
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

ハーフ総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村

 2015/2/22

スタート： -

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09分17秒1 野上　策史3941 ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞｼ 延岡市

1時間10分03秒2 黒木　俊輔3928 ｸﾛｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 美郷町

1時間12分29秒3 蒲生　功一4012 ｶﾓｳ ｺｳｲﾁ 美郷町

1時間13分36秒4 鈴木　槙一郎3944 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 延岡市

1時間19分39秒5 興梠　聡志3917 ｺｳﾛｷ ｻﾄｼ 宮崎市

1時間20分47秒6 岡本　聡司4018 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 宮崎市

1時間21分23秒7 黒木　雄太3942 ｸﾛｷﾞ ﾕｳﾀ 美郷町

1時間21分51秒8 甲斐　啓人4040 ｶｲ ﾋﾛﾄ 美郷町

1時間22分44秒9 矢野　康行4208 ﾔﾉ ﾔｽﾕｷ 宮崎市

1時間23分54秒10 内村　修二4060 ｳﾁﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 宮崎市

1時間24分23秒11 山口　昭宣4037 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 宮崎市

1時間26分23秒12 神戸　誠道3912 ｶﾝﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 宮崎市

1時間26分24秒13 若松　俊信4106 ﾜｶﾏﾂ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮崎市

1時間26分53秒14 土工　裕一郎4115 ﾄﾞｺｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 都農町

1時間27分17秒15 小松　敏規4234 ｺﾏﾂ ﾄｼﾉﾘ 美郷町

1時間27分39秒16 松葉　大樹4027 ﾏﾂﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 西米良村

1時間28分03秒17 坂田　雄一郎3908 ｻｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 美里町

1時間28分31秒18 大石　良平3907 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 鹿児島市

1時間28分35秒19 岩﨑　義明4146 ｲﾜｻｷ ﾖｼｱｷ 延岡市

1時間29分00秒20 西田　伸哉4142 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 美郷町

1時間29分06秒21 鬼塚　重敏4241 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｹﾞﾄｼ 延岡市

1時間29分47秒22 富田　実夫4232 ﾄﾐﾀ ｼﾞﾂｵ 門川町

1時間30分01秒23 佐藤　敦士3934 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 西都市

1時間30分02秒24 蛭間　崇元3902 ﾋﾙﾏ ﾀｶﾊﾙ 日向市

1時間32分01秒25 新保　裕仁4057 ｼﾝﾎﾟ ﾋﾛﾋﾄ 高鍋町

1時間32分57秒26 東　基生3931 ﾋｶﾞｼ ﾓﾄｵ 筑紫野市

1時間33分02秒27 中原　律子4702 ﾅｶﾊﾗ ﾘﾂｺ 門川町

1時間33分33秒28 中里　佳寛3901 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾋﾛ 宮崎市

1時間34分31秒29 北村　義人4001 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾄ 諸塚村

1時間34分50秒30 見越　誠4147 ﾐｺｼ ﾏｺﾄ 小林市

1時間35分20秒31 浮島　英幹4325 ｳｷｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 延岡市

1時間36分02秒32 岩本　英紀4124 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 宮崎市

1時間36分39秒33 松山　孝二4129 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｼﾞ 宮崎市

1時間36分41秒34 佐保　彰彦4130 ｻﾎ ｱｷﾋｺ 日之影町

1時間37分01秒35 中前　三四郎4229 ﾅｶﾏｴ ｻﾝｼﾛｳ 日向市

1時間37分08秒36 梅田　剛4041 ｳﾒﾀﾞ ﾂﾖｼ 延岡市

1時間37分18秒37 金丸　真智子4706 ｶﾈﾏﾙ ﾏﾁｺ 門川町

1時間37分58秒38 瀬戸川　雄一4209 ｾﾄｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 宮崎市

