
- 第18回ロードレース in 百済の里 -

3km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

9分42秒1 柏田　史人1501 ｶｼﾜﾀﾞ ﾌﾐﾄ 延岡市

9分49秒2 大野　海斗1345 ｵｵﾉ ｶｲﾄ 美郷町

9分52秒3 坂口　健太郎1344 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 美郷町

10分06秒4 大野　海那人1321 ｵｵﾉ ﾐﾅﾄ 美郷町

10分12秒5 亀田　竜平1343 ｶﾒﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 美郷町

10分20秒6 河内　大也1301 ｶﾜﾁ ﾀﾞｲﾔ 延岡市

10分29秒7 田村　健太1346 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 美郷町

10分30秒8 橋本　将憲1303 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 日之影町

10分42秒9 内村　要介1702 ｳﾁﾑﾗ ﾖｳｽｹ 福岡市

10分44秒10 中村　義市1710 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｲﾁ 椎葉村

10分45秒11 鈴木　隆市1310 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 日向市

11分03秒12 中束　龍星1328 ﾅｶﾂｶ ﾘｭｳｾｲ 美郷町

11分12秒13 白石　光男1801 ｼﾗｲｼ ﾐﾂｵ 霧島市

11分21秒14 木村　寿廉1324 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾚﾝ 美郷町

11分23秒15 粟田　利彩1401 ｱﾜﾀﾞ ﾘｻ 日向市

11分40秒16 川名　晃平1339 ｶﾜﾅ ｺｳﾍｲ 美郷町

11分40秒17 松岡　主真1309 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾏ 椎葉村

11分44秒18 甲田　伊直1808 ｺｳﾀﾞ ｲﾅﾐ 美郷町

11分45秒19 酒井　玲緒1305 ｻｶｲ ﾚｵ 高千穂町

12分01秒20 黒木　脩平1341 ｸﾛｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 美郷町

12分10秒21 村田　響1330 ﾑﾗﾀ ﾋﾋﾞｷ 美郷町

12分10秒22 中束　飛雄馬1317 ﾅｶﾂｶ ﾋｭｳﾏ 美郷町

12分11秒23 黒木　真1802 ｸﾛｷ ﾏｺﾄ 日向市

12分18秒24 平田　琢磨1502 ﾋﾗﾀ ﾀｸﾏ 美郷町

12分22秒25 小島　琢哉1705 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 日向市

12分42秒26 田中　翔1507 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 美郷町

12分44秒27 大村　倖生1311 ｵｵﾑﾗ ｺｳｾｲ 美郷町

12分45秒28 長野　伶哉1340 ﾅｶﾞﾉ ﾚｲﾔ 美郷町

12分48秒29 菊池　綾乃1421 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ 美郷町

12分53秒30 坂本　一貴1315 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 美郷町

12分55秒31 川口　龍二1307 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 門川町

13分14秒32 石井　直希1308 ｲｼｲ ﾅｵｷ 椎葉村

13分22秒33 中森　京介1329 ﾅｶﾓﾘ ｷｮｳｽｹ 美郷町

13分32秒34 中嶋　響士1302 ﾅｶｼﾏ ｷｮｳｼﾞ 美郷町

13分32秒35 長尾　武柳1337 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾙ 美郷町

13分33秒36 寺原　優斗1333 ﾃﾗﾊﾗ ﾕｳﾄ 美郷町

13分34秒37 黒田　祐作1331 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｻｸ 美郷町

13分46秒38 鍋島　央彦1704 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾋｻﾋｺ 宮崎市

13分53秒39 黒木　涼花1408 ｸﾛｷﾞ ｽｽﾞｶ 美郷町

13分54秒40 東　威武樹1319 ﾋｶﾞｼ ｲﾌﾞｷ 美郷町

14分02秒41 杉田　竜啓1332 ｽｷﾞﾀ ﾀﾂﾉﾘ 美郷町

14分03秒42 山下　湧友1306 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ 日向市

14分06秒43 赤坂　幸一1806 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ あさぎり町

14分13秒44 澤村　優斗1316 ｻﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 美郷町

14分13秒45 藤本　拓也1322 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 美郷町

14分14秒46 黒木　路生1312 ｸﾛｷﾞ ﾛｲ 美郷町

14分16秒47 尾畑　美香子2204 ｵﾊﾞﾀ ﾐｶｺ 美郷町

14分18秒48 橋口　靖1606 ﾊｼｸﾞﾁ ｵｻﾑ 美郷町

14分38秒49 東　大雅1320 ﾋｶﾞｼ ﾀｲｶﾞ 美郷町

14分38秒50 中田　龍佑1336 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 美郷町
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14分39秒51 中田　雄介1335 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 美郷町

