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部門
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東 尚樹 中村 貴明 宮崎 慎吾 渡辺 暁雄 山本 幸延

19:32（1) 20:29（2) 19:35（1) 18:46（1) 19:40（1)

富田賢也 高藤 夕揮 森 天心 佐藤 勇之介 馬奈木 哲郎

19:44（2) 19:28（1) 21:28（3) 23:12（5) 21:34（2)

東 公徳 古賀 伸之 栗原 めぐみ 吉永 有志 原田 勇斗

21:47（7) 21:54（5) 26:10（2) 20:39（2) 21:37（3)

福田 光 久米 隆道 工藤 由美 中村 雄二 中村 貴明

21:15（6) 24:30（7) 24:59（1) 23:27（6) 22:12（4)

一柳 良太 穴見 直輝 脇山 剛 本多 和馬 江藤 遼

22:22（8) 25:54（11) 22:14（4) 24:36（9) 23:26（7)

上田 聖人 楠本 達也 星田 浩太郎 葛城 卓史 木山 繁雄

23:49（12) 25:31（10) 22:53（6) 23:02（4) 24:00（9)

有働 智明 藤掛 正道 西山 淳 楠本 令児 木村 彰宏

22:39（10) 21:09（3) 25:10（9) 23:36（7) 27:41（23)

西山 和彦 牛島 裕一郎 高田 稔大 矢津田 智久 永田 真二郎

20:34（4) 26:24（12) 20:19（2) 30:18（21) 24:36（13)

三宅 充 東 崇 中津 敬介 山崎 哲也 山高 栄太郎

21:12（5) 27:12（14) 24:42（8) 27:36（15) 23:58（8)

早川 剛司 西川 洋智 深浦 晃司 髙木 裕一 山崎 伸一

25:17（19) 21:31（4) 22:52（5) 27:48（16) 28:15（25)

宮田 伸一 菊次 佑治 柴田 諭 片原 翔 江島 浩平

23:57（13) 28:09（17) 26:03（12) 24:54（10) 23:07（6)

吉松 千草 青木 佐和 堺 恵美子 野間 佳那 那須 博美

22:28（1) 27:03（2) 26:30（4) 24:14（1) 30:24（4)

馬見 誠 浦川 久美子 西村 佳晃 尾崎 完信 森山勇二

24:37（18) 30:08（3) 25:18（10) 27:09（13) 24:23（11)
13 1230 2:11:38 男女ミックスオールドリバーランニングクラブＡ

12 142 2:10:40 女性オンリーBELIEVE

11 112 2:06:13 男女ミックスNTRCA

10 1012 2:05:46 男女ミックスAR：Team（和）

9 926 2:04:43 男女ミックス森下塾

8 814 2:02:13 男女ミックスAR：Team（玉）

7 720 2:00:18 男女ミックスBELIEVE　Ａ

6 613 1:59:18 男女ミックスAR：Team（荒）

5 522 1:58:34 男女ミックスチーム脇山

4 417 1:56:25 男女ミックス熊本山鹿RC　team-Z

熊本山鹿RC.Aチーム 男女ミックス1:38:0416 11

3 325 1:52:10 男女ミックス上田塾

2 221 1:45:28 男女ミックスチーム高藤
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寺尾 暁道 高井 史敬 金村 高雄 横山 暢久 佐々木 章

29:04（28) 25:10（8) 26:46（13) 25:32（11) 26:28（19)

古閑 歩 文野 綾香 前島 美穂 古閑 歩 加藤 陽一

20:12（3) 31:19（5) 34:25（11) 20:56（3) 28:11（24)

岩本 大輔 古賀 博瀬 高崎 美智 野瀬 浩二 松下 慎

24:19（14) 35:08（25) 26:13（3) 24:13（8) 26:12（17)

元田 豊仁 岩本 敏伸 遠山 嘉胤 米倉 武弘 小泉 正弘

22:24（9) 24:20（6) 24:26（7) 41:19（27) 24:36（14)

大瀬 浩一 前田 和則 田中 元陽 上原 晶子 前田 和則

32:30（29) 25:13（9) 28:16（16) 30:14（2) 24:24（12)

吉田 直弘 藤川 博史 田邊 沙織 塩山 雄之 永吉 拓

24:24（16) 26:28（13) 35:20（12) 29:49（20) 25:08（15)

木下 広海 多賀 美穂 床島 伸一 島 成臣 松尾 亮

36:22（34) 25:59（1) 25:24（11) 26:03（12) 28:56（27)

濱砂 光 中道 一正 植松 正樹 榲山 陽子 白石 幸一

33:45（31) 28:07（16) 27:19（14) 32:46（5) 22:32（5)

望月 秀樹 松尾 正治 鎌田 恵美 大谷 郁男 麻生 愛

24:20（15) 28:01（15) 32:17（8) 29:15（18) 31:26（6)

宮崎 博昭 津崎 千佳子 塩見 恵美 平井 潤 定方 弘文

23:05（11) 34:03（9) 37:01（14) 28:58（17) 24:07（10)

谷川 美賀 大塚 千華 高田 真理 渋江 由香利 中嶋 朋子

29:53（5) 30:36（4) 31:13（6) 33:39（6) 26:24（2)

