
30km

男子の部
1. 145 森本 幸司 モリモト コウジ 熊本県 3:04:04
2. 47 漆上 淳 ウルシガミ ジュン 福岡県 3:17:43
3. 44 横溝 竜也 ヨコミゾ タツヤ 熊本県 3:19:51
4. 5 坂上 健太郎 サカガミ ケンタロウ 福岡県 3:24:08
5. 13 甲斐 智樹 カイ トモキ 福岡県 3:27:58
6. 108 松田 翼 マツダ ツバサ 熊本県 3:38:11
7. 46 齋藤 三平 サイトウ サンペイ 熊本県 3:38:25
8. 57 奥 猛 オク タケシ 鹿児島県 3:38:43
9. 109 上別府 陽介 カミベップ ヨウスケ 宮崎県 3:38:50
10. 141 坂本 博 サカモト ヒロシ 熊本県 3:46:45
11. 130 齊藤 嵩人 サイトウ タカト 福岡県 3:48:40
12. 49 京田 圭一郎 キョウデン ケイイチロウ 鹿児島県 3:50:56
13. 89 三橋 佑耶 ミツハシ ユウヤ 熊本県 3:51:42
14. 104 尾上 宏文 オノウエ ヒロフミ 熊本県 3:51:47
15. 99 山口 駆 ヤマグチ カケル 鹿児島県 3:55:53
16. 45 永田 大樹 ナガタ ダイキ 熊本県 3:59:10
17. 119 田中 秀明 タナカ ヒデアキ 大分県 4:01:48
18. 6 長友 正和 ナガトモ マサカズ 宮崎県 4:02:17
19. 56 市村 優一 イチムラ ユウイチ 熊本県 4:06:25
20. 10 渡辺 敬之 ワタナベ タカユキ 熊本県 4:08:32
21. 103 西原 知宏 ニシハラ トモヒロ 熊本県 4:08:41
22. 94 片桐 崇 カタギリ タカシ 熊本県 4:09:43
23. 91 濱田 洋輔 ハマダ ヨウスケ 熊本県 4:11:48
24. 36 宮崎 貴哉 ミヤザキ タカヤ 熊本県 4:12:26
25. 100 松尾 智彦 マツオ トモヒコ 熊本県 4:15:47
26. 112 原口 一史 ハラグチ カズフミ 長崎県 4:16:09
27. 41 後藤 秀樹 ゴトウ ヒデキ 熊本県 4:16:20
28. 105 村内 裕宜 ムラウチ ヒロノブ 熊本県 4:18:01
29. 82 角 慎也 スミ シンヤ 福岡県 4:18:13
30. 95 工藤 聖 クドウ セイ 熊本県 4:18:52
31. 78 中西 秀徳 ナカニシ ヒデノリ 福岡県 4:20:56
32. 86 尾方 聡 オガタ サトシ 熊本県 4:22:36
33. 17 谷口 総志 タニグチ ソウシ 熊本県 4:22:57
34. 142 沖元 善裕 オキモト ヨシヒロ 熊本県 4:22:57
35. 37 浦田 泰弘 ウラタ ヤスヒロ 熊本県 4:23:04
36. 123 姫野 伸八 ヒメノ シンヤ 大分県 4:23:19
37. 14 堀口 道人 ホリグチ ミチヒト 福岡県 4:23:34
38. 128 甲斐 滉人 カイ ヒロト 宮崎県 4:24:19
39. 9 河田 透 カワタ トオル 熊本県 4:25:28
40. 33 中山 博喜 ナカヤマ ヒロキ 熊本県 4:25:29
41. 110 矢野 真彦 ヤノ マサヒコ 宮崎県 4:26:06
42. 129 吉永 聡史 ヨシナガ ソウシ 宮崎県 4:27:25
43. 83 菅 遼太郎 スガ リョウタロウ 鹿児島県 4:28:08
44. 38 塚本 健二 ツカモト ケンジ 熊本県 4:28:48
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45. 60 岡部 翔太 オカベ ショウタ 滋賀県 4:29:34
46. 118 白川 遼馬 シラカワ リョウマ 長崎県 4:32:07
47. 102 池山 一孝 イケヤマ カズタカ 熊本県 4:32:49
48. 4 古賀 英蔵 コガ エイゾウ 福岡県 4:33:30
49. 116 早﨑 望 ハヤサキ ノゾミ 鹿児島県 4:33:36
50. 54 佐藤 翔 サトウ ナツル 熊本県 4:34:02
51. 107 春山 卓 ハルヤマ タク 鹿児島県 4:36:34
52. 140 林田 大樹 ハヤシダ ダイキ 熊本県 4:38:53
53. 32 吉森 史 ヨシモリ マナブ 鹿児島県 4:39:49
54. 124 荒木 悟 アラキ サトル 長崎県 4:40:23
55. 18 佐藤 康行 サトウ ヤスユキ 鹿児島県 4:40:52
56. 1 石橋 純一 イシバシ ジュンイチ 熊本県 4:41:25
57. 27 平田 淳彦 ヒラタ アツヒコ 福岡県 4:41:28
58. 65 中尾 倫仁 ナカオ ミチヒロ 熊本県 4:41:43
59. 92 木村 崇 キムラ タカシ 熊本県 4:42:05
60. 98 穴井 隆二 アナイ リュウジ 熊本県 4:48:13
61. 55 吉村 剛 ヨシムラ ツヨシ 鹿児島県 4:53:28
