
種目番号 氏名漢字 都道府名陸連登録団体名■ 氏名（ローマ字）

■カテゴリー１

招待 1 大六野　秀畝 宮崎 旭化成 Dairokuno　Shuho

招待 2 市山　翼 茨城 小森コーポレーション Ichiyama　Tsubasa

招待 3 細森　大輔 富山 ＹＫＫ Hosomori　Daisuke

招待 4 藤曲 寛人 福岡 トヨタ自動車九州 Fujimagari　Hiroto

招待 5 藤川 拓也 広島 中国電力 Fujikawa　Takuya

招待 6 小山 裕太 愛知 トーエネック Koyama　Yuta

招待 7 橋本 崚 埼玉 ＧＭＯインターネットグループ Hashimoto　Ryo

招待 8 北島 寿典 福岡 安川電機 Kitajima　Hisanori

102 兼実 省伍 広島 中国電力 Kanezane　Syogo

103 鈴木 忠 静岡 スズキ Suzuki　Tadashi

104 ワークナー・デレセ 佐賀 ひらまつ病院 Workneh　Derese

105 吉村 大輝 宮崎 旭化成 Yoshimura　TaikiI

106 奥谷 裕一 徳島 大塚製薬 Okutani　Yuichi

107 谷川 智浩 東京 コニカミノルタ Tanigawa　Tomohiro

108 藤井 祐希 山口 トクヤマ Fujii　Yuki

109 岡山 春紀 埼玉 コモディイイダ Okayama　Haruki

110 牧野 冴希 埼玉 趣味の集い Makino　Saeki

111 河野 孝志 埼玉 豊岡ＲＣ Kouno　Takashi

112 渡邉 清紘 山形 ＮＤソフト Watanabe　Kiyohiro

113 川内 鮮輝 東京 Ｊａｙｂｉｒｄ Kawauchi　Yoshiki

114 小田 俊平 兵庫 コマネチランニング Oda　Syunpei

115 山田 泰生 東京 東京陸協 Yamada　Hiroki

116 甲斐 大貴 千葉 東京陸協 Kai　Hiroki

117 有馬 圭祐 福岡 ラダーフラット Arima　Keisuke

118 山田 祐生 埼玉 まるお製作所 Yamada　Yuki

119 山口 純平 東京 ＥＬＤＯＲＥＳＯ Yamaguchi　Jumpei

120 柴田 憲志 三重 三重陸協 Shibata　Kenshi

121 木津 晶夫 東京 カネボウ Kizu　Masao

122 藤原 舜 岡山 ジップ Fujiwara　Shun

123 梅本 和海 熊本 熊本県庁 Umemoto　Kazuumi

124 迫田 祐二 埼玉 自衛隊体育学校 Sakoda　Yuji

125 谷 星輝 東京 アスリートエージェント Tani　Hoshiki

126 原嶋 渓 愛知 中央発條 Harashia　Kei

127 竹中 俊樹 和歌山 和歌山ＲＣ Takenaka　Toshiki

128 佐竹 一弘 静岡 御殿場滝ヶ原自衛隊 Satake　Kazuhiro

129 有重 和人 山口 ＪＲ西日本陸上クラブ Arishige　Kazuto

130 小島 大明 愛知 トヨタ紡織 Kojima　Haruaki

132 友森 敬一郎 山口 周南市陸協 Tomomori　Keiichiro

133 松本 圭祐 福岡 久留米大学 Matsumoto Keisuke

134 福地 宏行 長崎 アイワ商事 Fukuchi　Hiroyuki

135 渡邊 智也 大分 大分市消防局 Watanabe　Tomoya

136 前田 洋輔 兵庫 パナソニックＬＳ Maeda　Yosuke

137 川崎 友輝 東京 ＮＤソフト Kawasaki　Yuki

138 鈴木 智 東京 八王子富士森走友会 Suzuki　Satoru

139 小澤 智宏 東京 東京都庁 Ozawa　Tomohiro

140 伊藤 育生 千葉 千葉陸協 Yasuo　Ito

141 藤原 拓 東京 東京都庁 Fujiwara　Taku

142 山本 浩平 熊本 熊本県庁 Yamamoto　Kohei