1時間38分23秒39 鈴木　浩3918 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 日向市

1時間38分28秒40 若月　秀朗4109 ﾜｶﾂｷ ﾋﾃﾞｱｷ 都城市

1時間38分49秒41 安藤　和行4313 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 門川町

1時間38分57秒42 渕上　真志4033 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏｻｼ 日向市

1時間39分00秒43 小森　隆行4113 ｺﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 宮崎市

1時間39分45秒44 辰身　雄作4014 ﾀﾂﾐ ﾕｳｻｸ 宮崎市

1時間39分53秒45 押川　満朗4210 ｵｼｶﾜ ﾐﾂﾛｳ 川南町

1時間39分57秒46 中村　義明3910 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ 日向市

1時間40分00秒47 村上　洋二4308 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｼﾞ 宮崎市

1時間40分05秒48 須田　将太3933 ｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 延岡市

1時間40分28秒49 橋本　至弘4242 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 門川町

1時間40分46秒50 南　洋一4311 ﾐﾅﾐ ﾖｳｲﾁ 宮崎市
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1時間42分09秒51 後藤　徹司4245 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂｼ 宮崎市

1時間42分09秒52 原田　勝典4231 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 湯前町

1時間42分26秒53 黒田　大晟3945 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｾｲ 美郷町

1時間42分43秒54 佐藤　一輝4119 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾃﾙ 延岡市

1時間42分51秒55 鬼塚　康晴3914 ｵﾆﾂｶ ﾔｽﾊﾙ 宮崎市

1時間42分57秒56 金橋　寛3913 ｶﾅﾊｼ ﾋﾛ 新富町

1時間43分09秒57 黒木　寿4052 ｸﾛｷﾞ ﾔｽｼ 日向市

1時間43分32秒58 金丸　宏之4004 ｶﾈﾏﾙ ﾋﾛﾕｷ 福岡市

1時間43分38秒59 岡村　英輔4407 ｵｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 柏市

1時間43分49秒60 川越　博4238 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛｼ 日向市

1時間44分36秒61 黒木　豪志4030 ｸﾛｷ ｺﾞｳｼ 美郷町

1時間44分57秒62 大山　久美4607 ｵｵﾔﾏ ｸﾐ 宮崎市

1時間45分05秒63 大谷　公雄4333 ｵｵﾀﾆ ｷﾐｵ 延岡市

1時間46分16秒64 吉田　和彦4144 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 宮崎市

1時間46分27秒65 三浦　亜紀4602 ﾐｳﾗ ｱｷ 延岡市

1時間46分34秒66 黒田　徳久4032 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ 日向市

1時間46分54秒67 小田　栄一4127 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁ 日向市

1時間47分34秒68 甲斐　元4315 ｶｲ ﾊｼﾞﾒ 延岡市

1時間47分40秒69 山中　京美4806 ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳﾐ 椎葉村

1時間47分41秒70 久間　靖幸4218 ｸﾏ ﾔｽﾕｷ 椎葉村

1時間47分45秒71 井上　庄一4202 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｲﾁ 大分市

1時間47分47秒72 松下　文治4132 ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾊﾙ 美郷町

1時間48分11秒73 上村　将朗3940 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻｱｷ 高鍋町

1時間48分18秒74 田原　幸浩4125 ﾀﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 宮崎市

1時間48分49秒75 若松　英雄4327 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾃﾞｵ 宮崎市

1時間48分59秒76 林　孝行4206 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 高鍋町

1時間49分13秒77 重留　正行4003 ｼｹﾞﾄﾒ ﾏｻﾕｷ 日置市

1時間49分15秒78 齋藤　正健4404 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｹ 国富町

1時間49分25秒79 神田　裕嗣4007 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 延岡市

1時間49分53秒80 岩本　高志4017 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ 北九州市

1時間50分24秒81 森﨑　正範3937 ﾓﾘｻｷ ﾏｻﾉﾘ 高鍋町

1時間50分39秒82 須﨑　孝一4224 ｽｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 宮崎市

