
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
5ｋｍ男子

氏名カナ
3158 鈴木 樹林  0:16:261 神奈川県ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾘﾝ

3002 安西 健二郎  0:16:432 長崎県ｱﾝｻﾞｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ

3138 三池 浩介  0:16:503 福岡県ﾐｲｹ ｺｳｽｹ

3095 山内　博揮  0:17:044 長崎県ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｷ

3018 加藤 勇希  0:17:205 長崎県ｶﾄｳ ﾕｳｷ

3093 神澤　奉暁  0:17:366 福岡県ｺｳｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ

3167 鳥羽 虹貴  0:17:397 長崎県ﾄﾊﾞ ｺｳｷ

3064 佐藤　雄大  0:17:408 長崎県ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

3098 山下　剛広  0:17:419 長崎県ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

3101 黒川　和樹  0:17:4310 佐賀県ｸﾛｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ

3100 川端　勇樹  0:17:4911 長崎県ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

3132 中村 吉史  0:18:0112 長崎県ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ

3001 鬼島 政春  0:18:1613 福岡県ｷｼﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ

3097 細田　尚吾  0:18:2714 長崎県ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

3130 中川 照章  0:18:3715 長崎県ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ

3144 熊谷 尚久  0:18:4916 熊本県ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾋｻ

3023 阿部 行裕  0:19:0317 佐賀県ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ

3096 市森　貴士  0:19:3418 山口県ｲﾁﾓﾘ ﾀｶｼ

3021 福田 英樹  0:19:4419 長崎県ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

3129 澤井 満治  0:19:5720 長崎県ｻﾜｲ ﾐﾂﾊﾙ

3152 横山 栄人  0:20:0121 福岡県ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾄ

3045 堀口 一寿  0:20:1622 長崎県ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ

3043 内野　湊  0:20:3323 熊本県ｳﾁﾉﾐﾅﾄ

3140 恒松 達也  0:20:4524 佐賀県ﾂﾈﾏﾂ ﾀﾂﾔ

3014 本田 伸雄  0:20:5625 佐賀県ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ

3102 原口　雄二  0:21:0126 長崎県ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

3087 宮本　勝久  0:21:1327 長崎県ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾋｻ

3182 西郷　太朗  0:21:2328 ｻｲｺﾞｳ ﾀﾛｳ

3177 岡 雅泰  0:22:3029 長崎県ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

3099 深松　恵一  0:22:3130 長崎県ﾌｶﾏﾂ ｹｲｲﾁ

3108 山口　竜輔  0:23:0231 ﾔﾏｸﾞﾁﾘｭｳｽｹ

3072 武内　右貴  0:23:0432 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

3150 横山 昴  0:23:0933 福岡県ﾖｺﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ

3116 堤　英毅  0:23:2534 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ

3104 吉瀬　隆夫  0:23:3435 ﾖｼｾ ﾀｶｵ

3178 城間　和巳  0:23:4036 沖縄県

3031 本山 俊次郎  0:23:4437 長崎県ﾓﾄﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

3107 川口　貴裕  0:23:4538 ｶﾜｸﾞﾁﾀｶﾋﾛ

3181 尾田　尊  0:23:5439 ｵﾀﾞ ﾀｶｼ

3151 横山 響  0:23:5940 福岡県ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ

3026 池田 健吾  0:24:3241 佐賀県ｲｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

3123 Hall Elijah  0:24:3842 ﾎｰﾙ ｲﾗｲｼﾞｬ

3017 熊坂 洋三  0:25:0243 東京都ｸﾏｻｶ ﾖｳｿﾞｳ

3114 車 俊太朗  0:25:0444 ｸﾙﾏｼｭﾝﾀﾛｳ

3030 橋本 貴大  0:25:1245 山口県ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

3082 桟 宗利  0:25:1946 長崎県ｶｹﾊｼ ﾑﾈﾄｼ

3145 中川 謙  0:25:2747 長崎県ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ

3183 ショーン  0:25:3548 ｻﾎﾞｰﾝ

3168 三宅 徹郎  0:25:4949 佐賀県ﾐﾔｹ ﾃﾂﾛｳ

3175 穐山武明  0:26:1250 長崎県
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地区名
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3127 西村　洸佑  0:26:3451 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ

3121 中村　和久  0:26:3952 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ

3083 太田 慧  0:26:4953 長崎県ｵｵﾀ ｱｷﾗ

3034 仲地　本一  0:26:5054 沖縄県

3022 福田 竜仁  0:26:5255 長崎県ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ

3109 上田　睦宏  0:27:0556 ｳｴﾀﾞﾑﾂﾋﾛ

3042 古庄　崇浩  0:27:1457 福岡県ﾌﾙｼｮｳﾀｶﾋﾛ

3065 HAGEN BRIAN  0:27:3258 ﾍｰｹﾞﾝ ﾌﾞﾗｲｱﾝ

3179 石川　清安  0:27:4159 沖縄県

3046 鬼丸 新司  0:28:1060 長崎県ｵﾆﾏﾙ ｼﾝｼﾞ

3033 岩崎 雅也  0:28:1461 長崎県ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ

3149 奥富 眞一  0:28:2062 福岡県ｵｸﾄﾐ ｼﾝｲﾁ

3004 梶山 朗  0:28:2463 佐賀県ｶｼﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

3051 村木　和成  0:28:2764 長崎県ﾑﾗｷ ｶｽﾞﾅﾘ

3094 原　信太郎  0:28:2765 長崎県ﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

3146 肉丸 建樹  0:28:3766 大分県ﾆｸﾏﾙ ﾀﾃｷ

3080 貞方　崚太朗  0:28:3867 ｻﾀﾞｶﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ

3155 木口 敦  0:28:5168 佐賀県ｷｸﾞﾁ ｱｯｼ

3131 藤田 博史  0:28:5769 熊本県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

3003 岩橋 晃  0:29:0170 佐賀県ｲﾜﾊｼ ｱｷﾗ

3084 鳴海　幸雄  0:29:0471 長崎県ﾅﾙﾐ ﾕｷｵ

3154 中山 淳次  0:29:0472 佐賀県ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

3070 畑江　剛  0:29:0573 ﾊﾀｴ ﾂﾖｼ

3053 大柳　一彦  0:29:0674 長崎県ｵｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ

3060 神崎　弘範  0:29:1775 長崎県ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ

3005 中吉 初浩  0:29:2376 福岡県ﾅｶﾖｼ ﾊﾂﾋﾛ

3173 齋藤　範夫  0:29:3877

3135 戸田 誠一郎  0:29:4778 奈良県ﾄﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ

3052 前田　耕太郎  0:29:5479 長崎県ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

3103 岳川　昂平  0:30:0480 長崎県ﾀｹｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

3122 山下　純也  0:30:0681 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

3073 楠木　正昭  0:30:1982 ｸｽﾉｷ ﾏｻｱｷ

3086 池田　恭治  0:30:2383 長崎県ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ

3184 森山　佳祐  0:30:2684 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｽｹ

3036 比嘉　祐一  0:30:2685 沖縄県

3040 稲庭　進  0:30:2686 沖縄県

3019 重松 嘉一郎  0:30:4287 佐賀県ｼｹﾞﾏﾂ ｶｲﾁﾛｳ

3035 小橋川　栄立  0:31:0488 沖縄県

3032 平山 和博  0:31:1189 長崎県ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

3088 園田　豊  0:31:1890 熊本県ｿﾉﾀﾞ ﾕﾀｶ

3067 渡部　明理  0:31:2491 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾘ

3006 南 浩一  0:31:2592 福岡県ﾐﾅﾐ ｺｳｲﾁ

3156 福田 和真  0:31:3793 佐賀県ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

3029 白木 亮輔  0:31:3794 福岡県ｼﾗｷ ﾘｮｳｽｹ

3027 副島 洋光  0:31:3895 福岡県ｿｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ

3061 浦上　大毅  0:31:4496 熊本県ｳﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ

3079 三原　涼  0:32:0797 ﾐﾊﾗ ﾘｮｳ

3016 田邊 剛  0:32:1698 福岡県ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

3056 上野　貴史  0:32:2599 熊本県ｳｴﾉ ﾀｶﾌﾐ

3118 山口　慎介  0:32:44100 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ
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地区名
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3013 荒武 誠  0:32:44101 福岡県ｱﾗﾀｹ ﾏｺﾄ