143 福本 雄貴 長崎 長崎市陸協 Fukumoto　Yuuki

144 津田 昌樹 愛知 愛知県庁クラブ Tsuda　Masaki

145 西浦 孝則 富山 ＴＥＡＭ　Ｈａｌｌｙ Nishiura　Takanori

146 荒木 啓至 千葉 ＲＵＮＷＥＢ Araki　Hironori

147 土谷 和貴 東京 Ｊａｙｂｉｒｄ Tsuchiya　Kazuki

148 小山 大輝 東京 東京陸協 Koyama　Daiki

149 佐々木 正志 東京 東京陸協 Sasaki　Masashi

150 筒井 恵也 埼玉 埼玉陸協 Tsutsui　Keiya



151 桟敷 正志 三重 三重陸協 Sanjiki　Masashi

152 山本 啓輔 島根 ホシザキ Yamamoto　Keisuke

153 玉澤 良太 千葉 千葉陸協 Tamazawa　Ryota

154 木村 直樹 山口 トクヤマ Kimura　Naoki

155 内海 健 長崎 佐世保市陸協 Utsumi　Aakeru

156 板橋 大輔 千葉 日本製鉄君津 Itabashi　Daisuke

157 伊藤 達哉 青森 青森陸協 Ito　Tatsuya

158 田中 大地 大分 大分市消防局 Tanaka　Daichi

159 藤田 悠 山口 岩国市陸協 Fujita　Yu

160 小野 喜之 岡山 倉敷福田走友会 Ono　Yoshiyuki

161 小谷 徹也 千葉 千葉陸協 Kotani　Tetsuya

162 永田 務 新潟 新潟市陸協 Nagata　Tsutomu

163 島田 博行 大阪 大阪長居ＡＣ Shimada　Hiroyuki

164 西山 優 奈良 ＴＥＡＭ奈良 NISHIYAMA　YU

165 東本 裕斗 三重 三重陸協 Higashimoto　Yuto

166 河野 陽一 東京 ＪＰ日本郵政グループ Kono　Yoichi

167 高見 雄飛 山口 長門市役所 Takami　Yuhi

168 池亀 透 兵庫 ＧＲｌａｂ兵庫 Ikegame　Toru

169 神谷 真規 愛知 ＴＷＲＣ Kamiya　Masanori

170 坂口 広大 千葉 川崎市陸協 Sakaguchi　Kodai

171 嵜本 晃次 兵庫 兵庫陸協 Sakimoto　Koji

172 岡野 耕大 山口 長門市役所 Okano　Yasuhiro

173 花井 志朗 北海道 クラブＲ２北海道 Hanai　Shiro

174 川原 一起 福岡 筑紫ＡＣ Kawahara　Kazuki

175 蒲池 直樹 愛知 本城陸上クラブ Kamachi　Naoki

176 福岡 恒 熊本 ＧＧＲＣ熊本 Fukuoka　Ko

177 中島 充博 栃木 上尾市陸協 Nakajima　Michihiro

178 矢島 雄平 東京 千曲市陸協 Yajima　Yuhei

179 青木 純 茨城 ＲＵＮＳ Aoki　Jun

180 濱崎 武雅 東京 ｇａｔｅａｍ Hamazaki　Muga

181 金野 人史 青森 吉崎倶楽部 Hitoshi　Kinno

182 吉田 祐太朗 大分 杵築速見消防組合 Yoshida　Yutarou

183 中川 学 静岡 Ｈｏｎｄａ－ＲＣ Nakagawa　Manabu

184 岩山 海渡 奈良 奈良陸協 Iwayama　Kaito

185 友井 悠人 長野 諏訪市陸協 Tomoi　Yuto

186 能城 秀雄 千葉 住友不動産ＥＳ NOJO　HIDEO

187 平垣内 章久 広島 呉市陸協 Hiragakiuchi　Akihisa

188 山崎 哲平 山口 関門ＲＰ Yamasaki　Teppei

189 麻生 英一 福岡 湯布院ハンモックＡＣ Asou　Eiichi

190 冨高 一成 福岡 北九州ＲｉＣ Tomitaka Kazunari

191 中村 幸成 福岡 ＪＲ九州 Nakamura　Kosei

192 東 徹 広島 大和走友会 Higashi　Toru

193 廣岡 隆二 大分 宇佐市陸協 Hirooka　Ryuji