1時間50分46秒83 長友　翔平3938 ﾅｶﾞﾄﾓ ｼｮｳﾍｲ 新富町

1時間50分50秒84 繁村　太輔4035 ｼｹﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 日向市

1時間51分03秒85 鬼塚　寿4244 ｵﾆﾂｶ ﾋｻｼ 宮崎市

1時間51分14秒86 森本　真哉4126 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ 延岡市

1時間51分19秒87 那須　良丞4039 ﾅｽ ﾖｼﾂｸﾞ 日向市

1時間51分48秒88 秋岡　亨4215 ｱｷｵｶ ﾄｵﾙ 延岡市

1時間51分58秒89 川原　優一4214 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 日向市

1時間52分14秒90 小原　拓也3939 ｺﾊﾗ ﾀｸﾔ 高鍋町

1時間52分20秒91 斉藤　真之介4031 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 延岡市

1時間52分22秒92 小山　幸枝4804 ｺﾔﾏ ﾕｷｴ 高鍋町

1時間52分23秒93 竹内　一久4237 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 宮崎市

1時間52分32秒94 半渡　智康3915 ﾊﾝﾄﾞ ﾄﾓﾔｽ 木城町

1時間52分39秒95 黒木　克彦4247 ｸﾛｷﾞ ｶﾂﾋｺ 日向市

1時間53分12秒96 金丸　光治4222 ｶﾈﾏﾙ ｺｳｼﾞ 門川町

1時間53分19秒97 平川　聡4216 ﾋﾗｶﾜ ｻﾄｼ 川南町

1時間53分42秒98 長友　正文4223 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾌﾐ 延岡市

1時間53分57秒99 新保　裕希3909 ﾆｲﾎﾞ ﾋﾛｷ 宮崎市

1時間54分08秒100 塩塚　慶次郎3904 ｼｵﾂｶ ｹｲｼﾞﾛｳ 門川町
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1時間54分14秒101 福永　博4136 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 宮崎市

1時間54分18秒102 原田　昌美4809 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾐ 湯前町

1時間54分41秒103 谷口　喜広4045 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 美郷町

1時間54分53秒104 芥川　充志4009 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ 延岡市

1時間54分58秒105 塚本　陽一4064 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 宮崎市

1時間55分08秒106 元　修4406 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ 宮崎市

1時間55分12秒107 比江島　信也4135 ﾋｴｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 新富町

1時間55分12秒108 緒方　光二4117 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 宮崎市

1時間55分14秒109 黒木　誠4028 ｸﾛｷﾞ ﾏｺﾄ 門川町

1時間55分32秒110 外西　憲章4304 ﾎｶﾆｼ ｹﾝｼｮｳ 伊佐市

1時間55分56秒111 藤原　健一4061 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 日向市

1時間56分01秒112 三浦　昌行4332 ﾐｳﾗ ﾏｻﾕｷ 延岡市

1時間56分08秒113 鈴木　和博4029 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮崎市

1時間56分20秒114 梶原　重春4307 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾊﾙ 日南市

1時間56分31秒115 椎村　利彦4118 ｼｲﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 延岡市

1時間56分56秒116 松田　奈緒子4605 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 日向市

1時間57分00秒117 黒木　朝夫4227 ｸﾛｷﾞ ｱｻｵ 日向市

1時間57分16秒118 蓬原　康雄4228 ﾌﾂﾊﾗ ﾔｽｵ 宮崎市

1時間57分28秒119 福本　賢司4110 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 延岡市

1時間57分31秒120 小川　泉4328 ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 小林市

1時間57分43秒121 鈴木　靖幸4053 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 日向市

1時間57分52秒122 千田　愛子4810 ｾﾝﾀﾞ ｱｲｺ 高鍋町

1時間57分58秒123 那須　今朝臣4024 ﾅｽ ｹｻｵﾐ 日向市

1時間58分03秒124 歌津　説雄4220 ｳﾀﾂﾞ ｾﾂｵ 日向市

1時間58分03秒125 蓬原　真澄4708 ﾌﾂﾊﾗ ﾏｽﾐ 宮崎市

1時間58分07秒126 安藤　貴宏4038 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 延岡市

1時間58分22秒127 谷口　安広4246 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 宮崎市

1時間58分39秒128 柳田　寿4145 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋｻｼ 延岡市