岩下 しんご 石原 知暁 嶋 大樹 下地 英 古賀 一

33:48（32) 28:53（18) 30:20（17) 32:24（23) 28:16（26)

上本 真生 蒲地 剛 有田 薫 川村 尚広 村嶋 貴雄

27:35（3) 32:11（22) 32:10（7) 35:18（25) 27:08（22)
26 2415 2:34:24 男女ミックスチーム 安子

25 2332 2:33:45 男女ミックスチーム石原

24 241 2:31:47 女性オンリーWind run 華

23 2229 2:27:16 男女ミックスランジョグ九州沖縄 TEAMピノ太郎

22 211 2:25:20 男女ミックス九州マウンテンモンキーズ

21 206 2:24:32 男女ミックスRun JogチームＨＳ

20 1918 2:22:46 男女ミックスNTRC B

19 1811 2:21:11 男女ミックスランジョグ九州・チームSHIO

18 1727 2:20:40 男女ミックスドキドキラン

17 168 2:17:08 男女ミックス平田機工競走部

16 159 2:16:07 男女ミックスチーム２００キロ久留米

15 1431 2:15:05 男女ミックスオールドリバーランニングクラブＢ

14 1310 2:13:03 男女ミックスRise熊本RC
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中尾 高宏 後藤 和哉 吉川 寿郎 甲斐 史穂 久徳 守

28:06（24) 30:09（19) 32:05（20) 35:29（7) 29:17（28)

中尾 孝浩 小畑 一昭 立石 恵子 門上 詠吾 中山 太郎

27:54（22) 33:48（24) 34:11（10) 33:19（24) 26:28（18)

中村 徹 橋本 徳之 重松 拓 梁井 新吾 佐野 純一

29:02（27) 32:33（23) 36:55（22) 29:17（19) 30:11（29)

坂本 高朗 甲斐 宏紀 富永 義嵩 八嶋 俊雄 戸田 祐貴

28:00（23) 30:56（21) 37:24（23) 31:45（22) 30:36（30)

松本 十緒留 椎葉 ちはる 溝口 裕明 木庭 恵美子 岩崎 義文

27:11（20) 37:50（11) 33:14（21) 36:38（10) 26:42（20)

加嶋 彰 友田 恵子 田中 真由美 鬼木 美智子 田中 幸紀

24:33（17) 35:52（10) 40:37（16) 35:30（8) 26:09（16)

大城 ゆかり 樋口 信一 野田 順子 大津 浩 古賀 小百合

26:28（2) 30:53（20) 33:48（9) 43:03（28) 28:48（3)

今村 禎 松江 久美子 安枝 寿恵 森永 美紀 青木 茂則

28:20（25) 33:35（7) 36:05（13) 38:13（11) 27:00（21)

三浦 匡治 西村 英功 斉藤 誠 西村 英功 吉田 広美

36:10（33) 46:22（28) 31:31（19) 27:23（14) 24:36（1)

石本康久 秋山 守人 山本 直希 諸岡 彩 福井 千尋

33:05（30) 36:44（27) 30:21（18) 35:47（9) 31:18（5)

水頭 良太 菊池 俊弥 伊藤 一元 鳥巣 靖浩 信田 孝

27:13（21) 35:42（26) 38:32（24) 36:29（26) 31:25（31)

古閑 彰一 園田 洋美 北原紀子 西山 エン 権東智子

28:26（26) 38:18（12) 30:26（5) 32:31（4) 39:45（8)

中村洋子 藤野 順子 吉岡 和美 江崎 雅子 小松 志津代

28:58（4) 33:46（8) 41:03（17) 30:26（3) 36:03（7)
39 343 2:50:19 女性オンリーAQUA女子

38 3624 2:49:28 男女ミックスBELIEVE　B

37 3534 2:49:24 男女ミックスエネオスフロンティアplus1

36 3435 2:47:18 男女ミックスチーム石本

35 333 2:46:03 男女ミックス☆★☆麻生工科自動車大学校

34 325 2:43:15 男女ミックス美魔女と野獣

33 3119 2:43:02 男女ミックスブリヂストンスポーツアリーナ大牟田

32 3038 2:42:42 男女ミックスチームがみポン

31 2936 2:41:37 男女ミックス笑走会

30 2837 2:38:44 男女ミックス九州電技開発

29 2723 2:38:01 男女ミックスチーム中村

28 267 2:35:42 男女ミックスランジョグ九州 TEAM おばっち

27 254 2:35:09 男女ミックスteam ドボンズ
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井上 倫子 高村 亜希子 佐藤 正樹 渡辺 沙也加 佐藤 理奈

36:48（7) DNF 27:44（15) 38:24（12) 41:49（9)

菊池 美郁 渡辺 彩香 合庭 めぐみ 鳥巣さん 吉永 教浩

34:09（6) 33:31（6) 38:50（15) 53:45（13) 34:52（32)
参考記録 33 3:15:09 男女ミックスエネオス なめくーじ

参考記録 28 2:59:28 男女ミックスBELIEBE　Ｃ