194 杉枝 真二 熊本 スカイヴィレッジ Sugieda　Shinji

195 永井 誠 埼玉 埼玉陸協 Nagai　Makoto

196 大澤 太一 宮城 ＴＥＡＭみちのく Osawa　Taichi

197 田村 拓実 埼玉 東京陸協 Tamura　Takumi

198 山村 征希 神奈川 横浜市陸協 Yamamura　Seiki

199 澤井 玄 北海道 作.ＡＣ北海道 Sawai　Gen

200 川崎 雄哉 静岡 御殿場 滝ヶ原自衛隊 Kawasaki　Yuya

201 浜地 洋輔 福岡 福岡陸協 Hamachi　Yosuke

202 古和田 響 東京 埼玉陸協 Kowada　Hibiki

203 長柄 良明 愛知 エンジン技術部 Nagara　Yoshiaki

204 備後 雅徳 愛知 トヨタＳＣ Masanori　Bingo

205 畑山 修生 福岡 ＪＲ九州 Hatayama　Nobuki

206 宮原 武也 東京 千葉韋駄天ＡＣ Miyahara　Takeya

207 稲田 翔威 埼玉 コモディイイダ Inada　Syoi

208 藤原 洋志 大分 大分陸協 Fujiwara　Hiroshi



209 太田 智也 東京 東京陸協 Ota　Tomoya

210 三浦 翔 東京 ポポロＡＣ Miura　Sho

211 東田 薫 大阪 芥川ランナーズ Higashida　Kaoru

212 阿部 健太郎 埼玉 埼玉陸協 Abe　Kentaro

213 森山 青空 佐賀 佐賀陸協 Moriyama　Sora

214 江本 英卓 東京 えもと塾 Emoto　Suguru

215 佐藤 大和 熊本 不知火ＲＣ Sato　Yamato

216 原田 麟太郎 京都 ＦＲＥＥＲＵＮ Harada　Rintaro

217 川瀬 裕輔 新潟 ＮＰＲＣ Kawase　Yusuke

218 外池 翔太郎 千葉 千葉陸協 Toike　Shotaro

219 石谷 公平 宮崎 日向市陸協 Ishiya　Kohei

220 中野 正人 茨城 日製日立 Nakano　Masato

221 大関 喜幸 群馬 ＳＵＢＡＲＵ　ＲＣ Oseki　Yoshiyuki

222 野儀 晋一 福岡 福岡陸協 Nogi　Shinichi

223 林 英明 東京 セントポールクラブ Hayashi　Hideaki

224 山口 航 千葉 千葉陸協 Yamaguchi　Wataru

225 伏木 蒼太郎 東京 八王子富士森走友会 Fushiki　Sotaro

226 東小薗 慎介 大阪 ＤＥＥＡＲＳ Higashikozono　Shinsuke

227 松嶋 成治 熊本 ｌａｄｄｅｒｆｌａｔ Matsushima　Seiji

228 小野 智之 福岡 まどかＲＣ Ono　Tomoyuki

229 西村 広和 滋賀 滋賀陸協 Nishimura　Hirokazu

230 清水 琢馬 群馬 上州アスリートクラブ Shimizu　Takuma

231 孫田 礼人 東京 小松島市陸協 Magota　Ayato

232 神志那 優輝 大分 大分市消防局 Kojina　Yuki

233 廣瀬 史明 福岡 福岡陸協 hirose　fumiaki

234 吉崎 佑 茨城 日製日立 Yoshizaki　Tasuku

235 木原 圭一 熊本 熊本陸協 kihara　keiichi

236 國米 裕介 福岡 福岡陸協 Kokumai　Yusuke

237 岡 秀哲 大阪 大阪市役所 Oka　Hideaki

238 笹井 卓 北海道 十勝陸協 Sasai　Taku

239 濱松 主臣 東京 東京陸協 Hamamatsu　Kazuomi

240 谷口 隆司 兵庫 姫路市陸協 Taniguchi　Takashi

241 傳野 剛 大阪 ＤＥＥＡＲＳ Denno　Tsuyoshi

242 安田 砂土志 埼玉 埼玉陸協 Yasuda　Satoshi

243 尾形 直樹 長野 松本市陸協 Ogata　Naoki

244 森藤 潤 広島 廿日市市陸協 Morifuji　Jun

