川崎市  2:56:38

94 1129 西浦　裕一 ﾆｼｳﾗ ﾕｳｲﾁ 熊本県 熊本市  2:56:38

95 2203 北住　鷹規 ｷﾀｽﾞﾐ ｵｳｷ 熊本県 熊本市  2:56:41

96 1347 坂本　勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 熊本県 熊本市  2:56:42

97 1142 森　信博 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口県 山陽小野田市  2:56:44

98 1349 吉田　健一郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 熊本県 熊本市  2:56:54

99 1191 神出　一昭 ｶﾐﾃﾞ ｶｽﾞｱｷ 福岡県 福岡市  2:57:09

100 1081 小山　孝康 ｵﾔﾏ ﾀｶﾔｽ 熊本県 熊本市  2:57:19
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101 1339 松澤　亮介 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 熊本県 玉名市  2:57:28

102 2036 衛藤　博文 ｴﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 大分県 由布市  2:57:32

103 1364 恒松　満哉 ﾂﾈﾏﾂ ﾐﾂﾔ 熊本県 益城町  2:57:32

104 2171 永田　文則 ﾅｶﾞﾀ ﾌﾐﾉﾘ 熊本県 山鹿市  2:57:37

105 1043 上村　健二 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 熊本県 玉東町  2:57:38

106 1323 高岡　良樹 ﾀｶｵｶ ﾖｼｷ 山口県 下松市  2:57:44

107 3624 高木　順也 ﾀｶｷ ｼﾞｭﾝﾔ 熊本県 山鹿市  2:57:48

108 1266 田中　豊満 ﾀﾅｶ ﾎｳﾐﾂ 熊本県 菊陽町  2:57:51

109 1134 望月　達史 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂｼ 東京都 三鷹市  2:57:52

110 1303 野田　義信 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 熊本県 熊本市  2:58:06

111 4607 シュー　ショアイ ｼｭｰ ｼｮｱｲ 中国 上海市  2:58:09

112 1412 桑原　和雄 ｸﾜﾊﾗ ｶｽﾞｵ 福岡県 福岡市  2:58:12

113 1158 箱川　道彦 ﾊｺｶﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ 鹿児島県 薩摩川内市  2:58:13

114 1393 鶴田　翔大 ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾀ 熊本県 熊本市  2:58:24

115 1976 山内　玲 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾗ 宮崎県 都城市  2:58:24

116 1189 宮崎　博明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 熊本県 熊本市  2:58:29

117 1090 各務　泰次 ｶｶﾞﾐ ﾀｲｼﾞ 東京都 小平市  2:58:32

118 1155 柳ケ水　幸治 ﾔﾅｶﾞﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 福岡県 福岡市  2:58:33

119 2029 愛甲　健二 ｱｲｺｳ ｹﾝｼﾞ 熊本県 錦町  2:58:54

120 1173 渡辺　浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市  2:59:00

121 1234 村上　智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ 山口県 宇部市  2:59:04

122 1128 村上　尚志 ﾑﾗｶﾐ ﾋｻﾕｷ 熊本県 熊本市  2:59:22

123 1088 東島　辰弥 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 熊本県 熊本市  2:59:31

124 1249 村上　義勝 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｶﾂ 熊本県 熊本市  2:59:43

125 1117 坂本　正義 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 熊本県 熊本市  2:59:56

126 1403 福満　崇弘 ﾌｸﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 熊本市  2:59:59

127 1139 篠﨑　清暁 ｼﾉｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 佐賀県 佐賀市  3:00:06

128 1463 倉山　侑也 ｸﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 熊本県 熊本市  3:00:07

129 1098 髙田　真二 ﾀｶﾀ ｼﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:00:11

130 1472 楠　吉博 ｸｽﾉｷ ﾖｼﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:00:23

131 1097 福田　聖哉 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ 熊本県 熊本市  3:01:00

132 1201 廣松　正景 ﾋﾛﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:01:11

133 1103 樋口　行人 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 山口県 下関市  3:01:12

134 1156 前山　隼人 ﾏｴﾔﾏ ﾊﾔﾄ 神奈川県 横浜市  3:01:25

135 1264 ＳＭＩＴＨ　ＰＥＴＥＲ ｽﾐｽ ﾋﾟｰﾀｰ 熊本県 熊本市  3:01:50

136 1231 岡　健治郎 ｵｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 熊本県 熊本市  3:02:05

137 1167 花木　将洋 ﾊﾅｷ ﾏｻﾋﾛ 大分県 大分市  3:02:29

138 1130 国岡　慶治 ｸﾆｵｶ ｹｲｼﾞ 熊本県 八代市  3:02:56

139 1058 溝口　清隆 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 東京都 世田谷区  3:03:15

140 3597 内野　誠治 ｳﾁﾉ ｾｲｼﾞ 熊本県 和水町  3:03:15

141 1171 元田　豊仁 ﾓﾄﾀﾞ ﾄﾖﾋﾄ 熊本県 山鹿市  3:03:31

142 1352 横山　烈 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾂ 東京都 練馬区  3:03:39