1時間58分59秒129 垂水　博明4138 ﾀﾙﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 延岡市

1時間59分14秒130 関谷　義美4323 ｾｷﾔ ﾖｼﾐ 西都市

1時間59分46秒131 中野　智裕4140 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 美郷町

1時間59分51秒132 鈴木　弘一4114 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 都城市

2時間00分12秒133 松木　翔吾3929 ﾏﾂｷ ｼｮｳｺﾞ 延岡市

2時間00分39秒134 松浦　明4128 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 宮崎市

2時間00分52秒135 松村　嘉朋4021 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾄﾓ 延岡市

2時間01分00秒136 石田　仁一4048 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 竹田市

2時間01分41秒137 植田　重佳4324 ｳｴﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 延岡市

2時間02分14秒138 鬼丸　貴樹4101 ｵﾆﾏﾙ ﾀｶｷ 日向市

2時間02分43秒139 黒木　義仁4002 ｸﾛｷﾞ ﾖｼﾋﾄ 日向市

2時間02分43秒140 村上　隆文4103 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾌﾐ 宮崎市

2時間03分56秒141 河野　美善4221 ｶﾜﾉ ﾐﾖｼ 都農町

2時間03分59秒142 阿久澤　明義4305 ｱｸｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ 伊勢崎市

2時間04分16秒143 赤木　祐詞4309 ｱｶｷﾞ ﾕｳｼﾞ 都農町

2時間04分48秒144 美原　巧4243 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾐ 宮崎市

2時間05分01秒145 米良　圭祐4020 ﾒﾗ ｹｲｽｹ 宮崎市

2時間05分13秒146 黒田　啓睦4213 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾑﾂ 延岡市

2時間05分19秒147 川原　和人4326 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 国富町

2時間05分37秒148 佐久間　隆一4111 ｻｸﾏ ﾘｭｳｲﾁ 延岡市

2時間06分17秒149 中田　直希3935 ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｷ 美郷町

2時間06分42秒150 中村　育男4049 ﾅｶﾑﾗ ｲｸｵ 美郷町
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2時間07分26秒151 柳田　和明4006 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ 延岡市

2時間07分27秒152 原　清華4709 ﾊﾗ ｷﾖｶ 日向市

2時間07分46秒153 後田　剛史郎4015 ｳｼﾛﾀﾞ ｺﾞｳｼﾛｳ 宮崎市

2時間07分51秒154 山﨑　祐子4803 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｺ 西都市

2時間08分37秒155 中嶋　美勇士3923 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳｼﾞ 美郷町

2時間08分37秒156 甲斐　遼介3924 ｶｲ ﾘｮｳｽｹ 美郷町

2時間08分37秒157 山本　康友3922 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ 門川町

2時間10分09秒158 大木　紳二4331 ｵｵｷ ｼﾝｼﾞ 宮崎市

2時間10分09秒159 金丸　修4314 ｶﾈﾏﾙ ｵｻﾑ 宮崎市

2時間10分10秒160 宮田　孝茂4320 ﾐﾔﾀ ﾀｶｼｹﾞ 日向市

2時間10分41秒161 永倉　陽一4022 ﾅｶﾞｸﾗ ﾖｳｲﾁ 宮崎市

2時間10分51秒162 内田　正宣4329 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 延岡市

2時間11分36秒163 日野　良太3911 ﾋﾉ ﾘｮｳﾀ 宮崎市

2時間12分03秒164 園田　達也4050 ｿﾉﾀﾞ ﾀﾂﾔ 美郷町

2時間12分14秒165 甲斐　正文4205 ｶｲ ﾏｻﾌﾐ 宮崎市

2時間12分22秒166 繁村　和4505 ｼｹﾞﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 日向市