245 佐藤 大輔 神奈川 横浜市陸協 Sato　Daisuke

246 谷口 幸治 岐阜 ＫＹＢ Taniguchi　Koji

247 不破 佑太 京都 京都陸協 Fuwa　Yuta

248 羽川 英一 長野 茅野市陸協 Hagawa　Eiichi

251 赤﨑 暁 福岡 九電工 Akasaki　Akira

252 大山 憲明 東京 コニカミノルタ Oyama　Noriaki

253 綿谷 幸治 山口 山口県庁 Watatani　Koji

255 古賀 淳紫 福岡 安川電機 Koga　Kiyoshi

256 西山 雄介 愛知 トヨタ自動車 Nishiyama　Yusuke

257 馬場　祐輔 茨城 小森コーポレーション Baba　Yusuke

258 相葉 直紀 広島 中電工 Aiba　Naoki

259 鎧坂 哲哉 宮崎 旭化成 Yoroizaka Tetsuya

260 中西 亮貴 愛知 トーエネック Nakanishi　Riki

261 宮坂 大器 東京 青山学院大学 Miyasaka Taiki

262 西久保 遼 東京 青山学院大学 Nishikubo Ryo

263 川田 裕也 群馬 ＳＵＢＡＲＵ Kawata　Yuya

264 伊勢 翔吾 東京 コニカミノルタ Ise　Shogo

265 伊東 颯汰 福岡 九電工 Ito　Souta

266 杉保 滉太 静岡 スズキ Sugiho　Kota

267 飯田 貴之 東京 青山学院大学 Iida Takayuki

268 江島 崚太 長崎 三菱重工 Ejima　Ryota

269 國行 麗生 徳島 大塚製薬 Kuniyuki　Reo



270 近藤 幸太郎 東京 青山学院大学 Kondo Kotaro

271 阿部 飛雄馬 東京 東京大学大学院 Abe　Hyuma

272 山口 武 福岡 西鉄 Yamaguchi　Takeru

273 高林 遼哉 静岡 ＳＴメイセイ Takabayashi　Ryoya

275 鈴木 卓也 千葉 ニッポンランナーズ Suzuki　Takuya

277 伊原 直斗 広島 ＪＦＥスチール Ihara　Naoto

278 古賀 裕樹 福岡 西鉄 Koga　Hiroki

279 渡邊 力将 京都 ＮＴＴ西日本 Watanabe　Rikinobu

281 横田 俊吾 東京 青山学院大学 Yokota Shungo

282 塩田 匠 埼玉 田園クラブ Shioda　Takumi

283 鶴田 眞大 熊本 オーデンＡＣ Tsuruta　Masahiro

284 前田 拓海 神奈川 慶應義塾大学 Maeda　Takumi

285 松尾 尚輝 神奈川 明治大学 Matsuo　Naoki

286 渡邊 晶紀 静岡 静岡陸協 Watanabe　Aki

287 池中 貴史 奈良 大阪教育大学 Ikenaka　Takafumi

288 木村 大地 宮城 宮城陸協 Kimura　Daichi

289 原田 拓 愛知 ＦＲＯＧ Harada　Taku

290 坂本 陽平 滋賀 てるみんＲＣ Sakamoto Yohei

291 高橋 正俊 大阪 岡山ＡＣ Takahashi　Masatoshi

292 山田 龍 神奈川 関東学院大学 Yamada　Ryu

293 新田 雄大 三重 三重陸協 Nitta　Yudai

294 園田 英義 愛知 ＴＰＡＣ Sonoda　Hideyoshi

295 水口 涼 山口 関西学院大学 Minakuchi　Ryo

296 稗田 将大 福岡 ＪＲ九州 Hieda　Masahiro

297 生田目 大輔 埼玉 駿河台大学 Namatame　Daisuke

298 河北 竜治 神奈川 厚木市陸協 Kawakita　Ryuji

299 加藤 拓海 千葉 ＲＦＡＪａｐａｎ Kato　Takumi

300 加藤 悠生 埼玉 東京大学 Kato　Yuki

301 宇佐美 亮児 神奈川 横浜市陸協 Usami　Ryoji

302 後藤 将友 福岡 ＪＲ九州 Goto　Masatomo

