
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

5km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

17分34秒1 山田　一誠2803 ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｾｲ 美郷町

17分36秒2 峯本　清文2907 ﾐﾈﾓﾄ ｷﾖﾌﾐ 宮崎市

17分39秒3 日髙　雅文2810 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾌﾐ 日向市

18分54秒4 佐藤　浩晃2808 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 延岡市

19分07秒5 福永　宏一2911 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 延岡市

19分12秒6 三股　隼人2811 ﾐﾏﾀ ﾊﾔﾄ 美郷町

19分25秒7 長友　正和2813 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻｶｽﾞ 延岡市

19分32秒8 蓮尾　宏一2806 ﾊｽｵ ｺｳｲﾁ 延岡市

19分33秒9 興梠　睦生3120 ｺｳﾛｷﾞ ﾑﾂｵ 西都市

19分37秒10 丸野　知巳2906 ﾏﾙﾉ ﾄﾓﾐ 宮崎市

19分45秒11 田代　雄大2709 ﾀｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 宮崎市

19分48秒12 柳田　忠春2905 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀﾀﾞﾊﾙ 延岡市

20分23秒13 黒木　政秀3013 ｸﾛｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 川南町

20分27秒14 小島　和久3020 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ 宮崎市

20分51秒15 菊池　悟2904 ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 美郷町

21分17秒16 橋口　孝幸2805 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 美郷町

21分31秒17 新藤　健司2705 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 川南町

21分34秒18 黒木　今朝保3003 ｸﾛｷﾞ ｹｻﾔｽ 西米良村

21分37秒19 大野　宏海2703 ｵｵﾉ ﾋﾛﾐ 美郷町

21分39秒20 白坂　浩一2802 ｼﾗｻｶ ｺｳｲﾁ 宮崎市

21分55秒21 山田　慎也2704 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 門川町

22分12秒22 坂梨　清信3111 ｻｶﾅｼ ｷﾖﾉﾌﾞ 都城市

22分23秒23 吉村　里都3319 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾂ 延岡市

22分24秒24 髙見　孝行3119 ﾀｶﾐ ﾀｶﾕｷ 川南町

22分39秒25 髙牟礼　義行3205 ﾀｶﾑﾚ ﾖｼﾕｷ 延岡市

22分56秒26 下牟田　典和3103 ｼﾓﾑﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 宮崎市

22分58秒27 児玉　まち子3607 ｺﾀﾞﾏ ﾏﾁｺ 日向市

23分17秒28 奈須　択真2706 ﾅｽ ﾀｸﾏ 日向市

23分20秒29 浅田　真理絵3412 ｱｻﾀﾞ ﾏﾘｴ 宮崎市

23分46秒30 川口　竜也2816 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 美郷町

23分49秒31 甲斐　清文3021 ｶｲ ｷﾖﾌﾐ 美郷町

23分55秒32 内山　雅仁2903 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 日向市

23分57秒33 河野　研二3115 ｶﾜﾉ ｹﾝｼﾞ 都農町

24分03秒34 森　ハツ子3703 ﾓﾘ ﾊﾂｺ 宮崎市

24分05秒35 奥野　雄大2801 ｵｸﾉ ﾀｹﾄﾓ 日南市

24分06秒36 那須　春喜3109 ﾅｽ ﾊﾙｷ 日向市

24分12秒37 黒木　健司3015 ｸﾛｷ ｹﾝｼﾞ 宮崎市

24分29秒38 金丸　和史2804 ｶﾈﾏﾙ ｶｽﾞﾌﾐ 川南町

24分35秒39 木村　眞一3105 ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 門川町

24分38秒40 徳永　勝義3209 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾖｼ 佐伯市

24分45秒41 麻田　孝一3108 ｱｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ 日向市

24分48秒42 黒木　明美3404 ｸﾛｷ ｱｹﾐ 川南町

24分53秒43 永友　逸子3704 ﾅｶﾞﾄﾓ ｲﾂｺ 川南町

24分57秒44 酒井　伯文3025 ｻｶｲ ﾉﾘﾌﾐ 宮崎市

25分01秒45 黒木　峰文3007 ｸﾛｷﾞ ﾐﾈﾌﾐ 美郷町

25分19秒46 新玉　謙一3106 ｼﾝﾀﾏ ｹﾝｲﾁ 美郷町

25分20秒47 池田　昭紘2908 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 美郷町

25分24秒48 請関　誠2809 ｳｹｾﾞｷ ﾏｺﾄ 宮崎市

25分25秒49 北村　優治2823 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 福岡市

25分28秒50 山崎　朱美3402 ﾔﾏｻｷ ｱｹﾐ 門川町
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25分31秒51 土工　広行3112 ﾄﾞｺｳ ﾋﾛﾕｷ 都農町

