
順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1129 橋本　将志  0:33:531 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ

1389 横山 航希  0:34:142 長崎県ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ

1196 吉田　翔  0:34:423 佐賀県ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ

1124 太田　智也  0:35:114 ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ

1013 東島 辰弥  0:35:315 佐賀県ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

1192 折田　実  0:36:166 長崎県ｵﾘﾀ ﾐﾉﾙ

1052 出口 直樹  0:36:207 福岡県ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｵｷ

1222 鶴田　理久  0:36:318 長崎県ﾂﾙﾀ ﾘｸ

1298 橋本 裕太  0:36:509 長崎県ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ

1292 八田 敏郎  0:36:5510 長崎県ﾊｯﾀ ﾄｼﾛｳ

1068 宮本 勇太  0:37:0811 佐賀県ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ

1387 伊藤 雄太朗  0:37:3212 長崎県ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

1101 中嶋　利聡  0:37:4013 福岡県ﾅｶｼﾏ ﾄｼｱｷ

1216 Ｊａｃｋｓｏｎ　Ａｉｄａｎ  0:37:4514 長崎県ｼﾞｬｸｿﾝ ｴｲﾃﾞﾝ

1384 駄道 潤  0:38:0015 福岡県ﾀﾞﾐﾁ ｼﾞｭﾝ

1022 石川 昌敬  0:38:1816 福岡県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ

1285 和田 保  0:38:1817 福岡県ﾜﾀﾞ ﾀﾓﾂ

1399 筒井 汐輝  0:38:1918 福岡県ﾂﾂｲ ﾕｳｷ

1103 西田　諭志  0:38:2819 長崎県ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ

1226 荒牧　貞幸  0:38:3020 ｱﾗﾏｷ ｻﾀﾞﾕｷ

1405 浮田 晃弘  0:39:2821 長崎県ｳｷﾀ ｱｷﾋﾛ

1438 荒牧　智  0:39:3522 ｱﾗﾏｷ ｻﾄｼ

1299 定方 次男  0:39:4723 長崎県ｻﾀﾞｶﾀ ﾂｷﾞｵ

1379 本川 健太  0:40:0624 熊本県ﾓﾄｶﾜ ｹﾝﾀ

1232 中村　宏一郎  0:40:2325 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

1381 嘉数 宜人  0:40:2826 沖縄県ｶｶｽﾞ ﾖｼﾄ

1254 北御門　悠太  0:41:0627 ｷﾀﾐｶﾄﾞ ﾕｳﾀ

1302 保坂 健太  0:41:0928 福岡県ﾎｻｶ ｹﾝﾀ

1394 林 純一  0:41:1529 長崎県ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1371 森下 俊二  0:41:1630 長崎県ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝｼﾞ

1268 川勝　直輝  0:41:2231 ｶﾜｶﾂ ﾅｵｷ

1044 清水 翔平  0:41:3132 福岡県ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ

1320 前田 和敏  0:41:3633 長崎県ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ

1042 松本 朋之  0:41:4534 広島県ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ

1339 濱田 正憲  0:41:5235 福岡県ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1255 坂口 　正  0:41:5836 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｼ

1314 鶴 勝己  0:42:0237 佐賀県ﾂﾙ ｶﾂﾐ

1317 池田 和彦  0:42:0438 福岡県ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1281 高村　征矢  0:42:1639 ﾀｶﾑﾗ ｾｲﾔ

1154 平松　隆  0:42:2140 長崎県ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶｼ

1435 山口　悟  0:42:2241 長崎県ﾔﾏｸﾞﾁｻﾄﾙ

1224 末永　伸一  0:42:2342 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ

1193 原　和善  0:42:2643 長崎県ﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ

1236 川口　隆彦  0:42:3444 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋｺ

1205 高下　誠  0:43:1745 長崎県ﾀｶｼﾀ ﾏｺﾄ

1201 三根　直樹  0:43:2946 長崎県ﾐﾈ ﾅｵｷ

1001 藤村 喜輝  0:43:3147 山口県ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｷ

1223 田中　進  0:43:5048 福岡県ﾀﾅｶ ｼﾝ

1083 永原　龍夫  0:43:5249 長崎県

1218 馬場　竜也  0:43:5850 長崎県ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1397 北條 浩  0:44:0851 長崎県ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ

1416 田川 修  0:44:1252 長崎県ﾀｶﾞﾜ ｵｻﾑ

1361 小屋町 聡  0:44:1553 佐賀県ｺﾔﾏﾁ ｻﾄｼ

1070 山本 和博  0:44:1654 長崎県ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1215 シエ　ブライアン  0:44:1755 長崎県ｼｴ ﾌﾞﾗｲｱﾝ

1306 松村 善実  0:44:2756 佐賀県ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾐ

1212 伊木　康二  0:44:4157 長崎県ｲｷ ｺｳｼﾞ

1128 松尾　美津夫  0:44:4958 ﾏﾂｵ ﾐﾂｵ

1287 川端 健一  0:45:0059 長崎県ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

1358 中内 哲  0:45:1460 福岡県ﾅｶｳﾁ ｻﾄｼ

1437 元木　康人  0:45:1761 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ

1207 木下　貴裕  0:45:2462 長崎県ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

1082 奥山　勝也  0:45:2663 佐賀県ｵｸﾔﾏｶﾂﾔ

1081 山内　邦敬  0:45:3164 福岡県ﾔﾏｳﾁｸﾆﾀｶ

1172 大井　哲郎  0:45:3565 長崎県ｵｵｲ ﾃﾂﾛｳ

1048 小森 祐介  0:45:3666 長崎県ｺﾓﾘ ﾕｳｽｹ

1132 角　祐二郎  0:45:3967 ｶﾄﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1391 山崎 誠二  0:45:4268 熊本県ﾔﾏｻｷ ｾｲｼﾞ

1289 村川 貴浩  0:45:4369 神奈川県ﾑﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

1120 石丸　昌則  0:45:4570 ｲｼﾏﾙ ﾏｻﾉﾘ

1026 和才 新一  0:46:0871 長崎県ﾜｻｲ ｼﾝｲﾁ

1357 山下 健  0:46:1372 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ

1313 塩田 輝生  0:46:2773 長崎県ｼｵﾀ ﾃﾙｵ

1368 小林 進  0:46:3674 長崎県ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ

1179 廣瀬　淳  0:46:4175 長崎県ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝ

1090 寺田　久和  0:46:4376 長崎県ﾃﾗﾀﾞ ﾋｻｶｽﾞ

1231 岩下　祥太  0:46:5277 ｲﾜｼﾀ ｼｮｳﾀ

1016 坂口 隆  0:46:5578 熊本県ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1127 小野　勝英  0:47:0879 ｵﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ

1030 浦川 政裕  0:47:0980 長崎県ｳﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

1220 東　太郎  0:47:1481 長崎県ﾋｶﾞｼ ﾀﾛｳ

1388 原 光平  0:47:1682 長崎県ﾊﾗ ｺｳﾍｲ

1374 升水 亮一  0:47:3083 熊本県ﾏｽﾐｽﾞ ﾘｮｳｲﾁ

1421 安村 祐樹  0:47:3884 熊本県ﾔｽﾑﾗ ﾕｳｷ

1415 前田 朋弥  0:47:3885 長崎県ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ

1230 楢崎　秀樹  0:47:4486 ﾅﾗｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

1365 野田 剛志  0:47:4887 長崎県ﾉﾀﾞ ﾀｹｼ

1010 田坂 亘祐  0:47:4988 愛媛県ﾀｻｶ ｺｳｽｹ

1194 西　竹比古  0:47:5489 長崎県ﾆｼ ﾀｹﾋｺ

1398 福田 優  0:47:5590 熊本県ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾙ

1252 中村　隆伸  0:47:5691 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ

1142 田中 健太郎  0:48:1092 長崎県ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

1404 沢 毅  0:48:1193 長崎県ｻﾜ ﾀｹｼ

1195 水上　裕之  0:48:1794 長崎県ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛﾕｷ

1411 山口 雅之  0:48:1895 長崎県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

1015 神山 嘉生  0:48:3096 福岡県ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｵ

1342 高橋 健一  0:48:3097 福岡県ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ

1264 扇塚　修平  0:48:3698 ｵｵｷﾞﾂｶ ｼｭｳﾍｲ

1253 木須　信太郎  0:48:3899 ｷｽ ｼﾝﾀﾛｳ

1043 山田 真哉  0:48:43100 長崎県ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1209 本嶋　太博  0:48:48101 長崎県ﾓﾄｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

1085 田中 泰博  0:48:49102 山口県ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1242 馬場　師道  0:48:49103 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾄﾞｳ

1420 池永 大祥  0:48:50104 山口県ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾖｼ

1345 谷山 俊介  0:48:51105 長崎県ﾀﾆﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ

1392 伊藤 保和  0:49:07106 埼玉県ｲﾄｳ ﾔｽｶｽﾞ

1277 堀　和仁  0:49:24107 ﾎﾘ ｶｽﾞﾋﾄ

1131 戸伏　勇次  0:49:27108 ﾄﾌﾞｾ ﾕｳｼﾞ

1274 須藤　範彦  0:49:36109 ｽﾄｳ ﾉﾘﾋｺ

1007 橋本 恭周  0:49:59110 福岡県ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

1178 石黒　賢二  0:50:09111 長崎県ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝｼﾞ

1430 徳山　康之  0:50:26112

1092 坂本　裕一  0:50:42113 佐賀県ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

1350 加藤 英司  0:50:50114 長崎県ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ

1271 中山　烈  0:50:52115 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾂ

1096 石黒　保久  0:50:54116 神奈川県ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽﾋｻ

1171 清水　一善  0:50:54117 長崎県ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1265 矢嶋　一成  0:51:05118 ﾔｼﾞﾏ ｲｯｾｲ

1280 松尾佳明  0:51:10119 ﾏﾂｵﾖｼｱｷ

1409 江口 忠重  0:51:12120 長崎県ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼｹﾞ

1441  0:51:15121

1322 井筒 友彦  0:51:20122 長崎県ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓﾋｺ

1060 山本 宗謙  0:51:32123 佐賀県ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ

1175 長島　良弘  0:51:36124 長崎県ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾋﾛ

1312 坂田 敬  0:51:45125 福岡県ｻｶﾀﾞ ﾀｶｼ

1343 石橋 正博  0:51:51126 福岡県ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ

1198 原川　哲郎  0:51:53127 長崎県ﾊﾗｶﾜ ﾃﾂﾛｳ

1206 石丸　雄也  0:51:57128 長崎県ｲｼﾏﾙ ﾕｳﾔ

1221 横山　慎一郎  0:52:00129 長崎県ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1157 中尾　猛  0:52:05130 長崎県ﾅｶｵ ﾀｹｼ

1308 山口 典昭  0:52:11131 長崎県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ

1323 末永 悦二  0:52:21132 長崎県ｽｴﾅｶﾞ ｴﾂｼﾞ

1140 佐藤 智丈  0:52:26133 佐賀県ｻﾄｳ ﾄﾓﾀｹ

1348 野上 智弘  0:52:38134 長崎県ﾉｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ

1353 田中 颯  0:52:40135 福岡県ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ

1396 熊本 謙太郎  0:52:41136 岡山県ｸﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1243 奥野　慎司  0:52:45137 ｵｸﾉ ｼﾝｼﾞ

1005 小倉 賢  0:52:50138 長崎県ｵｸﾞﾗ ｻﾄｼ

1425 金子 真二  0:52:58139 長崎県ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ

1267 井上　悠介  0:53:03140 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ

1351 浦川 友之  0:53:14141 長崎県ｳﾗｶﾜ ﾄﾓﾕｷ

1168 高橋　久信  0:53:17142 長崎県ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾉﾌﾞ

1337 西岡 啓一郎  0:53:17143 佐賀県ﾆｼｵｶ ｹｲｲﾁﾛｳ

1225 松原　航介  0:53:24144 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ

1024 村上 元気  0:53:25145 福岡県ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝｷ

1296 三角 直紀  0:53:27146 福岡県ﾐｽﾐ ﾅｵｷ

1305 近藤 啓一  0:53:30147 神奈川県ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ

1188 松本　昇  0:53:45148 長崎県ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

1202 小坂　拓也  0:53:48149 長崎県ｺｻｶ ﾀｸﾔ

1291 平山 政志  0:53:48150 福岡県ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｼ
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順位 No 氏名 記 録
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地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1125 日根　江太郎  0:53:50151 ﾋﾈ ｺｳﾀﾛｳ

1203 下峰　優輝  0:53:54152 長崎県ｼﾓﾐﾈ ﾕｳｷ

1037 堤 勝憲  0:54:06153 長崎県ﾂﾂﾐ ｶﾂﾉﾘ

1417 藤井 秀一  0:54:11154 長崎県ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｲﾁ

1278 前田　修孝  0:54:15155 ﾏｴﾀﾞﾉ ﾌﾞﾀｶ

1054 久米田 光裕  0:54:18156 福岡県ｸﾒﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1021 浦 謙司  0:54:18157 山口県ｳﾗ ｹﾝｼﾞ

1078 比嘉　三雄  0:54:18158 沖縄県

1144 井手 崇裕  0:54:25159 長崎県ｲﾃﾞ ﾀｶﾋﾛ

1084 横山 宏樹  0:54:28160 福岡県ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ

1373 仲道 善隆  0:54:30161 大分県ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾀｶ

1423 高木 雄二  0:54:30162 熊本県ﾀｶｷ ﾕｳｼﾞ

1146 三浦 勝也  0:54:38163 長崎県ﾐｳﾗ ｶﾂﾔ

1290 笹栗 喜三雄  0:54:43164 福岡県ｻｻｸﾞﾘ ｷﾐｵ

1191 宮川　洋一  0:54:45165 長崎県ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ

1045 菊野 克幸  0:54:46166 鹿児島県ｷｸﾉ ｶﾂﾕｷ

1403 桑野 晃司  0:54:48167 福岡県ｸﾜﾉ ｺｳｼﾞ

1088 朝重　秋義  0:55:12168 長崎県ﾄﾓｼｹﾞ ｱｷﾖｼ

1395 大村 雅俊  0:55:13169 福岡県ｵｵﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

1227 マックギー　ジョナサン  0:55:19170 ﾏｯｸｷﾞｰ ｼﾞｮﾅｻﾝ

1186 城戸　満  0:55:22171 長崎県ｷﾄﾞ ﾐﾂﾙ

1354 河野 一郎  0:55:23172 福岡県ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ

1295 福田 和広  0:55:32173 栃木県ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1077 大石 康陽  0:55:36174 福岡県ｵｵｲｼ ﾔｽﾅﾘ

1126 松本　一夫  0:55:37175 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1176 磯田　博文  0:55:47176 長崎県ｲｿﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1134 徳永　陸  0:55:48177 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｸ

1135 高田　俊介  0:55:49178 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

1133 副田　光貴  0:55:50179 ｿｲﾀﾞ ﾐﾂｷ

1402 畑瀬 圭介  0:55:52180 福岡県ﾊﾀｾ ｹｲｽｹ

1034 後藤 輝義  0:56:08181 熊本県ｺﾞﾄｳ ﾃﾙﾖｼ

1169 谷川　賢太郎  0:56:09182 福岡県ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

1093 長沼　渡  0:56:12183 千葉県ﾅｶﾞﾇﾏ ﾜﾀﾙ

1031 岳野 容幸  0:56:15184 長崎県ﾀｹﾉ ﾋﾛﾕｷ

1325 松谷 信二郎  0:56:17185 佐賀県ﾏﾂﾔ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1155 酒井　行武  0:56:19186 長崎県ｻｶｲ ﾕｷﾀｹ

1047 戸田 健一郎  0:56:20187 佐賀県ﾄﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1025 田島 正章  0:56:20188 佐賀県ﾀｼﾏ ﾏｻｱｷ