2時間12分34秒167 塩塚　博孝4102 ｼｵﾂｶ ﾋﾛﾀｶ 門川町

2時間12分39秒168 古川　三鶴亀4403 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾂﾙｷ 椎葉村

2時間12分46秒169 増本　稲子4902 ﾏｽﾓﾄ ｲﾅｺ 日向市

2時間13分19秒170 内田　倫男4401 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾁｵ 西都市

2時間13分59秒171 鈴木　崇大3936 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 高鍋町

2時間13分59秒172 上村　修司3921 ｶﾐﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 日向市

2時間14分29秒173 西　満紀4601 ﾆｼ ﾐｷ 三股町

2時間14分56秒174 小野　進子4606 ｵﾉ ｼﾝｺ 日向市

2時間14分56秒175 小林　美代4707 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾖ 日向市

2時間14分59秒176 吉田　岳4112 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 延岡市

2時間14分59秒177 若杉　陽子4811 ﾜｶｽｷﾞ ﾖｳｺ 美郷町

2時間14分59秒178 甲斐　博子4812 ｶｲ ﾋﾛｺ 美郷町

2時間15分09秒179 長尾　眞悟4058 ﾅｶﾞｵ ｼﾝｺﾞ 美郷町

2時間15分32秒180 後閑　孔大3930 ｺﾞｶﾝ ｺｳﾀ 宮崎市

2時間15分54秒181 永田　勇作4011 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ 横浜市

2時間15分58秒182 南　京子4901 ﾐﾅﾐ ｷｮｳｺ 宮崎市

2時間16分20秒183 甲斐　義人4016 ｶｲ ﾖｼﾄ 宮崎市

2時間17分45秒184 小松崎　陽子4608 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｺ 大分市

2時間17分50秒185 平谷　彰一3906 ﾋﾗﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 大阪市

2時間18分12秒186 菊池　秀樹4120 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ 美郷町

2時間18分12秒187 児玉　宗人4036 ｺﾀﾞﾏ ﾑﾈﾄ 美郷町

2時間18分12秒188 甲斐　祐介4054 ｶｲ ﾕｳｽｹ 美郷町

2時間18分29秒189 川添　清香4603 ｶﾜｿｴ ｷﾖｶ 宮崎市

2時間18分36秒190 山藤　新一4059 ｻﾝﾄｳ ｼﾝｲﾁ 美郷町

2時間18分57秒191 都原　武文4131 ﾄﾊﾗ ﾀｹﾌﾐ 宮崎市

2時間19分30秒192 渡邉　智明4025 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 福岡市

2時間19分59秒193 酒匂　英子4805 ｻｺｳ ｴｲｺ 高鍋町

2時間20分30秒194 黒木　悠4043 ｸﾛｷﾞ ﾕｳ 椎葉村

2時間20分30秒195 中森　哲也4042 ﾅｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 美郷町

2時間20分30秒196 若田　勇正4044 ﾜｶﾀﾞ ﾕｳｾｲ 美郷町

2時間20分31秒197 松田　俊介4046 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 美郷町

2時間21分00秒198 宗　祐一郎4066 ｿｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮崎市

2時間21分11秒199 谷口　善昭4409 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 宮崎市

2時間21分23秒200 貴嶋　直実4704 ｷｼﾞﾏ ﾅｵﾐ 宮崎市

Athlete-Tag by CHOPPER 京滋



- 第18回ロードレース in 百済の里 -

ハーフ総合
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村

 2015/2/22

スタート： -

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22分11秒201 大森　聡4065 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ 宮崎市