14分40秒52 甲斐　涼1406 ｶｲ ｽｽﾞ 椎葉村

14分41秒53 田中　利幸2003 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 日向市

14分41秒54 中森　楓1318 ﾅｶﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 美郷町

14分41秒55 久間　愛華1407 ｸﾏ ﾖﾘｶ 椎葉村

14分49秒56 太田尾　富夫1904 ｵｵﾀｵ ﾄﾐｵ 延岡市

15分02秒57 佐藤　潤一1803 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 薩摩川内市

15分04秒58 岩田　進一1604 ｲﾜﾀ ｼﾝｲﾁ 美郷町

15分07秒59 中森　誠1711 ﾅｶﾓﾘ ﾏｺﾄ 美郷町

15分07秒60 戎浦　直幸1714 ｴﾋﾞｽｳﾗ ﾅｵﾕｷ 美郷町

15分11秒61 永友　清子2206 ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾖｺ 延岡市

15分23秒62 増田　優斗1508 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 宮崎市

15分25秒63 田村　美樹1417 ﾀﾑﾗ ﾐｷ 美郷町

15分27秒64 山口　威一郎1605 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｲﾁﾛｳ 美郷町

15分29秒65 小西　棟貴1314 ｺﾆｼ ﾄｳｷ 美郷町

15分33秒66 高橋　柊斗1327 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ 美郷町

15分39秒67 岩崎　葵1413 ｲﾜｻｷ ｱｵｲ 美郷町

15分40秒68 那須　優貴1503 ﾅｽ ﾕｳｷ 宮崎市

15分41秒69 鈴木　拓哉1504 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 宮崎市

15分42秒70 荒砂　俊之1706 ｱﾗｽﾅ ﾄｼﾕｷ 美郷町

15分43秒71 川添　時義2001 ｶﾜｿｴ ﾄｷﾖｼ 宮崎市

15分52秒72 川越　秀樹1608 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾃﾞｷ 美郷町

15分57秒73 椎葉　英樹1603 ｼｲﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 日向市

16分01秒74 河内　金義2004 ｶﾜﾁ ｷﾝﾖｼ 延岡市

16分05秒75 小田　洋介1612 ｵﾀﾞ ﾖｳｽｹ 美郷町

16分07秒76 松下　正宗1510 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾑﾈ 宮崎市

16分12秒77 宮田　寿一1901 ﾐﾔﾀ ｼﾞｭｲﾁ 宮崎市

16分17秒78 吉永　公1708 ﾖｼﾅｶﾞ ｲｻﾑ 美郷町

16分19秒79 黒木　章子2213 ｸﾛｷﾞ ｼｮｳｺ 美郷町

16分19秒80 加藤　美沙2105 ｶﾄｳ ﾐｻ 美郷町

16分24秒81 山本　浩司1716 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 美郷町

16分25秒82 甲斐　隆広1611 ｶｲ ﾀｶﾋﾛ 美郷町

16分32秒83 西園　修二1703 ﾆｼｿﾞﾉ ｼｭｳｼﾞ 都城市

16分37秒84 藤本　政春1804 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 美郷町

16分38秒85 関屋　悦子2501 ｾｷﾔ ｴﾂｺ 宮崎市

16分44秒86 小西　虎太郎1313 ｺﾆｼ ｺﾀﾛｳ 美郷町

16分54秒87 鍛冶園　広夢1509 ｶｼﾞｿﾞﾉ ﾋﾛﾑ 宮崎市

16分57秒88 伊藤　美保2202 ｲﾄｳ ﾐﾎ 延岡市

17分00秒89 船木　浩平1607 ﾌﾅｷ ｺｳﾍｲ 美郷町

17分00秒90 宮田　喜志子2502 ﾐﾔﾀ ｷｼｺ 宮崎市

17分02秒91 松崎　浩二1713 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 都城市

17分03秒92 黒木　萌1409 ｸﾛｷﾞ ﾓｴ 美郷町

17分05秒93 藤本　真帆2104 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 美郷町

17分08秒94 猪股　三枝2308 ｲﾉﾏﾀ ﾐｴ 美郷町

17分15秒95 太田尾　順子2504 ｵｵﾀｵ ｼﾞｭﾝｺ 延岡市

17分16秒96 長尾　美早紀2211 ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ 美郷町

17分19秒97 黒木　紀久代2309 ｸﾛｷﾞ ｷｸﾖ 美郷町

17分21秒98 松田　寿美1420 ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄﾐ 美郷町

17分21秒99 大村　優花1414 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｶ 美郷町