303 中村 雄人 大分 玖珠郡陸協 Nakamura　Yuto

304 後藤 毅 茨城 茨城陸協 Goto　Tsuyoshi

305 桑原 良輝 大分 杵築市陸協 Kuwabara　Yoshiki

306 原 謙二郎 長野 飯田市陸協 Hara　Kenjiro

307 門田 章央 兵庫 明石大橋ＡＣ Kadota　Akihiro

308 佐藤 駿太郎 栃木 栃木陸協 Sato　Syunntaro

309 利根川 裕雄 長野 アルプスツール Tonegawa　Hiroo

310 渡辺 暁雄 熊本 熊本山鹿ＲＣ Watanabe　Akio

311 中田 崇志 東京 関東ＲＣ Nakata　Takashi

312 齋藤 俊平太 神奈川 横浜市陸協 Saito　Shumpeita

313 生井 将人 東京 茨城陸上競技会 Namai　Masato

314 有村 誠太朗 千葉 千葉陸協 Arimura　Seitaro

315 坂本 大輔 兵庫 ＡＳＡＧＯ　Ｔ&Ｆ Sakamoto　Daisuke

316 池田 祐樹 佐賀 佐賀陸協 Ikeda　Yuki

317 杉山 悠 栃木 栃木陸協 Sugiyama　Yu

318 原田 幸秀 愛知 三菱重工名古屋 Harata　Yukihide

319 海津 淳 東京 本荘由利陸協 Kaizu　Jun

320 日野 裕貴 兵庫 西宮市陸協 Hino　Yuki

321 秋山 陽祐 茨城 日製日立 Akiyama　Yosuke

322 行本 尚史 神奈川 ＲＤＣ　ＲＣ Yukimoto　Hisashi

323 瀬川 京祐 神奈川 横浜国立大学 Segawa　Keisuke

324 東田 直樹 奈良 ＴＥＡＭ奈良 Higashida　Naoki

325 横田 健剛 埼玉 東京理科大学 Yokota　Kengo

326 袴田 翔 東京 内田治療院陸上部 Hakamata　Sho

327 小野 知大 宮崎 旭化成 Ono　Chihiro

■ペースメーカー

41 設楽　悠太 JPN Ｈｏｎｄａ Shitara　Yuta



42 ジョセフ・カランジャ KEN 愛知製鋼 Joseph　Karanja

43 ノア・キプリモ KEN 日本薬科大学 Noah 　Kiplimo

44 照井　明人 JPN ＳＵＢＡＲＵ Terui　Akito

45 チャールズ・ワンジク・カマウ KEN 武蔵野学院大学 Charles　Wanjiku　Kamau

■IPC（ブラインド部門）

51 堀越　信司 大阪 NTT西日本 Horikoshi　Shinji

52 熊谷　豊 東京 三井住友海上 Kumagai　Yutaka

53 高井　俊治 徳島 D2C Takai　Toshiharu

54 和田　伸也 大阪 長瀬産業 Wada　Shinya

55 山下　慎治 福岡 コロプラ Yamashita　Shinji

56 唐澤　剣也 群馬 群馬社福事業団 Karasawa　Kenya

57 米岡　聡 東京 三井住友海上 Yoneoka　Satoshi

71 道下　美里 福岡 三井住友海上 Michisita　Misato

72 藤井　由美子 滋賀 びわこタイマーズ Fujii　Yumiko

73 近藤　寛子 滋賀 滋賀銀行 Kondo　Hiroko

74 井内　菜津美 京都 みずほFG Inouchi　Natsumi

75 西村　千香 大阪 岸和田健康クラブ Nishimura　Chiharu

76 金野　由美子 東京 JBMA Konno　Yumiko

77 和木　茉奈海 大阪 JBMA Waki　Manami

■大分県在住者

403 高藤 夕揮 大分 宇佐市陸協 Takafuji　Yuki

412 穴井 雄大 大分 中央発条工業 Anai　Katsuhiro

469 吉川 昌宏 大分 杵築市陸協 Yoshikawa　Masahiro

626 河村 剛 大分 大分陸協 Kawamura　Tsuyoshi

635 中原 義浩 大分 中津市陸協 Nakahara　Yoshihiro