25分32秒52 甲斐　希巳江3403 ｶｲ ｷﾐｴ 延岡市

25分41秒53 吉村　美香3507 ﾖｼﾑﾗ ﾐｶ 延岡市

25分47秒54 山下　諭3017 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 美郷町

25分55秒55 山下　友満3023 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐﾂ 美郷町

25分57秒56 瀬戸口　和美3113 ｾﾄｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 宮崎市

26分03秒57 新藤　昭男3016 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ 川南町

26分07秒58 福永　八千代3610 ﾌｸﾅｶﾞ ﾔﾁﾖ 日向市

26分09秒59 中村　正樹2912 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 川南町

26分10秒60 田島　昌浩3024 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 延岡市

26分11秒61 林田　貴美生3022 ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐｵ 美郷町

26分30秒62 小田　勉3202 ｵﾀﾞ ﾂﾄﾑ 都農町

26分38秒63 新保　三千代3601 ﾆｲﾎﾞ ﾐﾁﾖ 都城市

26分46秒64 甲斐　麻里子3309 ｶｲ ﾏﾘｺ 宮崎市

26分48秒65 長渡　弘美3606 ﾅｶﾞﾄ ﾋﾛﾐ 延岡市

27分20秒66 千田　洋一郎3019 ｾﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高鍋町

27分25秒67 河田　美奈子3313 ｶﾜﾀ ﾐﾅｺ 福岡市

27分25秒68 井牟田　航生2821 ｲﾑﾀ ｺｳｾｲ 大宰府市

27分29秒69 谷口　清己3102 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 日向市

27分30秒70 安藤　章子3702 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ 門川町

27分31秒71 奈須　富治3107 ﾅｽ ﾄﾐﾊﾙ 日向市

27分39秒72 大野　麻紀3505 ｵｵﾉ ﾏｷ 美郷町

27分48秒73 河野　泰廣3208 ｶﾜﾉ ﾔｽﾋﾛ 日向市

28分00秒74 黒木　翔太2702 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳﾀ 日向市

28分01秒75 今村　陽一2807 ｲﾏﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 宮崎市

28分12秒76 谷山　直史2701 ﾀﾆﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 日向市

28分12秒77 村田　じゅん3306 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 美郷町

28分13秒78 稲盛　之大2818 ｲﾅﾓﾘ ｸﾆｵ 宮崎市

28分25秒79 関屋　紀久男3203 ｾｷﾔ ｷｸｵ 宮崎市

28分38秒80 渕脇　雅彦3028 ﾌﾁﾜｷ ﾏｻﾋｺ 美郷町

28分38秒81 谷口　祐子3401 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｺ 日向市

28分46秒82 香川　亮2826 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 宮崎市

28分51秒83 田島　正嗣3006 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾂｸﾞ 宮崎市

28分55秒84 中村　喜一3114 ﾅｶﾑﾗ ｷｲﾁ 美郷町

28分55秒85 後藤　薫子3304 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾙｺ 文京区

28分56秒86 船ヶ山　博章2901 ﾌﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 高鍋町

28分59秒87 鈴木　優二郎2707 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ 高鍋町

29分01秒88 平坂　優華3308 ﾋﾗｻｶ ﾕｳｶ 日向市

29分02秒89 坂口　春奈3311 ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 高鍋町

29分03秒90 黒木　光浩3009 ｸﾛｷ ﾐﾂﾋﾛ 美郷町

29分04秒91 村田　稔3118 ﾑﾗﾀ ﾐﾉﾙ 延岡市

29分18秒92 久木　千恵3318 ﾋｻｷ ﾁｴ 宮崎市

29分40秒93 福山　良子3503 ﾌｸﾔﾏ ﾖｼｺ 宮崎市

29分54秒94 黒木　洋子3609 ｸﾛｷﾞ ﾖｳｺ 美郷町

29分59秒95 久保　裕幸2708 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ 春日市

30分07秒96 田爪　聖啓2819 ﾀﾂﾞﾒ ﾏｻﾋﾛ 美郷町

30分09秒97 新保　那津美3301 ﾆｲﾎﾞ ﾅﾂﾐ 都城市

30分09秒98 新保　実奈美3302 ﾆｲﾎﾞ ﾐﾅﾐ 都城市

30分12秒99 甲斐　利征2814 ｶｲ ﾄｼﾕｷ 延岡市

