
北九州・平尾台トレイルランニングレース　【総合記録】　－　ショート17km　男子　－ 2014/4/22

順位 No. 氏名 NAME 居住地 所属／登録 総合記録

1 764 鬼塚 智徳 オニツカ トモノリ 佐賀県 1:22:14

2 777 平山 賢一 1:26:07

3 556 北原 秀樹 キタハラ ヒデキ 福岡県 1:27:30

4 720 井上 義法 イノウエ ヨシノリ 広島県 トップギア 1:37:15

5 599 岩永 広貴 イワナガ コウキ 長崎県 がけっぷちＴＣ 1:37:22

6 620 馬場 勝大 ババ カツヒロ 福岡県 1:41:02

7 553 礒村 寿志 イソムラ ヒサシ 山口県 マツダＲＣ 1:41:40

8 584 北村 剛一 キタムラ コウイチ 山口県 はると　よしき 1:42:54

9 610 菅本 和彦 スガモト カズヒコ 山口県 曽根中ＯＢ 1:44:50

10 617 斉藤 史将 サイトウ フミノブ 福岡県 ＪＡ共済連福岡 1:45:18

11 684 友原 達矢 トモハラ タツヤ 福岡県 ハンモック 1:45:40

12 565 小山 賢太郎 コヤマ ケンタロウ 熊本県 ＯＤＥＮ　ＡＣ 1:47:19

13 625 高島 竜平 タカシマ リュウヘイ 長崎県 1:50:21

14 718 橋口 翔一 ハシグチ ショウイチ 福岡県 1:50:28

15 668 永松 大作 ナガマツ ダイサク 福岡県 1:52:44

16 671 松本 成志 マツモト ナルシ 福岡県 ランザローテ 1:52:49

17 676 市川 大祐 イチカワ ダイユウ 福岡県 1:53:33

18 583 江島 浩平 エシマ コウヘイ 福岡県 末次ホルモン 1:53:42

19 670 坂田 英之 サカタ ヒデユキ 福岡県 直方県道 1:54:22

20 604 西川 尚孝 ニシカワ ナオタカ 福岡県 ラクジヤナイサ 1:54:57

21 723 平田 正幸 ヒラタ マサユキ 沖縄県 1:54:59

22 633 末松 孝将 スエマツ タカマサ 福岡県 1:55:03

23 626 森下 康 モリシタ ヤスシ 福岡県 吉田幼稚園 1:55:06

24 582 寺西 慶記 テラニシ ヨシノリ 福岡県 1:55:37

25 710 藤本 征也 フジモト セイヤ 熊本県 ポレポレ 1:55:47

26 621 浜田 幹生 ハマダ ミキオ 山口県 松小田薬局 1:57:24

27 669 松永 慎一郎 マツナガ シンイチロウ 福岡県 伝工房 1:57:30

28 641 堀川 秀司 ホリカワ シュウジ 広島県 1:59:26

29 555 島 成臣 シマ ナルオミ 福岡県 1:59:32

30 711 宇田 佳広 ウダ ヨシヒロ 山口県 1:59:54

31 588 田山 信至 タヤマ シンジ 熊本県 ＡＭＥＸ 2:00:10

32 732 大林 義孝 オオバヤシ ヨシタカ 福岡県 チームがぶり 2:00:29

33 654 松田 和将 マツダ カズマサ 広島県 2:00:54

34 706 梶原 幸信 カジワラ ユキノブ 福岡県 なし 2:02:39

35 622 笠置 博毅 カサギ ヒロキ 福岡県 ハンモックＡＣ 2:03:10

36 589 山崎 毅博 ヤマサキ タカヒロ 広島県 ＦＲＣ 2:05:27

37 608 内村 圭佑 ウチムラ ケイスケ 福岡県 西川家 2:05:28

38 709 ふくなが かずおみ フクナガ カズオミ 山口県 2:05:31

39 725 納冨 誠 ノウトミ マコト 福岡県 2:05:41

40 586 高田 達也 タカタ タツヤ 山口県 長府遊ＲＵＮ快 2:05:53

41 559 川島 佑介 カワシマ ユウスケ 福岡県 福岡市役所 2:05:57

42 662 土師 輝彦 ハジ テルヒコ 福岡県 2:06:24

43 655 中西 幹治 ナカニシ カンジ 福岡県 2:06:54

44 615 宮部 泰 ミヤベ ユタカ 大分県 とも＆ゆう 2:07:03

45 639 白窪 浩登 シラクボ ヒロト 大分県 2:07:26

46 741 池島 光彦 イケジマ ミツヒコ 大分県 2:08:47

47 770 三井 康誠 ミツイ ヤスナリ 福岡県 三井ハイテック 2:09:35

48 647 鹿子生 輝行 カコオ テルユキ 福岡県 2:09:51

49 554 林田 喜一 ハヤシダ キイチ 長崎県 ほのぷろ 2:10:19

50 605 平城 賢治 ヒラキ ケンジ 福岡県 福岡陸協 2:11:08
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51 609 田代 晃浩 タシロ アキヒロ 福岡県 安川電機 2:11:39

