
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

ハーフ男子 30代
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村

 2015/2/22

スタート： 10:00:00

会場: 「南郷茶屋」駐車場特設会場

主催: ロードレースin百済の里実行委員会

1時間12分29秒1 蒲生　功一4012 ｶﾓｳ ｺｳｲﾁ 美郷町

1時間20分47秒2 岡本　聡司4018 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 宮崎市

1時間21分51秒3 甲斐　啓人4040 ｶｲ ﾋﾛﾄ 美郷町

1時間23分54秒4 内村　修二4060 ｳﾁﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 宮崎市

1時間24分23秒5 山口　昭宣4037 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 宮崎市

1時間27分39秒6 松葉　大樹4027 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 西米良村

1時間32分01秒7 新保　裕仁4057 ｼﾝﾎﾟ ﾋﾛﾋﾄ 高鍋町

1時間34分31秒8 北村　義人4001 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾄ 諸塚村

1時間37分08秒9 梅田　剛4041 ｳﾒﾀﾞ ﾂﾖｼ 延岡市

1時間38分57秒10 渕上　真志4033 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏｻｼ 日向市

1時間39分45秒11 辰身　雄作4014 ﾀﾂﾐ ﾕｳｻｸ 宮崎市

1時間43分09秒12 黒木　寿4052 ｸﾛｷﾞ ﾔｽｼ 日向市

1時間43分32秒13 金丸　宏之4004 ｶﾈﾏﾙ ﾋﾛﾕｷ 福岡市

1時間44分36秒14 黒木　豪志4030 ｸﾛｷ ｺﾞｳｼ 美郷町

1時間46分34秒15 黒田　徳久4032 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ 日向市

1時間49分13秒16 重留　正行4003 ｼｹﾞﾄﾒ ﾏｻﾕｷ 日置市

1時間49分25秒17 神田　裕嗣4007 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 延岡市

1時間49分53秒18 岩本　高志4017 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ 北九州市

1時間50分50秒19 繁村　太輔4035 ｼｹﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 日向市

1時間51分19秒20 那須　良丞4039 ﾅｽ ﾖｼﾂｸﾞ 日向市

1時間52分20秒21 斉藤　真之介4031 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 延岡市

1時間54分41秒22 谷口　喜広4045 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 美郷町

1時間54分53秒23 芥川　充志4009 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ 延岡市

1時間54分58秒24 塚本　陽一4064 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 宮崎市

1時間55分14秒25 黒木　誠4028 ｸﾛｷﾞ ﾏｺﾄ 門川町

1時間55分56秒26 藤原　健一4061 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 日向市

1時間56分08秒27 鈴木　和博4029 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮崎市

1時間57分43秒28 鈴木　靖幸4053 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 日向市

1時間57分58秒29 那須　今朝臣4024 ﾅｽ ｹｻｵﾐ 日向市

1時間58分07秒30 安藤　貴宏4038 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 延岡市

2時間00分52秒31 松村　嘉朋4021 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾄﾓ 延岡市

2時間01分00秒32 石田　仁一4048 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 竹田市

2時間02分43秒33 黒木　義仁4002 ｸﾛｷﾞ ﾖｼﾋﾄ 日向市

2時間05分01秒34 米良　圭祐4020 ﾒﾗ ｹｲｽｹ 宮崎市

2時間06分42秒35 中村　育男4049 ﾅｶﾑﾗ ｲｸｵ 美郷町

2時間07分26秒36 柳田　和明4006 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ 延岡市

2時間07分46秒37 後田　剛史郎4015 ｳｼﾛﾀﾞ ｺﾞｳｼﾛｳ 宮崎市

2時間10分41秒38 永倉　陽一4022 ﾅｶﾞｸﾗ ﾖｳｲﾁ 宮崎市

2時間12分03秒39 園田　達也4050 ｿﾉﾀﾞ ﾀﾂﾔ 美郷町

2時間15分09秒40 長尾　眞悟4058 ﾅｶﾞｵ ｼﾝｺﾞ 美郷町

2時間15分54秒41 永田　勇作4011 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ 横浜市

2時間16分20秒42 甲斐　義人4016 ｶｲ ﾖｼﾄ 宮崎市

2時間18分12秒43 児玉　宗人4036 ｺﾀﾞﾏ ﾑﾈﾄ 美郷町

2時間18分12秒44 甲斐　祐介4054 ｶｲ ﾕｳｽｹ 美郷町

2時間18分36秒45 山藤　新一4059 ｻﾝﾄｳ ｼﾝｲﾁ 美郷町

2時間19分30秒46 渡邉　智明4025 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 福岡市

2時間20分30秒47 黒木　悠4043 ｸﾛｷﾞ ﾕｳ 椎葉村

2時間20分30秒48 中森　哲也4042 ﾅｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 美郷町

2時間20分30秒49 若田　勇正4044 ﾜｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ 美郷町

2時間20分31秒50 松田　俊介4046 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 美郷町

Athlete-Tag by CHOPPER 京滋



- 第18回ロードレース in 百済の里 -

ハーフ男子 30代
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村

 2015/2/22

スタート： 10:00:00

会場: 「南郷茶屋」駐車場特設会場

主催: ロードレースin百済の里実行委員会

2時間21分00秒51 宗　祐一郎4066 ｿｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮崎市

2時間22分11秒52 大森　聡4065 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ 宮崎市

2時間23分08秒53 那須　竜児4063 ﾅｽ ﾘｭｳｼﾞ 椎葉村

2時間23分20秒54 下田　哲也4062 ｼﾓﾀﾞ ﾃﾂﾔ 美郷町

2時間24分46秒55 黒木　博之4055 ｸﾛｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 美郷町

2時間28分57秒56 松浦　悟史4051 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 美郷町

2時間29分16秒57 矢野　孝典4023 ﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 西都市

2時間31分29秒58 渡部　裕嗣4034 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 日向市

2時間33分26秒59 吉野　真吾4019 ﾖｼﾉ ｼﾝｺﾞ 宮崎市
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