30分24秒100 前田　一樹2812 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 美郷町
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30分25秒101 石井　彰2815 ｲｼｲ ｱｷﾗ 美郷町

30分30秒102 LEE　YUNJU3317 ｲ ﾕﾝｼﾞｭ 宮崎市

30分35秒103 下田　幸雄3117 ｼﾓﾀﾞ ﾕｷｵ 美郷町

30分40秒104 池田　昌乃3405 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉ 美郷町

30分46秒105 黒木　美紀3501 ｸﾛｷ ﾐｷ 西都市

30分48秒106 今田　和子3802 ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞｺ 日向市

31分02秒107 長友　雅子3605 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻｺ 延岡市

31分05秒108 濱砂　浩士3004 ﾊﾏｽﾅ ﾋﾛｼ 椎葉村

31分09秒109 寺田　志織3312 ﾃﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 西都市

31分41秒110 川崎　比呂志2902 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 延岡市

31分42秒111 中野　みどり3407 ﾅｶﾉ ﾐﾄﾞﾘ 延岡市

31分50秒112 今村　円佳3303 ｲﾏﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 日向市

31分50秒113 西　俊一3116 ﾆｼ ｼｭﾝｲﾁ 日向市

32分02秒114 永友　格郎3201 ﾅｶﾞﾄﾓ ｶｸﾛｳ 門川町

32分06秒115 黒木　嘉信3206 ｸﾛｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 日向市

32分07秒116 黒木　喜美子3803 ｸﾛｷ ｷﾐｺ 日向市

32分19秒117 水口　賀子3410 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 春日市

32分27秒118 松崎　愛美3316 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾅﾐ 日向市

32分27秒119 児玉　朋恵3315 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｴ 日向市

32分28秒120 梶原　美恵3701 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼｴ 日南市

32分28秒121 竹口　幸一2820 ﾀｹｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 美郷町

33分04秒122 菊池　久美3504 ｷｸﾁ ｸﾐ 美郷町

33分07秒123 竹口　史枝3409 ﾀｹｸﾞﾁ ﾌﾐｴ 美郷町

33分08秒124 梅田　祐助2817 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 美郷町

33分40秒125 金丸　文幸3207 ｶﾈﾏﾙ ﾌﾐﾕｷ 宮崎市

34分04秒126 松井　彩記3307 ﾏﾂｲ ｻｷ 日向市

34分04秒127 山本　幸3305 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁ 美郷町

34分06秒128 中村　昭弘3014 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 美郷町

34分40秒129 奈須　望恵3310 ﾅｽ ﾐｴ 日向市

34分53秒130 北口　裕美3411 ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 福岡市

35分21秒131 畝原　裕子3406 ｳﾈﾊﾗ ﾕｳｺ 日向市

35分24秒132 香月　陽子3314 ｶﾂｷ ﾖｳｺ 宮崎市

35分24秒133 石本　竜一2824 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 宮崎市

35分24秒134 泥谷　昌尚2825 ﾋｼﾞﾔ ﾏｻﾅｵ 宮崎市

35分38秒135 伊藤　紀子3604 ｲﾄｳ ﾉﾘｺ 延岡市

36分33秒136 川口　幸子3705 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷｺ 日向市

37分21秒137 畠中　雄一2822 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 福岡市

37分21秒138 八尋　美智子3511 ﾔﾋﾛ ﾐﾁｺ 福津市

39分09秒139 内山田　光子3509 ｳﾁﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｺ 門川町

39分11秒140 甲斐　千晶3408 ｶｲ ﾁｱｷ 日向市

40分52秒141 田中　安子3801 ﾀﾅｶ ﾔｽｺ 日向市

42分14秒142 伊藤　勝3026 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 宮崎市
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