52 731 澤村 眞一 サワムラ マサカズ 福岡県 北九州ｆｒｃ 2:11:53

53 719 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ 広島県 2:12:59

54 558 赤木 英樹 アカギ ヒデキ 岡山県 チームウェーブ 2:13:10

55 759 内田 努 ウチダ ツトム 福岡県 2:13:31

56 578 高橋 竜二 タカハシ リュウジ 大分県 2:13:50

57 602 栗山 大輔 クリヤマ ダイスケ 熊本県 チーム近藤 2:13:52

58 644 荘野 秀明 ショウノ ヒデアキ 福岡県 チームビーンズ 2:14:39

59 576 重松 智 シゲマツ サトシ 福岡県 スクバロ 2:14:48

60 614 安立 義明 アダチ ヨシアキ 福岡県 2:15:52

61 663 石田 光史 イシダ コウジ 福岡県 ＨＡＣ 2:16:08

62 596 有本 英一郎 アリモト エイイチロウ 福岡県 2:18:14

63 638 壇 良治 ダン リョウジ 福岡県 2:18:44

64 579 古賀 英蔵 コガ エイゾウ 福岡県 双日酔走岳部 2:19:02

65 598 甲斐 伸治 カイ シンジ 福岡県 2:19:38

66 645 佐々木 亮 ササキ アキラ 福岡県 2:20:15

67 738 釜地 義人 カマジ ヨシト 山口県 2:20:21

68 613 荒川 隆睦 アラカワ タカヨシ 山口県 2:21:16

69 715 江口 秀治 エグチ シュウジ 福岡県 東公園 2:21:42

70 765 瀬戸 勝弘 セト カツヒロ 京都府 パタゴニア 2:22:55

71 607 浦崎 誠 ウラサキ マコト 福岡県 2:23:03

72 680 東 康仁 ヒガシ ヤスト 山口県 2:23:15

73 689 松岡 猛 マツオカ タケシ 福岡県 2:23:17

74 623 林 志浩 ハヤシ シコウ 福岡県 地球環境研究 2:23:18

75 704 小川 周太 オガワ シュウタ 福岡県 福岡県庁 2:23:40

76 651 足立 陽一 アダチ ヨウイチ 福岡県 2:23:45

77 701 小田 亮一 オダ リョウイチ 福岡県 2:23:46

78 717 田中 純一 タナカ ジュンイチ 福岡県 2:24:08

79 686 安井 和寛 ヤスイ カズヒロ 福岡県 2:25:44

80 637 劔 卓夫 ツルギ タクオ 福岡県 2:26:39

81 698 高尾 勝也 タカオ カツヤ 長崎県 諫早ＪＣ 2:27:34

82 672 井上 智久 イノウエ トモヒサ 福岡県 ＷＩＮＤＲＵＮ 2:27:43

83 702 橋本 浩一 ハシモト コウイチ 福岡県 ノーゲイト 2:27:50

84 703 橋場 慎 ハシバ シン 福岡県 2:28:01

85 713 林 敏彦 ハヤシ トシヒコ 長崎県 2:28:07

86 575 坪内 伸治 ツボウチ シンジ 広島県 2:28:12

87 728 徳永 俊昭 トクナガ トシアキ 福岡県 2:28:20

88 688 甲斐 雄介 カイ ユウスケ 福岡県 2:28:31

89 749 船戸 正二 フナト ショウジ 山口県 2:28:51

90 571 原 修二 ハラ シュウジ 長崎県 楽観的 2:29:10

91 776 チョ・ソンデ チョ・ソンデ 2:29:18

92 675 林 大介 ハヤシ ダイスケ 福岡県 アステム 2:31:30

93 685 梶原 甲亮 カジワラ コウスケ 熊本県 2:31:41

94 650 規家 義文 キヤ ヨシフミ 福岡県 黒崎整形外科 2:33:15

95 735 平岡 大典 ヒラオカ ダイスケ 福岡県 2:33:29

96 768 加藤 学 カトウ マナブ 東京都 パタゴニア日本支社 2:33:55

97 552 梅本 丈二 ウメモト ジョウジ 福岡県 2:34:05

98 678 田中 清悟 タナカ セイゴ 福岡県 2:35:15

99 656 松角 宏一郎 マツカド コウイチロウ 福岡県 はまかぜ 2:35:23

100 696 進藤 康宏 シントウ ヤスヒロ 福岡県 2:35:27
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101 740 長松 浩三 ナガマツ コウゾウ 大分県 2:36:08