2時間23分08秒202 那須　竜児4063 ﾅｽ ﾘｭｳｼﾞ 椎葉村

2時間23分20秒203 下田　哲也4062 ｼﾓﾀﾞ ﾃﾂﾔ 美郷町

2時間23分26秒204 河野　俊嗣4248 ｺｳﾉ ｼｭﾝｼﾞ 宮崎市

2時間23分54秒205 黒木　直治4318 ｸﾛｷﾞ ﾅｵﾊﾙ 都農町

2時間24分25秒206 日髙　賢二4330 ﾋﾀﾞｶ ｹﾝｼﾞ 宮崎市

2時間24分29秒207 加治木　逸郎4316 ｶｼﾞｷ ｲﾂﾛｳ 鹿児島市

2時間24分38秒208 森　万里子4703 ﾓﾘ ﾏﾘｺ 宮崎市

2時間24分46秒209 黒木　博之4055 ｸﾛｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 美郷町

2時間25分25秒210 中山　智弘3903 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 高崎市

2時間25分26秒211 岩下　直樹3905 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ 昭和町

2時間25分26秒212 渋谷　祥子4501 ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳｺ 音更町

2時間26分32秒213 日髙　淳3947 ﾋﾀﾞｶ ｼﾞｭﾝ 宮崎市

2時間26分32秒214 前川　雄一郎3949 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮崎市

2時間26分32秒215 吉田　智美4507 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ 宮崎市

2時間26分41秒216 杉原　幸子4801 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 大分市

2時間27分17秒217 中島　輝良4408 ﾅｶｼﾏ ﾃﾙﾖｼ 宗像市

2時間28分00秒218 樋口　博之4116 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 延岡市

2時間28分02秒219 川野　一郎4235 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 美郷町

2時間28分31秒220 岩切　美奈子4814 ｲﾜｷﾘ ﾐﾅｺ 高鍋町

2時間28分57秒221 松浦　悟史4051 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 美郷町

2時間29分11秒222 藤元　敏邦4239 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼｸﾆ 宮崎市

2時間29分16秒223 矢野　孝典4023 ﾔﾉ ﾀｶﾉﾘ 西都市

2時間29分33秒224 鬼塚　真生4504 ｵﾆﾂｶ ﾏｲ 宮崎市

2時間31分29秒225 渡部　裕嗣4034 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 日向市

2時間31分29秒226 内村　睦3950 ｳﾁﾑﾗ ｱﾂｼ

2時間31分29秒227 有馬　寛利3932 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾄｼ 日向市

2時間33分11秒228 松葉　兼子4610 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾈｺ 日向市

2時間33分25秒229 高橋　美香4503 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ 宮崎市

2時間33分26秒230 吉野　真吾4019 ﾖｼﾉ ｼﾝｺﾞ 宮崎市

2時間34分24秒231 津川　惇夫4410 ﾂｶﾞﾜ ｱﾂｵ 広島市

2時間36分59秒232 畑田　鈴代4815 ﾊﾀﾀﾞ ｽｽﾞﾖ 延岡市

2時間36分59秒233 畑田　稔4240 ﾊﾀﾀﾞ ﾐﾉﾙ 延岡市

2時間43分32秒234 河野　道久4322 ｶﾜﾉ ﾐﾁﾋｻ 宮崎市

2時間44分20秒235 田山地　ひとみ4808 ﾀﾔﾏﾁﾞ ﾋﾄﾐ 宮崎市

2時間46分52秒236 平谷　里紗4502 ﾋﾗﾀﾆ ﾘｻ 大阪市

2時間47分57秒237 小宮　哲雄4303 ｺﾐﾔ ﾃﾂｵ 流山市

2時間50分21秒238 永山　克彦4134 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 日向市

2時間56分59秒239 佐々木　優子4807 ｻｻｷ ﾕｳｺ 延岡市
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