1167 平田　雅哉  0:56:22189 福岡県ﾋﾗﾀ ﾏｻﾔ

1275 内野　克次  0:56:23190 ｳﾁﾉ ｶﾂｼﾞ

1262 谷口　俊範  0:56:25191 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ

1029 那須村 建  0:56:30192 熊本県ﾅｽﾑﾗ ﾀﾂﾙ

1138 長谷川 進二  0:56:31193 長崎県ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ

1366 川辺 勝洋  0:56:32194 長崎県ｶﾜﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ

1055 田中 英治  0:56:36195 福岡県ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ

1419 山中 秀克  0:56:47196 長崎県ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｶﾂ

1347 池田 圭祐  0:56:50197 長崎県ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ

1329 吉田 光太朗  0:56:54198 長崎県ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1149 内野 高広  0:56:57199 長崎県ｳﾁﾉ ﾀｶﾋﾛ

1390 堀 貴浩  0:56:59200 福岡県ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1184 佐野　慎一郎  0:57:17201 長崎県ｻﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1046 アーウィン ギャリー  0:57:26202 熊本県ｱｰｳｨﾝ ｷﾞｬﾘｰ

1428 古川　泰三  0:57:28203

1269 有田　大和  0:57:29204 ｱﾘﾀ ﾔﾏﾄ

1318 中川 武文  0:57:30205 福岡県ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾌﾐ

1257 矢川　勝紀  0:57:32206 ﾔｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ

1018 池田 昇  0:57:33207 佐賀県ｲｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1190 赤島　洋平  0:57:34208 長崎県ｱｶｼﾏ ﾖｳﾍｲ

1327 堺 英明  0:57:35209 福岡県ｻｶｲ ﾋﾃﾞｱｷ

1376 西久保 剛  0:57:35210 佐賀県ﾆｼｸﾎﾞ ﾂﾖｼ

1053 中條 克尚  0:57:38211 福岡県ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｶﾂﾋｻ

1107 関口　功大  0:57:54212 長崎県ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ

1064 大西 憲二  0:58:03213 福岡県ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ

1344 山下 貴  0:58:09214 佐賀県ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ

1121 黒木　啓二  0:58:14215 ｸﾛｷﾞ ｹｲｼﾞ

1309 末永 光夫  0:58:14216 熊本県ｽｴﾅｶﾞ ﾐﾂｵ

1300 小林 信夫  0:58:21217 埼玉県ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ

1197 五島　慎二  0:58:21218 長崎県ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ

1279 福田　聡  0:58:22219 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ

1436 佐伯　博司  0:58:26220

1304 河野 明  0:58:26221 福岡県ｶﾜﾉ ｱｷﾗ

1410 澤田 裕一  0:58:28222 福岡県ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1119 山下　和吉  0:58:31223 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ

1319 藤原 隆  0:58:33224 長崎県ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ

1115 前田　陽平  0:58:35225 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

1386 池田 亘  0:58:49226 佐賀県ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ

1039 森 逸朗  0:58:50227 佐賀県ﾓﾘ ｲﾂﾛｳ

1294 長島 辰美  0:58:54228 長崎県ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾂﾐ

1260 津上　勇二  0:58:56229 ﾂｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ

1017 力武 和則  0:58:57230 佐賀県ﾘｷﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ

1439 森　洋介  0:59:01231 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ

1432 日置　健一朗  0:59:03232

1067 福岡 大樹  0:59:18233 佐賀県ﾌｸｵｶ ﾀﾞｲｷ

1111 杉谷　正史  0:59:26234 ｽｷﾞﾀﾆ ﾏｻｼ

1076 目野 健太  0:59:37235 長崎県ﾒﾉ ｹﾝﾀ

1095 加藤　万博  0:59:44236 長崎県ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

1258 川口　浩次  0:59:46237 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ

1056 牟田 健也  0:59:49238 佐賀県ﾑﾀ ｹﾝﾔ

1270 田坂　亮太  0:59:53239 ﾀｻｶ ﾘｮｳﾀ

1259 中村　洋輔  0:59:53240 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1400 横田 龍之介  0:59:57241 長崎県ﾖｺﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ

1163 岸本　幸治  1:00:14242 長崎県ｷｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1122 平川　洋  1:00:20243 ﾋﾗｶﾜﾋﾛｼ