143 1205 三木　正昭 ﾐｷ ﾏｻｱｷ 熊本県 菊池市  3:03:49

144 1164 野口　浩明 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 熊本県 熊本市  3:04:02

145 2032 田上　康太 ﾀﾉｳｴ ｺｳﾀ 熊本県 熊本市  3:04:13

146 2296 清田　隆宏 ｷﾖﾀ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:04:20

147 1062 荒木　伸也 ｱﾗｷ ｼﾝﾔ 熊本県 大津町  3:04:32

148 1248 牧本　康一 ﾏｷﾓﾄ ｺｳｲﾁ 熊本県 熊本市  3:04:38

149 1162 高木　文宏 ﾀｶｷﾞ ﾌﾐﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:04:40

150 1192 坂井　悟 ｻｶｲ ｻﾄﾙ 熊本県 山鹿市  3:04:42
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151 1246 上村　善照 ｳｴﾑﾗ ﾖｼﾃﾙ 熊本県 相良村  3:04:59

152 1194 下村　勝典 ｼﾓﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 熊本県 熊本市  3:05:20

153 3767 水町　崇 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾀｶｼ 熊本県 熊本市  3:05:37

154 1272 増田　和彦 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 大分県 中津市  3:05:44

155 5046 澤田　豊大 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾖﾋﾛ 熊本県 天草市  3:05:52

156 1241 兼松　幹雄 ｶﾈﾏﾂ ﾐｷｵ 熊本県 菊陽町  3:06:11

157 3595 岩本　恵 ｲﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾑ 福岡県 北九州市  3:06:18

158 1233 乘越　裕二 ﾉﾘｺｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:06:26

159 1197 三上　秀市 ﾐｶﾐ ｲﾁ 静岡県 浜松市  3:06:29

160 4499 松田　史雄 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐｵ 熊本県 熊本市  3:06:46

161 1358 角田　隆輔 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 熊本県 熊本市  3:06:53

162 1254 松本　康幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 熊本県 水俣市  3:07:02

163 1235 藤本　秀久 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｻ 福岡県 大刀洗町  3:07:12

164 1341 山崎　智雄 ﾔﾏｻｷ ﾖｼｵ 熊本県 熊本市  3:07:16

165 1622 坂井　賢士 ｻｶｲ ｹﾝｼ 熊本県 和水町  3:07:24

166 1165 津田　准哉 ﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 熊本県 菊陽町  3:07:25

167 1207 梶原　純也 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 熊本県 熊本市  3:07:27

168 1220 稲田　裕人 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾄ 熊本県 熊本市  3:07:40

169 1301 江島　智彦 ｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 熊本県 熊本市  3:07:47

170 1108 撰　彰 ｴﾗﾐ ｱｷﾗ 兵庫県 神戸市  3:08:03

171 1060 河原　一歩 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾎ 埼玉県 戸田市  3:08:07

172 1452 津田　伸哉 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 熊本県 菊陽町  3:08:11

173 1563 桶谷　哲也 ｵｹﾀﾆ ﾃﾂﾔ 熊本県 天草市  3:08:25

174 1517 花田　誠 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ 熊本県 合志市  3:08:28

175 1242 松川　将三 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 熊本県 熊本市  3:09:00

176 1206 平嶺　明光 ﾋﾗﾐﾈ ｱｷﾐﾂ 鹿児島県 肝付町  3:09:07

177 1373 皆見　治男 ﾐﾅﾐ ﾊﾙｵ 熊本県 合志市  3:09:12

178 1174 見立　寿幸 ﾐﾀﾃ ﾄｼﾕｷ 福岡県 行橋市  3:09:22

179 1894 嶋田　修一 ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市  3:09:24

180 1383 杉森　洋介 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｽｹ 熊本県 上天草市  3:09:39

181 1350 勝原　大輔 ｶﾂﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 熊本市  3:09:41

182 1325 茶堂　宏 ﾁｬﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 山口県 下関市  3:09:47

183 1328 吉田　誠二 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞ 熊本県 錦町  3:09:53

184 1180 宿輪　宏明 ｼｭｸﾜ ﾋﾛｱｷ 福岡県 北九州市  3:09:57

185 1306 徳川　勝也 ﾄｸｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 福岡県 小郡市  3:10:01

186 1802 中川　忠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 熊本県 熊本市  3:10:06

187 1475 山本　寿郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ 大阪府 枚方市  3:10:09

188 1291 風間　信吾 ｶｻﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 大分県 大分市  3:10:11

189 1321 荒井　正人 ｱﾗｲ ﾏｻﾄ 岡山県 倉敷市  3:10:32

190 1068 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ 熊本県 熊本市  3:10:45

191 1376 成松　将志 ﾅﾘﾏﾂ ﾏｻｼ 熊本県 水俣市  3:10:53

192 1780 藤本　賢 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ 熊本県 大津町  3:10:54

193 1333 靏　彰吾 ﾂﾙ ｼｮｳｺﾞ 熊本県 和水町  3:10:54

194 1218 石井　一行 ｲｼｲ ｶｽﾞﾕｷ 福岡県 北九州市  3:11:03

195 1252 佐藤　裕次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 熊本県 宇城市  3:11:09