3049 神崎　亮一  0:32:46102 大分県ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ

3113 岩永　卓巳  0:33:01103 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

3147 苗床 稔  0:33:05104 熊本県ﾅｴﾄｺ ﾐﾉﾙ

3091 井手　啓介  0:33:18105 長崎県ｲﾃﾞ ｹｲｽｹ

3090 中田　勇  0:33:18106 熊本県ﾅｶﾀ ｲｻﾑ

3134 池田 拡光  0:34:02107 福岡県ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

3176 早坂昇平  0:34:11108 長崎県

3115 唐津　泰輝  0:34:15109 ｶﾗﾂ ﾀｲｷ

3137 薬師寺 結希  0:34:20110 長崎県ﾔｸｼｼﾞ ﾕｳｷ

3041 平良　孝幸  0:34:52111 沖縄県

3120 西村　庄市  0:35:11112 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ

3007 斉藤 幸雄  0:35:18113 福岡県ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ

3077 網田　崇大  0:35:20114 ｱﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ

3020 菅崎 直幸  0:35:32115 佐賀県ｽｶﾞｻｷ ﾅｵﾕｷ

3063 江頭　俊秋  0:35:52116 長崎県ｴｶﾞｼﾗ ﾄｼｱｷ

3110 山崎　亨  0:36:08117 ﾔﾏｻｷ ﾄｵﾙ

3047 柴田明  0:36:11118 千葉県ｼﾊﾞﾀｱｷﾗ

3055 松村　聡  0:36:28119 長崎県ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｼ

3058 青木　祐二  0:36:29120 長崎県ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ

3075 高尾　浩之  0:36:43121 ﾀｶｵ ﾋﾛﾕｷ

3157 大場 一介  0:37:09122 長崎県ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ

3153 田中 剛  0:37:21123 福岡県ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ

3009 大坪 和秀  0:37:33124 佐賀県ｵｵﾂﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

3048 西田　要  0:38:10125 佐賀県ﾆｼﾀﾞ ｶﾅﾒ

3008 篠原 喜満  0:38:20126 福岡県ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ

3162 土井 博文  0:38:31127 長崎県ﾄﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ

3050 満居　浩  0:38:38128 長崎県ﾐﾂｲ ﾋﾛｼ

3066 平田　祐也  0:38:39129 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾔ

3039 島福　善弘  0:38:54130 沖縄県

3171 福塚　一哉  0:38:55131

3105 浅田　伊織  0:39:43132 ｱｻﾀﾞ ｲｵﾘ

3174 野尻　博文  0:39:59133

3141 今村 裕興  0:40:04134 長崎県ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｵｷ

3166 龍 芳洋  0:40:40135 福岡県ﾘｭｳ ﾖｼﾋﾛ

3025 袴田 健吾  0:40:42136 宮崎県ﾊｶﾏﾀ ｹﾝｺﾞ

3024 土井 章裕  0:40:54137 佐賀県ﾄﾞｲ ｱｷﾋﾛ

3011 丸山 篤  0:41:10138 熊本県ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ

3111 平井　慶彦  0:41:25139 ﾋﾗｲ ﾖｼﾋｺ

3125 根本　健多  0:42:08140 ﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ

3160 藤原 翔太  0:42:35141 長崎県ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

3159 西村 公俊  0:42:41142 長崎県ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

3165 秋月 雅史  0:42:41143 長崎県ｱｷﾂﾞｷ ﾏｻｼ

3163 森田 和昭  0:42:42144 長崎県ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｱｷ

3161 作元 亮介  0:42:42145 長崎県ｻｸﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

3112 岩永　誠  0:42:51146 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｺﾄ

3085 野田　通義  0:43:14147 長崎県ﾉﾀﾞ ﾐﾁﾖｼ

3015 池田 辰寛  0:44:09148 福岡県ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ

3172 久保　良輔  0:44:32149

3012 野田 政輝  0:44:34150 熊本県ﾉﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ
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3124 吉永　翔平  0:45:37151 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳﾍｲ

3180 松村　利芸  0:45:41152 熊本県ﾏﾂﾑﾗｶﾂﾉﾘ

3069 奈須　弘道  0:45:45153 ﾅｽ ﾋﾛﾐﾁ

3010 那須 竜児  0:46:02154 宮崎県ﾅｽ ﾘｭｳｼﾞ

3081 末安　輝旭  0:46:41155 ｽｴﾔｽ ﾃﾙｱｷ

3028 德永 亮治  0:47:21156 鹿児島県ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ

3044 戸次 欣也  0:49:30157 大分県ﾍﾞｯｷ ｷﾝﾔ

3117 中島　聖洋  0:49:35158 ﾅｶｼﾏ ｾｲﾖｳ

3119 光武　一彦  0:51:20159 ﾐﾂﾀｹ ｶｽﾞﾋｺ

3164 森田 翼  0:53:22160 長崎県ﾓﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ

3057 松尾　一樹  0:53:56161 長崎県ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ

3059 二澤　順  0:56:15162 長崎県ﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝ

3071 甲斐　剛  0:56:15163 ｶｲ ﾂﾖｼ

3185 杉浦 一馬  0:56:16164 長崎県ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾏ

3054 中井　俊介  0:56:16165 長崎県ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ

3074 山口　真路  0:56:59166 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ

3076 大津　卓也  1:00:05167 ｵｵﾂ ﾀｸﾔ
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