670 三浦 健次 大分 豊後大野陸協 Miura　Kenji

733 内田 涼太 大分 大分市消防局 Uchida　Ryota

750 安部 康暢 大分 杵築市陸協 Abe　Yasunobu

807 鴛海 奉守 大分 大分陸協 Oshiumi　Tatemori

858 関 隆晴 大分 大分県庁 Seki　Takaharu

941 藤田 晋 大分 大分陸協 Fujita　Susumu

1055 安部 修司 大分 宇佐陸協 Abe　Shuji　

1085 藤野 優也 大分 大分陸協 Fujino　Yuya

1103 久保 壮大 大分 大分陸協 Kubo　Takehiro　

1121 田嶋 昭彦 大分 大分陸協 Tashima　Akihiko

1124 清水 利活 大分 大分陸協 Shimizu　Toshikatsu

1127 松本 充弘 大分 大分陸協 Matsumoto　Mituhiro

1186 森崎 敦 大分 大分陸協 Morisaki　Atsushi

1198 新貝 孝宏 大分 家島ランナーズ Shingai　Takahiro

1238 釘岡 適良 大分 大分陸協 Kugioka　Tekira

1242 佐藤 良昭 大分 大分陸協 Sato　Yoshiaki

1257 島末 裕 大分 オスプレイズ Shimasue　Yu

1262 亀安 勇斗 大分 ダイハツ九州駅伝部 Kameyasu　Yuto

1270 小ヶ内 雄斗 大分 大分陸協 Ogauchi　Yuto

1274 上尾 克治 大分 家島ランナーズ Agario　Katsuji

1320 高井 風馬 大分 家島ランナーズ Takai　Fuma

1343 井上 大知 大分 大分陸協 Inoue　Daichi

1357 山本 拓也 大分 大分陸協 Yamamoto　Takuya

1388 米村 祐輔 大分 大分陸協 Yonemura　Yusuke

1399 池冨 智 大分 大分陸協 Iketomi　Satoshi

1414 堀 勇進 大分 大分陸協 Hori　Yushin

1439 志賀 竜馬 大分 大分陸協 Shiga　Ryoma

1441 橋口 靖則 大分 大分陸協 Hashiguchi　Yasunori

1464 三重野 正道 大分 別府マラソンクラブ Mieno　Masamichi

1472 伊東 忠彦 大分 大分陸協 Ito　Tadahiko

1495 後藤 智晃 大分 大分陸協 Goto　Tomoaki



1554 河野 幸夫 大分 別府市役所 Kono　Yukio

1628 後藤 秀文 大分 家島ランナーズ Goto　Hidefumi

1645 堂原 一将 大分 大分陸協 Dohara　Kazumasa

1666 藤井 和輝 大分 大分陸協 Fujii　Kazuki

1691 大成 忍 大分 豊後高田陸協 Onari　Shinobu

1838 添田 宏和 大分 大分県庁 Soeda　Hirokazu

1847 角 勇人 大分 大分陸協 Sumi　Hayato

1869 中島 益章 大分 大分陸協 Nakashima　Masaaki

1880 秋山 祐葵 大分 大分陸協 Akiyama　Yuuki

1899 小倉 賢 大分 大分陸協 Ogura　Satoshi

1924 正岡 良彦 大分 大分陸協 Masaoka　Yoshihiko

1933 野尻 健司 大分 大分陸協 Nojiri　Kenshi

1941 藤山 恭啓 大分 大分陸協 Fujiyama　Yasuhiro

1960 小手川 忠嗣 大分 家島ランナーズ Kotegawa　Tadatsugu

1965 染矢 雄二 大分 二豊ＡＣ Someya　Yuji

2010 川野 祥吾 大分 大分陸協 Kawano　Shogo

2104 野仲 勝彦 大分 大分陸協 Nonaka　Katsuhiko

2140 森下 正起 大分 クラブＲ２九州 Morishita　Masaoki

2141 住野 泰弘 大分 大分陸協 Sumino　Yasuhiro　

2143 上村 良友 大分 大分陸協 Uemura　Yoshitomo