196 1390 福田　健朗 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｵ 熊本県 熊本市  3:11:11

197 1442 山﨑　浩次 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 熊本県 天草市  3:11:16

198 3463 田中　泉 ﾀﾅｶ ｲｽﾞﾐ 熊本県 玉名市  3:11:20

199 1438 落合　文明 ｵﾁｱｲ ﾌﾐｱｷ 福岡県 福岡市  3:11:23

200 1208 坂本　敏博 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 熊本県 八代市  3:11:41
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201 1511 津田　勉 ﾂﾀﾞ ﾂﾄﾑ 熊本県 熊本市  3:11:42

202 3389 大場　祐哉 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ 熊本県 御船町  3:11:46

203 1112 嶋永　誠二 ｼﾏﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ 東京都 江東区  3:11:47

204 5618 園田　信貴 ｿﾉﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 熊本県 水俣市  3:12:01

205 1756 宮本　敏道 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾐﾁ 熊本県 熊本市  3:12:04

206 1598 塚本　健二 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 熊本県 宇城市  3:12:19

207 1147 内田　浩司 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:12:26

208 2022 細田　義之 ﾎｿﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 所沢市  3:12:26

209 1775 志柿　賢一 ｼｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ 熊本県 熊本市  3:12:35

210 2075 工藤　健司 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼ 熊本県 熊本市  3:12:37

211 3365 松本　正之 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 熊本県 熊本市  3:12:38

212 2077 富永　一吉 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ 熊本県 熊本市  3:12:39

213 1075 本田　慶太 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 神奈川県 藤沢市  3:12:47

214 1600 加藤　崇夫 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 横浜市  3:12:47

215 1489 谷川　弘 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 熊本県 熊本市  3:12:51

216 2570 井上　雅喜 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 東京都 江東区  3:13:04

217 1513 町野　憲一 ﾏﾁﾉ ｹﾝｲﾁ 熊本県 熊本市  3:13:06

218 1735 兜島　勇作 ｶﾌﾞﾄｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ 熊本県 熊本市  3:13:08

219 1199 中島　慶次 ﾅｶｼﾏ ｹｲｼﾞ 熊本県 熊本市  3:13:13

220 1814 角田　保治 ﾂﾉﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 熊本県 玉名市  3:13:21

221 4606 リー　リン ﾘｰ ﾘﾝ 中国 上海市  3:13:23

222 1404 宮崎　圭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｽｹ 福岡県 福岡市  3:13:24

223 3719 下辺　龍義 ｼﾓﾍﾞ ﾀﾂﾖｼ 熊本県 八代市  3:13:33

224 1878 大木　信二 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:13:38

225 1273 藤森　幸生 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ 熊本県 美里町  3:13:49

226 1950 小林　達雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 東京都 台東区  3:13:54

227 1215 三嶋　亮介 ﾐｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 長崎市  3:13:58

228 3715 那須　光三 ﾅｽ ｺｳｿﾞｳ 熊本県 天草市  3:14:01

229 3008 吉田　敏一 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 熊本県 熊本市  3:14:01

230 1326 林田　光晴 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 熊本県 熊本市  3:14:07

231 1903 渡部　哲行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ 福岡県 筑紫野市  3:14:11

232 1319 田上　敏一 ﾀﾉｳｴ ﾄｼｶｽﾞ 熊本県 甲佐町  3:14:14

233 1434 遠矢　浩司 ﾄｵﾔ ｺｳｼﾞ 鹿児島県 鹿児島市  3:14:17

234 1454 井手　直 ｲﾃﾞ ｽﾅｵ 熊本県 熊本市  3:14:18

235 1055 松枝　弘憲 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 熊本県 菊陽町  3:14:19

236 5834 福田　真治 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:14:23

237 1163 米倉　和彦 ﾖﾈｸﾗ ｶｽﾞﾋｺ 福岡県 粕屋町  3:14:25

238 1445 安藤　裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 名古屋市  3:14:30

239 1351 俵谷　卓也 ﾀﾜﾗﾔ ﾀｸﾔ 長崎県 佐世保市  3:14:33

240 4600 中島　淳 ﾅｶｼﾏ ｱﾂｼ 熊本県 合志市  3:14:35

241 5035 大嶋　康敬 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾀｶ 熊本県 山鹿市  3:14:49

242 1274 中島　裕介 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｽｹ 熊本県 熊本市  3:14:52

243 1378 谷口　一樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 熊本県 熊本市  3:15:01

244 1654 甲斐　貢史 ｶｲ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:15:07

245 2212 三好　裕介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 熊本県 熊本市  3:15:22

246 1853 斉藤　史将 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾌﾞ 福岡県 福岡市  3:15:28

247 1361 久田　茂将 ﾋｻﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 熊本県 熊本市  3:15:33

248 1083 木下　功史 ｷﾉｼﾀ ｺｳｼ 熊本県 氷川町  3:15:33

249 3652 中村　諒 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 熊本県 益城町  3:15:36