1183 小牧　博文  1:00:29244 長崎県ｺﾏｷ ﾋﾛﾌﾐ

1338 川野 一起  1:00:33245 長崎県ｶﾜﾉ ｶｽﾞｷ

1418 藤井 玄士  1:00:37246 長崎県ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ

1414 森田 勲  1:00:42247 長崎県ﾓﾘﾀ ｲｻｵ

1012 田崎 靖  1:00:43248 長崎県ﾀｻｷ ﾔｽｼ

1011 高尾 光秀  1:00:43249 長崎県ﾀｶｵ ﾐﾂﾋﾃﾞ

1028 福田 淳  1:00:45250 福岡県ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1251 國武　健人  1:00:51251 ｸﾆﾀｹ ｹﾝﾄ

1009 久野 貴史  1:00:57252 千葉県ﾋｻﾉ ﾀｶﾌﾐ

1245 湯田　修生  1:01:08253 ﾕﾀ ﾉﾌﾞｵ

1377 隈部 秀一  1:01:09254 佐賀県ｸﾏﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1360 牧 健悟  1:01:20255 福岡県ﾏｷ ｹﾝｺﾞ

1407 池田 隆  1:01:29256 佐賀県ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ

1346 永山 雅俊  1:01:32257 長崎県ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

1333 矢ヶ部 真知  1:01:34258 佐賀県ﾔｶﾍﾞ ﾏｻﾄﾓ

1116 伊藤　禎浩  1:01:38259 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

1240 峯　比呂志  1:01:40260 ﾐﾈ ﾋﾛｼ

1244 光岡　遼  1:01:47261 ﾐﾂｵｶ ﾘｮｳ

1187 内海　隆行  1:01:48262 長崎県ｳﾁｳﾐ ﾀｶﾕｷ

1165 牧瀬　寅男  1:01:57263 長崎県ﾏｷｾ ﾄﾗｵ

1440 新川　裕次郎  1:01:59264 ﾆｲｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1114 渡邊　克海  1:02:01265 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ

1385 名取 保  1:02:11266 長崎県ﾅﾄﾘ ﾀﾓﾂ

1174 古賀　咲應  1:02:15267 佐賀県ｺｶﾞ ｻｷｵ

1008 原口 優  1:02:16268 福岡県ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾙ

1006 西村 俊光  1:02:19269 佐賀県ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾐﾂ

1362 松井 洋  1:02:23270 福岡県ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ

1248 本田　哲祥  1:02:24271 ﾎﾝﾀﾞ ﾃｯｼｮｳ

1284 鶴巻　友秀  1:02:30272 ﾂﾙﾏｷ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1159 毛利　明広  1:02:36273 長崎県ﾓｳﾘ ｱｷﾋﾛ

1177 藤田　克俊  1:02:39274 長崎県ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾄｼ

1272 澁谷　隆生  1:02:42275 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳｾｲ

1118 鶴田　拓也  1:02:43276 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｸﾔ

1249 小川　聖  1:02:51277 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ

1401 城下 賢吾  1:03:08278 山口県ｼﾛｼﾀ ｹﾝｺﾞ

1058 田坂 良久  1:03:20279 山口県ﾀｻｶ ﾖｼﾋｻ

1238 佐藤　宏  1:03:29280 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1210 山本　敬太  1:03:37281 長崎県ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ

1364 小野 大介  1:03:48282 長崎県ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ

1412 川田 博士  1:03:51283 佐賀県ｶﾜﾀ ﾋﾛｼ

1263 山本　洋嗣  1:03:51284 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ

1158 釜元　英晃  1:03:52285 長崎県ｶﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

1057 宮原 一成  1:03:59286 福岡県ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ

1241 酒井　宏一  1:04:01287 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ

1089 岡　忠之  1:04:07288 長崎県ｵｶ ﾀﾀﾞﾕｷ

1117 野口　博史  1:04:12289 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ

1074 松本 修一  1:04:12290 熊本県ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ

1164 佐藤　礼助  1:04:15291 大分県ｻﾄｳ ﾚｲｽｹ

1261 福田　一也  1:04:20292 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1004 松山 浩  1:04:25293 福岡県ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾀｶ

1079 新里　精吾  1:04:29294 沖縄県

1282 澤田　直也  1:04:34295 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ

1166 牛島　光春  1:04:40296 福岡県ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂﾊﾙ

1075 井手 琢磨  1:05:15297 福岡県ｲﾃﾞ ﾀｸﾏ

1145 岡部 皓一  1:05:16298 大分県ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ

1066 土生 敬司  1:05:17299 福岡県ﾊﾌﾞ ｹｲｼﾞ

1170 冨永　匠  1:05:20300 長崎県ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1276 飯盛　剛  1:05:26301 ｲｻｶｲ ｺﾞｳ

1100 下妻　秀政  1:05:27302 長崎県ｼﾓﾂﾞﾏﾋﾃﾞﾏｻ

1331 山口 泰之  1:05:31303 熊本県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ

1059 川波 哲  1:05:35304 福岡県ｶﾜﾅﾐ ｻﾄｼ

1341 平川 純一  1:05:40305 福岡県ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1326 上瀧 嘉信  1:05:48306 福岡県ｺｳﾀｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

1113 石橋　俊秀  1:06:01307 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾄｼ

1097 佐藤　一智  1:06:06308 福岡県ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ

1062 中村 律夫  1:06:14309 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾘﾂｵ

1130 大谷　浩司  1:06:14310 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ

1363 川瀬 光夫  1:06:15311 宮崎県ｶﾜｾ ﾐﾂｵ

1065 溝口 義徳  1:06:20312 福岡県ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

1072 生田 誠  1:06:32313 熊本県ｲｸﾀ ﾏｺﾄ

1109 高田　青志  1:06:41314 長崎県ﾀｶﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1182 齊藤　止  1:07:04315 長崎県ｻｲﾄｳ ﾄﾄﾞﾑ

1137 石田雅一  1:07:08316 千葉県ｲｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1023 中村 和美  1:07:14317 福岡県ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ

1219 楠本　昭太  1:07:18318 長崎県ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾀ

1370 平野 喜裕  1:07:33319 佐賀県ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ

1328 池野 光晴  1:07:45320 長崎県ｲｹﾉ ﾐﾂﾊﾙ

1229 小林　通弘  1:07:47321 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾋﾛ

1080 玉城　勝司  1:07:47322 沖縄県

1189 小森　亮  1:08:05323 長崎県ｺﾓﾘ ﾘｮｳ

1038 白石 良  1:08:31324 佐賀県ｼﾗｲｼ ﾘｮｳ

1431 藤瀬　大介  1:08:43325

1049 高橋 亮輔  1:08:44326 佐賀県ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

1250 宮本　祐輔  1:08:55327 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1208 秋山　雄輔  1:09:02328 長崎県ｱｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1311 石井 修  1:09:13329 福岡県ｲｼｲ ｵｻﾑ

1307 伊東 猛  1:09:35330 熊本県ｲﾄｳ ﾀｹｼ

1356 野原 恭史  1:09:41331 長崎県ﾉﾊﾗ ﾔｽﾌﾐ

1335 古澤 直也  1:09:58332 佐賀県ﾌﾙｻﾜ ﾅｵﾔ

1334 山口 健四郎  1:09:58333 佐賀県ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾛｳ

1426 山口 峻正  1:10:07334 福岡県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ

1372 川邉 健将  1:10:12335 長崎県ｶﾜﾍﾞ ｹﾝｽｹ

1380 宮原 太郎  1:10:32336 長崎県ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾛｳ

1369 太田 雄三  1:10:33337 長崎県ｵｵﾀ ﾕｳｿﾞｳ

1349 大塚 淳一  1:10:46338 長崎県ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1173 原　直樹  1:10:50339 佐賀県ﾊﾗ ﾅｵｷ

1288 高山 修  1:10:54340 広島県ﾀｶﾔﾏ ｵｻﾑ

1297 山田 耕太郎  1:10:56341 宮城県ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1382 北 貞俊  1:11:04342 長崎県ｷﾀ ｻﾀﾞﾄｼ