2162 金澤 健 大分 大分県庁 Kanazawa　Takeshi

2192 馬渡 範久 大分 大分陸協 Mawatari　Norihisa

2201 吉田 忠春 大分 大分陸協 Yoshida　Tadaharu

2241 菅田 光司 大分 大分陸協 Sugata　Koji

2273 尾﨑 陽一 大分 大分ＵＭＣ Ozaki　Yoichi

2276 小田 剛正 大分 別大マラソンクラブ Oda　Takamasa

2298 松尾 裕之 大分 大分陸協 Matsuo　Hiroyuki

2299 松尾 亮 大分 大分陸協 Matsuo　Ryo

2307 田中 智洋 大分 大分陸協 Tanaka　Tomohiro

2335 吉松 敏郎 大分 別府マラソンクラブ Yoshimatu　Toshiyo

2337 吉永 真輝 大分 杵築市陸協 Yoshinaga　Masaki

2341 河合 健太 大分 大分陸協 Kawai　Kenta

2364 三重野 利広 大分 大分ＵＭＣ Mieno　Toshihiro

2388 河内山 亮 大分 大分陸協 Kouchiyama　Toru

2406 丸山 雅裕 大分 佐伯市駅伝チーム Maruyama　Masahiro

2426 池田 顕一郎 大分 ランニングチーム別府 Ikeda　Kenichiro

2437 大野 高洋 大分 ランニングチーム別府 Ono　Takahiro　

2440 板清 淳一 大分 大分県庁 Itakiyo　Junichi

2442 加藤 寿倖 大分 福岡陸協 Kato　Hisayuki

2462 甲原 芳範 大分 大分陸協 Kobara　Yoshinori

2488 宇都宮 淳 大分 ウルトラマラソンクラブ Utsunomiya　Jun

2504 河野 拓実 大分 大分陸協 Kono　Takumi

2516 新田 城二 大分 大分陸協 Nitta　Joji

2526 矢野 智也 大分 フンドーキン醤油 Yano　Tomoya

2608 久下 陽輔 大分 大分陸協 Hisaka　Yosuke

2627 今野 剛志 大分 宇佐市陸協 Konno　Goshi

2629 井田 憲男 大分 大分陸協 Ida　Norio

2635 前田 真一 大分 家島ランナーズ Maeda　Shinichi

2644 矢野 恵 大分 大分陸協 Yano　Megumi

2647 三城 英昭 大分 臼杵陸協 Mishiro　Hideaki

2654 小笠原 貴祥 大分 大分陸協 Ogasawara　Takayoshi

2658 赤尾 健司 大分 大分陸協 Akao　Kenji

2677 宇都宮 尚代 大分 大分陸協 Utsunomiya　Naoyo

2682 藤波 奈美 大分 豊後高田市陸協 Fujinami　Nami

2685 豊田 源太郎 大分 別府マラソンクラブ Toyoda　Gentaro

2694 那須 祐輔 大分 大分マスターズ陸上 Nasu　Yusuke

2711 衛藤 量一 大分 大分陸協 Eto　Ryoichi

2714 佐藤 啓史 大分 速見駅伝 Sato　Hirofumi



2718 倉原 郁 大分 竹田市陸協 Kurahara　Kaoru

2729 相良 貴進 大分 クラブＲ２九州 Sagara　Takanobu

2747 藤嶋 司 大分 大分陸協 Fujishima　Tsukasa

2751 仲前 浩之 大分 岸和田健康クラブ Nakamae　Hiro

2756 金田 茂 大分 大分陸協 Kaneda　Shigeru　

2761 阿南 肇 大分 大分陸協 Anan　Hajime

2774 高木 崇 大分 大分陸協 Takaki　Takashi

2815 内田 典子 大分 大分陸協 Uchida　Noriko

2820 久保田 吉文 大分 大分陸協 Kubota　Yoshifumi

2823 濱本 真治 大分 大分陸協 Hamamoto　Shinji

2827 清水 誉之 大分 大分陸協 Shimizu　Takayuki