250 1704 松本　栄 ﾏﾂﾓﾄ ｻｶｴ 福岡県 糸島市  3:15:41
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251 1222 石橋　達夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾂｵ 兵庫県 明石市  3:15:44

252 1449 佐藤　誠喜 ｻﾄｳ ｾｲｷ 熊本県 熊本市  3:15:46

253 1459 山本　浩道 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 兵庫県 川西市  3:15:53

254 1431 鮎川　義照 ｱﾕｶﾜ ﾖｼﾃﾙ 福岡県 北九州市  3:15:55

255 1430 的石　健志 ﾏﾄｲｼ ｹﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:16:00

256 3416 吉岡　秀一 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 熊本県 熊本市  3:16:04

257 2272 毛利　武史 ﾓｳﾘ ﾀｹｼ 熊本県 熊本市  3:16:18

258 1477 藤田　正幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 千葉県 市原市  3:16:19

259 1599 田辺　浩介 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 熊本県 熊本市  3:16:25

260 1781 国岡　幸治 ｸﾆｵｶ ｺｳｼﾞ 沖縄県 浦添市  3:16:34

261 1275 東　祐二 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｼﾞ 宮崎県 三股町  3:16:42

262 1812 深松　勇貴 ﾌｶﾏﾂ ﾕｳｷ 熊本県 あさぎり町  3:16:45

263 1226 松下　幸一 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｲﾁ 長崎県 佐世保市  3:16:47

264 1898 中村　和孝 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 熊本県 玉名市  3:16:50

265 2150 永野　茂 ﾅｶﾞﾉ ｼｹﾞﾙ 熊本県 熊本市  3:16:53

266 1611 山口　真徳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 熊本県 熊本市  3:16:56

267 1020 古賀　孝志 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 熊本県 山鹿市  3:17:13

268 1202 下川　大介 ｼﾓｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 大牟田市  3:17:16

269 1564 石橋　英二 ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｼﾞ 熊本県 菊陽町  3:17:23

270 1123 佐藤　寿郎 ｻﾄｳ ﾄｼﾛｳ 熊本県 小国町  3:17:26

271 1909 中村　貴明 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ 熊本県 大津町  3:17:28

272 1861 蓑田　善一郎 ﾐﾉﾀﾞ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ 熊本県 熊本市  3:17:38

273 1506 古賀　丈晴 ｺｶﾞ ﾀｹﾊﾙ 熊本県 熊本市  3:17:40

274 3004 菅原　丈志 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 熊本県 熊本市  3:17:42

275 1418 松本　哲也 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ 福岡県 福岡市  3:17:45

276 3260 崎山　晋 ｻｷﾔﾏ ｼﾝ 熊本県 大津町  3:17:55

277 1481 井手　真 ｲﾃﾞ ﾏｺﾄ 福岡県 福岡市  3:18:00

278 1866 城本　康行 ｼﾞｮｳﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 熊本県 宇城市  3:18:06

279 3012 田尻　大志 ﾀｼﾞﾘ ﾀｲｼ 鹿児島県 鹿児島市  3:18:07

280 1195 村上　誠吾 ﾑﾗｶﾐ ｾｲｺﾞ 山口県 周南市  3:18:08

281 1896 長﨑　勉 ﾅｶﾞｻｷ ﾂﾄﾑ 熊本県 熊本市  3:18:14

282 3965 野中　崇広 ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:18:15

283 1382 川端　憲二 ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:18:20

284 2226 中石　匡彦 ﾅｶｲｼ ﾏｻﾋｺ 東京都 八王子市  3:18:23

285 1144 田中　孝司 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 佐賀県 鳥栖市  3:18:26

286 1152 川原　敏裕 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 佐賀県 伊万里市  3:18:32

287 1500 田山　光介 ﾀﾔﾏ ｺｳｽｹ 福岡県 久留米市  3:18:38

288 1999 味岡　章太郎 ｱｼﾞｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 熊本県 熊本市  3:18:47

289 1640 宮村　信博 ﾐﾔﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:18:48

290 1426 平生　善裕 ﾋﾗﾊﾞｴ ﾖｼﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:18:49

291 1067 松田　光彦 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 熊本県 菊池市  3:18:52

292 3789 宮崎　章宏 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 熊本県 八代市  3:18:58

293 1827 古嶋　大輔 ﾌﾙｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 大津町  3:19:02

294 5944 吉永　典史 ﾖｼﾅｶﾞ ﾉﾘﾌﾐ 福岡県 福岡市  3:19:02

295 1330 田端　正宏 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 錦町  3:19:04

296 1409 石井　邦博 ｲｼｲ ｸﾆﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:19:15

297 1928 佐伯　智之 ｻｴｷ ﾄﾓﾕｷ 熊本県 八代市  3:19:18

298 4483 間部　翔太郎 ﾏﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 熊本県 熊本市  3:19:21

299 1187 和田　健一 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県 下関市  3:19:23