102 734 山口 剛 ヤマグチ ゴウ 福岡県 2:36:24

103 573 中田 宗徳 ナカタ ムネノリ 熊本県 ラブ＆ピース 2:37:30

104 594 松本 憲亮 マツモト ケンスケ 熊本県 キャロット 2:37:38

105 567 前島 孝憲 マエシマ タカノリ 長崎県 長崎大学病院 2:37:39

106 665 村田 康博 ムラタ ヤスヒロ 山口県 豊浦病院 2:38:00

107 729 後藤 涼 ゴトウ リョウ 大分県 2:38:21

108 730 矢野 祥平 ヤノ ショウヘイ 大分県 2:38:21

109 574 渡辺 悟 ワタナベ サトル 福岡県 ペパボ 2:38:34

110 557 西山 哲次 ニシヤマ テツジ 福岡県 西風ＲＣ 2:38:44

111 750 木村 吉秀 キムラ ヨシヒデ 山口県 2:39:47

112 744 廣光 剛 ヒロミツ タケシ 福岡県 宗像 2:40:00

113 779 池田 岳史 2:40:59

114 747 村上 誠 ムラカミ マコト 福岡県 2:41:40

115 727 岩井 勝 イワイ マサル 広島県 コニーリオ 2:42:02

116 611 大角 竹史 オオスミ タケシ 山口県 2:42:26

117 593 矢野 耕治 ヤノ コウジ 熊本県 いけざわこども 2:42:34

118 699 山下 浩一 ヤマシタ コウイチ 熊本県 2:43:29

119 721 末吉 隆行 スエヨシ タカユキ 福岡県 2:43:48

120 601 後藤 綾孝 ゴトウ リョウタカ 岡山県 2:44:33

121 585 植田 良一 ウエダ リョウイチ 福岡県 2:44:56

122 726 井上 哲秀 イノウエ テツヒデ 福岡県 小倉高校 2:45:31

123 592 岩切 だいぜん イワキリ ダイゼン 広島県 広島愉快走部 2:46:12

124 771 小林 裕次 コバヤシ ユウジ 福岡県 2:46:25

125 716 蒲地 剛 カマチ ツヨシ 福岡県 2:47:55

126 597 小野 博文 オノ ヒロフミ 神奈川県 2:47:57

127 736 石橋 卓郎 イシバシ タクロウ 福岡県 2:48:01

128 691 松尾 祥悟 マツオ ショウゴ 福岡県 2:48:30

129 590 森光 浩 モリミツ ヒロシ 長崎県 長崎ＵＮＯ会 2:48:42

130 705 福田 慎 フクダ シン 福岡県 山九山部 2:50:21

131 708 山外 康彦 ヤマソト ヤスヒコ 長崎県 2:50:33

132 643 小谷 研一 コタニ ケンイチ 福岡県 2:51:01

133 581 加賀爪 清司 カガツメ キヨシ 福岡県 ＯＢＲＣ 2:51:07

134 682 染矢 利章 ソメヤ トシアキ 福岡県 2:51:14

135 739 柳田 善之 ヤナギダ ヨシユキ 福岡県 2:51:24

136 606 牟田 満 ムタ ミツル 福岡県 2:52:03

137 568 山本 史郎 ヤマモト シロウ 福岡県 2:52:10

138 743 福山 翔 フクヤマ ショウ 鹿児島県 2:52:11

139 683 西原 健吾 ニシハラ ケンゴ 長崎県 2:52:22

140 572 山下 久則 ヤマシタ ヒサノリ 愛知県 ミツカンＨＴＣ 2:52:58

141 551 二宮 万久 ニノミヤ カズヒサ 福岡県 北九州ＵＲＣ 2:54:31

142 649 徳光 幸生 トクミツ ユキオ 山口県 2:54:53

143 692 藤井 俊行 フジイ トシユキ 福岡県 2:55:13

144 640 大本 浩介 オオモト コウスケ 福岡県 2:55:33

145 758 山脇 康平 ヤマワキ コウヘイ 福岡県 2:55:56

146 666 黒田 敏樹 クロダ トシキ 福岡県 2:56:03

147 653 江藤 浩平 エトウ コウヘイ 福岡県 2:56:12

148 563 金沢 秀和 カナザワ ヒデカズ 長崎県 楽観的 2:56:55

149 562 内野 勇介 ウチノ ユウスケ 福岡県 ランザローテ 2:57:03

150 587 相撲 健史 スモウ タケシ 福岡県 2:57:20
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151 612 岡藤 隆広 オカフジ タカヒロ 山口県 2:58:13