62. 79 浦本 康晴 ウラモト ヤスハル 熊本県 4:53:47
63. 62 大土手 滉 オオドテ コウ 宮崎県 4:54:51
64. 87 福田 誠二 フクダ セイジ 熊本県 4:55:38
65. 85 山下 慎一 ヤマシタ シンイチ 福岡県 4:55:52
66. 122 山田 真義 ヤマダ マサヨシ 宮崎県 4:57:57
67. 133 安岡 寛理 ヤスオカ ヒロミチ 熊本県 4:59:58
68. 134 徳永 航 トクナガ ワタル 長崎県 5:05:50
69. 111 林田 考功 ハヤシダ タカノリ 熊本県 5:09:49
70. 50 吉本 亮 ヨシモト リヨウ 東京都 5:13:19
71. 20 吉田 諭祐 ヨシダ ユウスケ 熊本県 5:16:26
72. 8 衛藤 耕平 エトウ コウヘイ 福岡県 5:16:58
73. 24 宮中 修 ミヤナカ オサム 熊本県 5:17:04
74. 76 木村 健一 キムラ ケンイチ 熊本県 5:18:08
75. 31 綾香 博明 アヤカ ヒロアキ 福岡県 5:20:49
76. 135 槻木 正剛 ツキギ セイゴ 熊本県 5:22:08
77. 2 平井 信行 ヒライ ノブユキ 埼玉県 5:25:58
78. 58 星野 伸文 ホシノ ノブフミ 熊本県 5:25:58
79. 90 深田 啓介 フカダ ケイスケ 熊本県 5:29:39
80. 34 吉玉 圭蔵 ヨシタマ ケイゾウ 熊本県 5:32:10
81. 137 石村 謙尚 イシムラ ケンショウ 熊本県 5:33:39
82. 26 宮原 浩 ミヤハラ ヒロシ 熊本県 5:33:51
83. 7 田尻 真一 タジリ シンイチ 熊本県 5:34:08
84. 35 林 尚倫 ハヤシ ナオミチ 熊本県 5:34:26
85. 53 北川 義久 キタガワ ヨシヒサ 熊本県 5:34:40
86. 75 早田 望夢 ソウダ ノゾム 宮崎県 5:39:08
87. 30 小野 亮 オノ アキラ 岡山県 5:40:52
88. 113 平原 健児 ヒラハラ ケンジ 鹿児島県 5:41:36
89. 77 松本 憲吾 マツモト ケンゴ 熊本県 5:42:00
90. 114 柏木 誠也 カシワギ セイヤ 熊本県 5:42:11
91. 115 山本 健太郎 ヤマモト ケンタロウ 熊本県 5:42:12
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92. 106 太田 弘巳 オオタ ヒロミ 熊本県 5:45:04
93. 52 中森 和樹 ナカモリ カズキ 鹿児島県 5:46:03
94. 73 徳永 和也 トクナガ カズヤ 福岡県 5:49:43
95. 117 深田 上 フカダ ノボル 熊本県 5:49:58
96. 25 山田 真実 ヤマダ マコト 熊本県 5:53:38
97. 59 重村 大紀 シゲムラ ヒロキ 福岡県 5:57:09
98. 132 境目 裕介 サカイメ ユウスケ 熊本県 5:57:17
99. 72 竹田 尚史 タケタ ヨシフミ 熊本県 5:58:03
100. 69 花本 大介 ハナモト ダイスケ 宮崎県 5:58:35
101. 63 岡留 健二 オカドメ ケンジ 福岡県 5:59:05
102. 80 阿部 保彦 アベ ヤスヒコ 宮崎県 6:01:22
103. 150 松谷 浩一 マツタニ コウイチ 熊本県 6:06:50
104. 127 森永 和樹 モリナガ カズキ 佐賀県 6:07:45
105. 138 大無田 満浩 オオムタ ミツヒロ 熊本県 6:07:59
106. 96 高宮 修市 タカミヤ シュウイチ 熊本県 6:12:12
107. 139 蓑毛 勇 ミノモ イサム 熊本県 6:27:14
108. 22 旗田 徹 ハタダ トオル 岡山県 6:27:15
DNF 21 梶原 康弘 カジワラ ヤスヒロ 福岡県
DNF 136 髙田 健志 タカダ ケンシ 熊本県
DNS 3 上原 征也 ウエハラ セイヤ 鹿児島県
DNS 16 武下 英雄 タケシタ ヒデオ 福岡県
DNS 23 鎌田 聡 カマタ サトル 熊本県
DNS 42 山﨑 陽 ヤマサキ ヨウ 熊本県
DNS 67 山下 雄二 ヤマシタ ユウジ 宮崎県
DNS 68 田代 智和 タシロ トモカズ 宮崎県
DNS 84 山崎 源太 ヤマサキ ゲンタ 長崎県
DNS 88 山本 和博 ヤマモト カズヒロ 長崎県
DNS 93 古川 太一 フルカワ タイチ 福岡県
DNS 121 平山 賢一 ヒラヤマ ケンイチ 鹿児島県
DNS 125 江藤 大介 エトウ ダイスケ 熊本県
DNS 143 田中 直人 タナカ ナオト 福岡県
DNS 144 小池 卓哉 コイケ タクヤ 宮崎県
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