300 2019 平井　滋 ﾋﾗｲ ｼｹﾞﾙ 熊本県 玉名市  3:19:25

6／10



歴史めぐりフルマラソン記録

総合順位 ナンバー 氏名 カナ 都道府県 市区町村 記録

301 1596 大野　端夫 ｵｵﾉ ﾀﾀﾞｵ 福岡県 福岡市  3:19:28

302 2023 田尻　歩 ﾀｼﾞﾘ ｱﾕﾐ 熊本県 八代市  3:19:31

303 2099 溝田　泰弘 ﾐｿﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 福岡県 筑後市  3:19:32

304 2563 横山　美和 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 宮崎県 小林市  3:19:45

305 1587 仲野　浩靖 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾔｽ 佐賀県 基山町  3:19:46

306 1193 内野　悦也 ｳﾁﾉ ｴﾂﾔ 熊本県 水俣市  3:19:50

307 3569 坂井　博光 ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ 熊本県 熊本市  3:19:57

308 1499 上原　竜児 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:19:59

309 1749 吉岡　瑞宗 ﾖｼｵｶ ﾐﾂﾑﾈ 熊本県 熊本市  3:20:00

310 1895 本田　純一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 熊本県 熊本市  3:20:01

311 1116 古木　秀明 ﾌﾙｷ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 川越市  3:20:01

312 1764 高本　敬士 ﾀｶﾓﾄ ｹｲｼ 熊本県 人吉市  3:20:13

313 2260 山口　智裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:20:20

314 1479 出　博之 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 市川市  3:20:26

315 1706 藤尾　敦 ﾌｼﾞｵ ｱﾂｼ 山口県 周南市  3:20:35

316 8646 橋本　健助 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｽｹ 熊本県 錦町  3:20:36

317 4111 生嶋　登 ｲｸｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ 熊本県 宇土市  3:20:45

318 1519 福島　勝浩 ﾌｸｼﾏ ｶﾂﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:20:50

319 1852 星乃　洋明 ﾎｼﾉ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市  3:20:52

320 2009 小泉　正弘 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:20:52

321 1530 郡司　史明 ｸﾞﾝｼﾞ ﾌﾐｱｷ 広島県 広島市  3:20:57

322 5054 實方　信一 ｼﾞﾂｶﾀ ｼﾝｲﾁ 福岡県 福岡市  3:20:58

323 1810 江崎　徹 ｴｻﾞｷ ﾄｵﾙ 福岡県 筑紫野市  3:21:01

324 3205 山口　賢治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 熊本県 熊本市  3:21:05

325 1542 山口　俊幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 長崎県 新上五島町  3:21:05

326 1372 大井戸　達 ｵｵｲﾄﾞ ｲﾀﾙ 静岡県 浜松市  3:21:10

327 1260 浅野　司 ｱｻﾉ ﾂｶｻ 熊本県 玉名市  3:21:13

328 1549 嶋添　恭平 ｼﾏｿﾞｴ ｷｮｳﾍｲ 熊本県 熊本市  3:21:14

329 2083 満崎　俊 ﾐﾂｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 熊本県 上天草市  3:21:16

330 1575 山内　直樹 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｷ 熊本県 熊本市  3:21:24

331 1268 増元　享裕 ﾏｽﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:21:36

332 8516 堀口　正博 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:21:36

333 1316 大坂　昌史 ｵｵｻｶ ﾏｻｼ 熊本県 熊本市  3:21:38

334 1482 村岡　道隆 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁﾀｶ 京都府 京都市  3:21:39

335 1914 佐々木　丘 ｻｻｷ ﾀｶｼ 福岡県 篠栗町  3:21:42

336 9056 川野　鉄舟 ｶﾜﾉ ﾃｯｼｭｳ 熊本県 熊本市  3:21:54

337 1190 樽井　真樹 ﾀﾙｲ ﾏｻｷ 広島県 広島市  3:21:55

338 1633 山本　卓也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 熊本県 熊本市  3:21:58

339 1899 小川　勝己 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾐ 福岡県 福岡市  3:21:59

340 1715 西村　俊哉 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ 熊本県 熊本市  3:22:00

341 1137 白野　孝一 ｼﾛﾉ ｺｳｲﾁ 福岡県 福岡市  3:22:06

342 4572 井手　常髙 ｲﾃﾞ ﾂﾈﾀｶ 熊本県 山都町  3:22:11

343 1025 高柳　賢一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 船橋市  3:22:11

344 1425 中村　広済 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 神奈川県 横浜市  3:22:21

345 2531 亀崎　広光 ｶﾒｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 江戸川区  3:22:24

346 1342 山下　勇治 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 熊本県 天草市  3:22:24

347 1485 石蔵　裕己 ｲｼｸﾗ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市  3:22:26

348 2289 田﨑　紀哉 ﾀｻｷ ﾉﾘﾔ 熊本県 熊本市  3:22:30

349 2267 塩田　輝生 ｼｵﾀ ﾃﾙｵ 福岡県 福岡市  3:22:31

350 1219 松葉　重孝 ﾏﾂﾊﾞ ｼｹﾞﾀｶ 宮崎県 川南町  3:22:31
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351 2269 山國　昇 ﾔﾏｸﾆ ﾉﾎﾞﾙ 熊本県 熊本市  3:22:34