152 722 大堂 研一 オオドウ ケンイチ 福岡県 2:59:02

153 652 山本 寛 ヤマモト ヒロシ 福岡県 オフィスやまも 2:59:19

154 658 杉 晋介 スギ シンスケ 福岡県 2:59:23

155 751 山根 武敏 ヤマネ タケトシ 山口県 3:01:09

156 761 平湯 丈寛 ヒラユ タケヒロ 福岡県 3:01:32

157 757 上野 翔大郎 ウエノ ショウタロウ 福岡県 3:01:57

158 561 都地 大介 ツジ ダイスケ 佐賀県 粒ゾロイ九州 3:02:53

159 600 堀内 信也 ホリウチ シンヤ 大分県 3:04:12

160 679 志波 太一 シワ タイチ 福岡県 3:04:57

161 742 赤星 晃 アカホシ アキラ 熊本県 3:06:44

162 560 柏樹 芳雄 カシワギ ヨシオ 東京都 3:06:51

163 632 藤本 大輔 フジモト ダイスケ 福岡県 3:07:25

164 687 檜室 勝彦 ヒムロ カツヒコ 山口県 ＧＥＮＫＩ 3:07:31

165 694 波多野 光治 ハタノ コウジ 福岡県 玄海トライ 3:07:42

166 630 木下 広海 キノシタ ヒロミ 福岡県 ＮＴＲＣ 3:09:10

167 580 島田 慶一 シマダ ケイイチ 福岡県 しまだ歯科 3:11:27

168 618 國武 慎司 クニタケ シンジ 福岡県 3:12:07

169 648 近藤 博 コンドウ ヒロシ 愛媛県 ＩＴＲ 3:12:10

170 619 矢野 真一郎 ヤノ シンイチロウ 福岡県 3:12:32

171 724 柴田 智 シバタ サトル 長崎県 3:13:34

172 635 池田 茂樹 イケダ シゲキ 福岡県 3:15:51

173 664 前田 徹 マエダ テツ 神奈川県 ＤＭ 3:16:14

174 700 佐藤 政樹 サトウ マサキ 熊本県 3:16:19

175 673 村上 健 ムラカミ タケシ 熊本県 ＷｉｎｄＲｕｎ 3:16:59

176 566 大久保 篤史 オオクボ アツシ 長崎県 長崎大学病院 3:17:46

177 774 飯野 浩 イイノ ヒロシ 福岡県 株式会社　新菱 3:18:21

178 773 豊島 宏一 トヨシマ ヒロカズ 福岡県 株式会社　新菱 3:18:22

179 660 猿渡 慎也 サルワタリ シンヤ 福岡県 3:18:33

180 661 阿部 正稔 アベ マサトシ 千葉県 3:19:18

181 767 小園 隆司 コゾノ タカシ 福岡県 玄海トライアスロンクラブ 3:20:45

182 681 河野 直行 カワノ ナオユキ 山口県 3:21:00

183 629 早田 義浩 ハヤタ ヨシヒロ 福岡県 ＮＴＲＣ 3:23:33

184 627 鐘江 隆典 カネガエ タカノリ 福岡県 ＮＴＲＣ 3:25:40

185 569 中野 恵造 ナカノ ケイゾウ 佐賀県 3:26:46

186 752 神野 裕剛 カンノ ヒロヨシ 福岡県 びっくり一番 3:28:33

187 755 安川 安川 ヤスカワ センパイ 福岡県 びっくり一番 3:28:33

188 753 木室 賢司 キムロ ケンジ 福岡県 びっくり一番 3:28:34

189 754 西田 洋平 ニシダ ヨウヘイ 福岡県 びっくり一番 3:28:34

190 659 今野 宗史 コンノ ソウシ 福岡県 3:29:23

191 616 山澤 宏樹 ヤマサワ ヒロキ 熊本県 ＷｉｎｄＲｕｎ 3:29:45

OVT 772 萩原 稔 ハギワラ ミノル 福岡県 3:30:41

OVT 707 篠崎 慎一 シノザキ シンイチ 福岡県 3:32:22

OVT 657 田中 太郎 タナカ タロウ 福岡県 ふぅ～でぃ～ず 3:32:58

OVT 636 竹内 伸介 タケウチ シンスケ 鹿児島県 自分大好きっず 3:33:30

OVT 760 原田 翔平 ハラダ ショウヘイ 福岡県 日本ケミカル 3:42:03

OVT 766 小出 浩樹 コイデ ヒロキ 福岡県 らんぽっぽ 3:42:58

OVT 677 三宅 俊文 ミヤケ トシフミ 山口県 ラン＆ピース 3:44:27

OVT 690 田中 稔 タナカ ミノル 福岡県 福岡市消防局 3:48:15

OVT 778 三日市 博恒 3:48:15
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