17分31秒100 田野　敏広1707 ﾀﾉ ﾄｼﾋﾛ 美郷町
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17分31秒101 宮田　範男1805 ﾐﾔﾀ ﾉﾘｵ 美郷町

17分33秒102 蒲生　紗千代2203 ｶﾓｳ ｻﾁﾖ 美郷町

17分33秒103 日高　絵里2205 ﾋﾀﾞｶ ｴﾘ 宮崎市

17分34秒104 外山　絵理2207 ﾄﾔﾏ ｴﾘ 宮崎市

17分35秒105 磯川　弘貴1505 ｲｿｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 高鍋町

17分36秒106 菊地　裕子2301 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 西都市

17分36秒107 西田　賢志1506 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 西都市

17分43秒108 杉田　真由美2303 ｽｷﾞﾀ ﾏﾕﾐ 宮崎市

17分50秒109 永野　裕一1807 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 美郷町

18分02秒110 池田　耕士1614 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宮崎市

18分02秒111 西田　美穂2306 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾎ 美郷町

18分19秒112 今村　智子2208 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｺ 宮崎市

18分29秒113 大野　節夫1903 ｵｵﾉ ｾﾂｵ 美郷町

18分37秒114 戸髙　弥奈美2101 ﾄﾀﾞｶ ﾐﾅﾐ 美郷町

18分45秒115 平澤　雅彦1709 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻﾋｺ 門川町

18分50秒116 中田　尚子2403 ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｺ 美郷町

19分03秒117 長尾　茉莉花1419 ﾅｶﾞｵ ﾏﾘｶ 美郷町

19分03秒118 黒田　美来1416 ｸﾛﾀﾞ ﾐｸ 美郷町

19分05秒119 中島　逸未2102 ﾅｶｼﾏ ｲﾂﾐ 日向市

19分14秒120 前田　まき子2405 ﾏｴﾀﾞ ﾏｷｺ 美郷町

19分16秒121 橋口　比呂子2210 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 美郷町

19分29秒122 三股　真由美2310 ﾐﾏﾀ ﾏﾕﾐ 美郷町

19分30秒123 黒田　友香里1410 ｸﾛﾀﾞ ﾕｶﾘ 美郷町

19分43秒124 東木場　信貴1715 ﾋｶﾞｼｺﾊﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 美郷町

19分52秒125 藤本　智保子2404 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾎｺ 美郷町

19分55秒126 平田　由美子2407 ﾋﾗﾀ ﾕﾐｺ 高鍋町

20分08秒127 井園　九州男2002 ｲｿﾞﾉ ｸｽｵ 宮崎市

20分33秒128 岡村　永子2503 ｵｶﾑﾗ ﾋｻｺ 柏市

20分37秒129 新田　尚子2408 ｼﾝﾃﾞﾝ ｼｮｳｺ 美郷町

20分49秒130 黒木　松博1712 ｸﾛｷﾞ ﾏﾂﾋﾛ 日向市

21分07秒131 岩原　真子2201 ｲﾜﾊﾗ ﾏｺ 延岡市

21分40秒132 藤本　梨沙1412 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｻ 美郷町

21分40秒133 松本　寛大1323 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ 美郷町

21分40秒134 中邑　恵1411 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 美郷町

23分25秒135 黒木　千恵子2307 ｸﾛｷﾞ ﾁｴｺ 美郷町

24分35秒136 寺本　紀子2601 ﾃﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 熊本市

25分21秒137 寺本　睦雄2005 ﾃﾗﾓﾄ ﾑﾂｵ 熊本市

25分51秒138 圓崎　宏美2212 ｴﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 宮崎市

25分52秒139 中山　貴史1609 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 国富町

25分53秒140 明利　昌央1610 ﾒｲﾘ ﾏｻｵ 宮崎市

29分17秒141 久世　綱雄2006 ｸｾﾞ ﾂﾅｵ 日向市
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