352 1508 久原　健太 ｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 熊本県 熊本市  3:22:36

353 1455 大貝　保志 ｵｵｶﾞｲ ﾔｽｼ 福岡県 北九州市  3:22:43

354 5723 渡並　直久 ﾄﾅﾐ ﾅｵﾋｻ 熊本県 宇土市  3:22:46

355 1986 小久保　勇志 ｺｸﾎﾞ ﾕｳｼ 宮崎県 延岡市  3:22:46

356 1787 森　信太郎 ﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 熊本県 熊本市  3:22:49

357 2048 菅　光男 ｶﾝ ﾐﾂｵ 熊本県 熊本市  3:22:49

358 4269 道家　久人 ﾄﾞｳｹ ﾋｻﾄ 熊本県 南阿蘇村  3:22:53

359 1259 松野　英二郎 ﾏﾂﾉ ｴｲｼﾞﾛｳ 熊本県 阿蘇市  3:22:54

360 1905 田平　拓也 ﾀﾋﾗ ﾀｸﾔ 熊本県 芦北町  3:22:55

361 1480 菊谷　繁 ｷｸﾀﾆ ｼｹﾞﾙ 熊本県 熊本市  3:22:56

362 1573 楢崎　晃 ﾅﾗｻｷ ｱｷﾗ 大阪府 八尾市  3:22:59

363 1224 森田　展行 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 大阪市  3:23:01

364 1543 池上　孝人 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾄ 福岡県 北九州市  3:23:08

365 1277 池田　英彦 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 熊本県 熊本市  3:23:14

366 1183 小宮　隆弘 ｺﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 大牟田市  3:23:18

367 1786 簔田　征典 ﾐﾉﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 熊本県 合志市  3:23:18

368 4122 中下　政照 ﾅｶｼﾀ ﾏｻﾃﾙ 熊本県 芦北町  3:23:18

369 1661 中屋敷　朗 ﾅｶﾔｼｷ ｱｷﾗ 大阪府 羽曳野市  3:23:25

370 2070 草野　宏隆 ｸｻﾉ ﾋﾛﾀｶ 熊本県 熊本市  3:23:27

371 1253 山田　浩樹 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 熊本県 熊本市  3:23:28

372 1591 平川　勝規 ﾋﾗｶﾜ ｶﾂﾉﾘ 熊本県 八代市  3:23:32

373 1967 西村　和博 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:23:33

374 1458 増田　棟順 ﾏｽﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 埼玉県 狭山市  3:23:34

375 1833 赤瀬　重夫 ｱｶｾ ｼｹﾞｵ 熊本県 熊本市  3:23:40

376 1593 中山　栄二 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 熊本県 熊本市  3:23:42

377 8588 菊川　英二 ｷｸｶﾜ ｴｲｼﾞ 熊本県 菊陽町  3:23:44

378 1592 中嶋　博之 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 福岡市  3:23:53

379 1718 本田　紗美布 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾐﾎ 熊本県 天草市  3:23:54

380 1297 工藤　達也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 福岡県 福岡市  3:23:59

381 1354 田中　浩二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 熊本県 宇土市  3:24:01

382 1580 岩見　昌邦 ｲﾜﾐ ﾏｻｸﾆ 千葉県 船橋市  3:24:04

383 1292 岡田　拓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 熊本県 八代市  3:24:12

384 2293 西田　伸介 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ 熊本県 熊本市  3:24:17

385 4077 坂本　広志 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 熊本県 熊本市  3:24:20

386 1739 竹迫　雅智 ﾀｹｻｺ ﾏｻﾄﾓ 熊本県 熊本市  3:24:20

387 1216 竜　隆俊 ﾘｭｳ ﾀｶﾄｼ 福岡県 福岡市  3:24:22

388 1170 前田　健哉 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾔ 熊本県 熊本市  3:24:23

389 4554 安達　秀昭 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 熊本県 熊本市  3:24:25

390 1729 瀬川　勝 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 東京都 荒川区  3:24:29

391 1413 清水　和行 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ 熊本県 水俣市  3:24:34

392 1892 白石　征六郎 ｼﾗｲｼ ｾｲﾛｸﾛｳ 熊本県 宇城市  3:24:36

393 1460 高橋　岳史 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 福岡県 芦屋町  3:24:39

394 1228 阿曽沼　樹 ｱｿﾇﾏ ﾐｷ 福岡県 北九州市  3:24:41

395 2562 佐藤　耕二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都 世田谷区  3:24:42

396 1655 大久保　秀洋 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:24:43

397 3623 厚　晴仁 ｱﾂ ﾊﾙﾋﾄ 熊本県 熊本市  3:24:43

398 1961 木口　賢生 ｷｸﾞﾁ ｹﾝｾｲ 熊本県 荒尾市  3:24:55

399 1320 五嶋　大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 天草市  3:24:59

400 1643 伊豫　茂樹 ｲﾖ ｼｹﾞｷ 福岡県 福岡市  3:25:00
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401 1755 守田　弘巳 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐ 熊本県 熊本市  3:25:03