1141 濵口 睦明  1:11:08343 長崎県ﾊﾏｸﾞﾁ ﾑﾂｱｷ

1293 福田 敏夫  1:11:15344 福岡県ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｵ

1087 村里裕一  1:11:27345 長崎県ﾑﾗｻﾞﾄﾕｳｲﾁ

1071 大塚 智大  1:12:14346 佐賀県ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ

1211 秋瀬　悠希  1:13:03347 長崎県ｱｷｾ ﾕｳｷ

1027 大北 芳正  1:13:18348 徳島県ｵｵｷﾀ ﾖｼﾏｻ

1162 仲光　祐司  1:14:02349 熊本県ﾅｶﾐﾂ ﾕｳｼﾞ

1375 佐藤 忠浩  1:14:06350 長崎県ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ
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順位 No 氏名 記 録

第6回スポニチバラとワインマラソン in ハウステンボス  2019/6/2（SUN）

地区名
10ｋｍ男子

氏名カナ
1324 黒岩 正明  1:14:45351 神奈川県ｸﾛｲﾜ ﾏｻｱｷ

1036 東原 誠  1:15:01352 福岡県ﾋﾊｼﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ

1041 半田 幸生  1:15:01353 福岡県ﾊﾝﾀﾞ ﾕｷｵ

1112 井上　稜太  1:15:02354 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ

1040 長友 博  1:15:22355 長崎県ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｼ

1105 田渕　一輝  1:15:22356 長崎県ﾀﾌﾞﾁ ｶｽﾞｷ

1106 神谷　学  1:15:22357 長崎県ｶﾐﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ

1427 山根　将平  1:15:51358 長崎県

1378 江頭 芳文  1:15:55359 佐賀県ｴｶﾞｼﾗ ﾖｼﾌﾐ

1148 北川 啓志  1:16:04360 山口県ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1123 松本　倫成  1:16:11361 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁﾅﾘ

1020 渡辺 一正  1:16:34362 福岡県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

1147 川崎 哲也  1:16:53363 佐賀県ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ

1104 神崎　祐一  1:16:59364 長崎県ｶﾝｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

1301 井上 順一  1:17:30365 福岡県ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1228 藤村　誠也  1:17:35366 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲﾔ

1266 光武　剛彦  1:18:06367 ﾐﾂﾀｹ ﾀｹﾋｺ

1433 石井　貴大  1:18:37368

1099 Ｄｉｄｉｋ　Ｅｋｏｐｒｉｙａｎｔｏ  1:19:02369 福岡県ﾃﾞｨﾃﾞｨｸ ｴｺﾌﾟﾘﾔﾝﾄ

1153 神崎　勝彦  1:19:03370 大分県ｶﾝｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ

1429 小野　謙一  1:19:10371

1139 下田 新二  1:19:34372 熊本県ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1069 三星 正彦  1:19:45373 佐賀県ﾐﾎｼ ﾏｻﾋｺ

1180 山田　順司  1:20:09374 長崎県ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1434 前田　洋志  1:20:19375

1098 新羽　達也  1:20:21376 大阪府ﾆﾜ ﾀﾂﾔ

1310 塩崎 恒博  1:20:32377 埼玉県ｼｵｻﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ

1316 深町 浩二  1:21:36378 佐賀県ﾌｶﾏﾁ ｺｳｼﾞ

1019 津田 俊彦  1:21:49379 佐賀県ﾂﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

1014 松尾 達樹  1:22:00380 東京都ﾏﾂｵ ﾀﾂｷ

1035 藤本 新二  1:23:19381 熊本県ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1217 崎原　優乃介  1:23:28382 沖縄県ｻｷﾊﾗ ﾕｳﾉｽｹ

1086 山下 久一  1:25:19383 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｶｽﾞ

1367 藤瀬 正人  1:26:00384 佐賀県ﾌｼﾞｾ ﾏｻﾄ

1383 江口 好徳  1:26:00385 佐賀県ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

1136 丸田 敦史  1:26:14386 長崎県ﾏﾙﾀ ｱﾂｼ

1256 福島　龍一  1:26:40387 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ

1355 江頭 健二  1:41:03388 佐賀県ｴｶﾞｼﾗ ｹﾝｼﾞ
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