402 1285 桑鶴　誠一 ｸﾜﾂﾞﾙ ｾｲｲﾁ 熊本県 熊本市  3:25:05

403 4578 宮嶋　弘行 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 熊本県 津奈木町  3:25:13

404 3642 古田　堅一 ﾌﾙﾀ ｹﾝｲﾁ 福岡県 福岡市  3:25:16

405 1035 葦田　陽司 ｱｼﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:25:18

406 4054 高村　秀樹 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 大分県 大分市  3:25:19

407 8326 平林　泰良 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ 熊本県 熊本市  3:25:21

408 2402 八木　一富 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾄﾐ 宮城県 東松島市  3:25:24

409 5026 尾下　浩一 ｵｼﾀ ｺｳｲﾁ 熊本県 菊陽町  3:25:25

410 2276 福田　稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 熊本県 天草市  3:25:25

411 1486 深谷　光一 ﾌｶﾔ ｺｳｲﾁ 福岡県 福岡市  3:25:29

412 2335 作取　清隆 ｻｸﾄﾘ ｷﾖﾀｶ 熊本県 益城町  3:25:29

413 2065 岸本　竜彦 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 熊本県 山都町  3:25:31

414 3939 村上　恒男 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾈｵ 佐賀県 鳥栖市  3:25:32

415 2035 上田　智弘 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:25:39

416 2336 久保田　嘉和 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 熊本県 熊本市  3:25:39

417 2225 佐伯　晃一郎 ｻｴｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 熊本県 山鹿市  3:25:40

418 2103 松尾　義和 ﾏﾂｵ ﾖｼｶｽﾞ 鹿児島県 姶良市  3:25:43

419 1613 加藤　良典 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 東京都 世田谷区  3:25:44

420 2116 吉野　宏昭 ﾖｼﾉ ﾋﾛｱｷ 熊本県 天草市  3:25:46

421 1559 中村　元治 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ 福岡県 小群市  3:25:47

422 2020 北村　美樹浩 ｷﾀﾑﾗ ﾐｷﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:25:47

423 7940 友田　真生 ﾄﾓﾀﾞ ｼﾝｾｲ 熊本県 和水町  3:25:47

424 1630 梅原　稔 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾉﾙ 熊本県 熊本市  3:25:48

425 2210 漆島　洋 ｳﾙｼﾏ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市  3:25:50

426 1736 河野　隆幸 ｶﾜﾉ ﾀｶﾕｷ 熊本県 熊本市  3:25:51

427 1217 永守　国行 ﾅｶﾞﾓﾘ ｸﾆﾕｷ 熊本県 御船町  3:25:51

428 1809 隈部　憲一郎 ｸﾏﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 熊本県 菊池市  3:25:57

429 1588 串間　義幸 ｸｼﾏ ﾖｼﾕｷ 宮崎県 宮崎市  3:26:07

430 1923 平山　泰生 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽｵ 熊本県 あさぎり町  3:26:07

431 1552 佐野　幹宜 ｻﾉ ﾓﾄﾉﾌﾞ 奈良県 奈良市  3:26:09

432 1541 松下　俊弘 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:26:19

433 2303 戸上　啓治 ﾄｶﾞﾐ ｹｲｼﾞ 熊本県 荒尾市  3:26:20

434 3425 山本　文治 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐﾊﾙ 熊本県 合志市  3:26:21

435 1822 本多　邦利 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾆﾄｼ 熊本県 八代市  3:26:30

436 1862 多湖　敏司 ﾀｺﾞ ｻﾄｼ 熊本県 熊本市  3:26:40

437 1447 松下　豪 ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ 熊本県 熊本市  3:26:43

438 5763 佐々木　渉 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 福岡県 大野城市  3:26:48

439 1335 石元　久遠 ｲｼﾓﾄ ﾋｻﾄ 鹿児島県 長島町  3:26:55

440 4405 蓑田　和之 ﾐﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 熊本県 益城町  3:27:02

441 1568 光井　英幸 ﾐﾂｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市  3:27:02

442 2122 西本　誠良 ﾆｼﾓﾄ ｾｲﾘｮｳ 兵庫県 伊丹市  3:27:04

443 1932 川上　竜也 ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ 熊本県 益城町  3:27:07

444 3839 筑紫　孝司 ﾁｸｼ ｺｳｼﾞ 熊本県 熊本市  3:27:12

445 6336 千葉　嘉一郎 ﾁﾊﾞ ｶｲﾁﾛｳ 熊本県 菊陽町  3:27:16

446 3062 矢野　信哉 ﾔﾉ ｼﾝﾔ 熊本県 菊陽町  3:27:17

447 1798 末石　祐介 ｽｴｲｼ ﾕｳｽｹ 福岡県 北九州市  3:27:22

448 1608 長濱　嘉彦 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾖｼﾋｺ 熊本県 大津町  3:27:22

449 1650 古澤　良明 ﾌﾙｻﾜ ﾖｼｱｷ 熊本県 熊本市  3:27:25

450 2208 佐藤　昭博 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 大分県 大分市  3:27:26
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451 5008 竹下　尚志 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｼ 熊本県 熊本市  3:27:29

452 1864 渡部　真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 熊本県 大津町  3:27:29

453 2074 桑原　道徳 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾁﾉﾘ 熊本県 錦町  3:27:34

454 4379 中山　岩雄 ﾅｶﾔﾏ ｲﾜｵ 熊本県 宇土市  3:27:36

455 1491 前田　公介 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 埼玉県 坂戸市  3:27:37

456 3396 福島　範彦 ﾌｸｼﾏ ﾉﾘﾋｺ 熊本県 玉名市  3:27:39

457 4560 森永　茂 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼｹﾞﾙ 熊本県 熊本市  3:27:48

458 1457 大嶋　紀一 ｵｵｼﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 埼玉県 春日部市  3:27:50

459 1681 近藤　伸明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ 熊本県 熊本市  3:28:01

460 2263 串野　栄次 ｸﾞｼﾉ ｴｲｼﾞ 熊本県 熊本市  3:28:01

461 3319 冨樫　直樹 ﾄｶﾞｼ ﾅｵｷ 熊本県 菊陽町  3:28:01

462 7548 松本　明大 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:28:02

463 2408 渕上　哲郎 ﾌﾁｶﾐ ﾃﾂﾛｳ 福岡県 大野城市  3:28:06

464 1516 高岡　弘 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｼ 東京都 中野区  3:28:12

465 3388 中村　博文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 熊本県 熊本市  3:28:15

466 1850 松野　圭吾 ﾏﾂﾉ ｹｲｺﾞ 熊本県 玉東町  3:28:20

467 1337 永田　章人 ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾄ 熊本県 玉名市  3:28:26

468 1439 鶴田　主税 ﾂﾙﾀ ﾁｶﾗ 熊本県 合志市  3:28:32

469 1795 今村　陽介 ｲﾏﾑﾗ ﾖｳｽｹ 熊本県 熊本市  3:28:36

470 3943 井　健太郎 ｲ ｹﾝﾀﾛｳ 熊本県 熊本市  3:28:39

471 1089 山田　敏夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 東京都 世田谷区  3:28:43

472 1871 江頭　貴 ｴｶﾞｼﾗ ﾀｶｼ 熊本県 熊本市  3:28:44

473 3273 中山　智之 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 長崎県 長崎市  3:28:45

474 2086 小﨑　浩範 ｺｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 熊本県 熊本市  3:28:49

475 1186 中村　清治 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾊﾙ 熊本県 水俣市  3:28:50

476 3903 寺　哲玄 ﾃﾗ ﾃﾂﾋﾛ 熊本県 天草市  3:28:51

477 1471 加藤　敦史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 品川区  3:28:52

478 1225 三浦　隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 長崎県 長崎市  3:28:57

479 1733 馬場　勝大 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋﾛ 福岡県 久留米市  3:29:02

480 1534 渡辺　正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 文京区  3:29:04

481 1504 執印　裕之 ｼｭｳｲﾝ ﾋﾛﾕｷ 鹿児島県 出水市  3:29:12

482 6369 濱崎　茂樹 ﾊﾏｻｷ ｼｹﾞｷ 熊本県 熊本市  3:29:12

483 4495 中島　秀俊 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 佐賀県 鳥栖市  3:29:20

484 2156 福羅　憲二 ﾌｸﾗ ｹﾝｼﾞ 大分県 大分市  3:29:20

485 2382 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 北海道 滝川市  3:29:21

486 3678 安武　竜彦 ﾔｽﾀｹ ﾀﾂﾋｺ 東京都 渋谷区  3:29:24

487 4435 大橋　慎太郎 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 熊本県 嘉島町  3:29:25

488 1904 田上　公親 ﾀﾉｳｴ ｷﾐﾁｶ 熊本県 菊陽町  3:29:30

489 7108 三島　眞一 ﾐｼﾏ ｼﾝｲﾁ 熊本県 苓北町  3:29:30

490 1022 加藤　信吾 ｶﾄｳ ｼﾝｺﾞ 鹿児島県 鹿児島市  3:29:32

491 4356 麻生　誠二 ｱｿｳ ｾｲｼﾞ 熊本県 熊本市  3:29:33

492 2028 上長　禎 ｳｴﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 熊本県 熊本市  3:29:42

493 1793 小山　光浩 ｺﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 熊本県 熊本市  3:29:44

494 7164 楊　拓也 ﾔﾝ ﾀｸﾔ 熊本県 熊本市  3:29:44

495 3895 徳岡　博文 ﾄｸｵｶ ﾋﾛﾌﾐ 熊本県 嘉島町  3:29:48

496 2149 葛西　大博 ｶｻｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 世田谷区  3:29:51

497 1185 佐藤　光一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 熊本県 宇土市  3:29:52

498 4293 田中　太樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 熊本県 玉名市  3:29:53

499 1629 木里　勝秀 ｷｻﾄ ｶﾂﾋﾃﾞ 愛知県 名古屋市  3:29:54

500 2251 西本　涼一 ﾆｼﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県 福岡市  3:29:55
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