2846 小手川 大海 大分 由布市陸協 Kotegawa　Hiromi

2855 行平 敏郎 大分 大分陸協 Yukihira　Toshiro

2867 河野 誠二 大分 大分ＵＭＣ Kawano　Seiji

2888 大空 功典 大分 大分陸協 Ozora　Kosuke

2889 児玉 裕一郎 大分 大分陸協 Kodama　Yuichiro

2903 佐藤 道明 大分 大分陸協 Sato　Michiaki　

2904 平田 和彦 大分 国東市陸協 Hirata　Kazuhiko

2917 工藤 啓祐 大分 大分陸協 Kudo　Keisuke

2922 新貝 学 大分 中津陸協 Shingai　Manabu

2928 足立 幸保 大分 大分陸協 Adachi　Yukiyasu

2931 匹田 順也 大分 別府マラソンクラブ Hikida　Junya

2933 喜多 洋一 大分 フンドーキン醤油 Kita　Yoichi

2936 赤尾 龍司 大分 大分陸協 Akao　Ryuji

2949 内田 明浩 大分 別府マラソンクラブ Uchida　Akihiro

2967 近藤 智也 大分 大分陸協 Kondo　Tomoya

2972 岡内 嘉利 大分 宇佐市陸協 Okauchi　Yoshikazu

2992 岩男 拓 大分 大分陸協 Iwao　Taku

2993 首藤 麻希 大分 豊後大野市陸協 Shuto　Maki

3000 齋藤 理 大分 大分陸協 Saito　Osamu

3001 宮川 剛 大分 大分陸協 Miyakawa　Tsuyoshi

3003 井ノ口 祐治 大分 家島ランナーズ Inokuti　Yuji

3019 高橋 修司 大分 別府市役所 Takahashi　Shuji

3024 農木 秀二 大分 大分陸協 Nouki　Shuji

3028 米津 弘文 大分 大分陸協 Yonezu　Hirofumi

3029 本荘 雅彦 大分 大分陸協 Honjo　Masahiko

3032 川崎 徹也 大分 大分陸協 Kawasaki　Tetsuya

3034 佐藤 誠 大分 大分陸協 Sato　Makoto

3037 木畑 聡 大分 別府マラソンクラブ Kibata　Satoshi

3048 田口 学 大分 大分陸協 Taguchi　Manabu

3062 木村 栄男 大分 クラブＲ２九州 Kimura　Hideo

3079 内田 大輔 大分 大分陸協 Uchida　Daisuke　

3105 小松 龍策 大分 豊後大野市陸協 Komatsu　Ryusaku

3119 田内 豊 大分 大分陸協 Tauchi　Yutaka

3121 田島 正晃 大分 大分陸協 Tajima　Masaaki

3151 太田 武志 大分 大分陸協 Ota　Takeshi　

3162 小野 あさ枝 大分 大分陸協 Ono　Asae

3168 長谷部 崇 大分 大分陸協 Hasebe　Takashi

3169 矢野 義知 大分 別府市役所 Yano　Yoshitomo

3178 木村 淳 大分 大分陸協 Kimura　Jun

3180 岩尾 千代乃 大分 家島ランナーズ Iwao　Chiyono

3192 中谷 秀幸 大分 大分陸協 Nakaya　Hideyuki

3214 佐藤 賢治 大分 別府マラソンクラブ Sato　Kenji

3220 黄 愛 大分 家島ランナーズ Ko　Ai

3242 神田 康太郎 大分 豊後大野市陸協 Kanda　Kotaro

3248 相田 喜久夫 大分 大分陸協 Aida　Kikuo

3258 田畑 知法 大分 大分陸協 Tabata　Tomonori

3261 渡邊 克己 大分 別府マラソンクラブ Watanabe　Katsumi



3262 増井 まり 大分 家島ランナーズ Masui　Mari　

3268 山口 信彦 大分 大分陸協 Yamaguchi　Nobuhiko

3270 三浦 忠洋 大分 大分陸協 Miura　Tadahiro

3281 御手洗 利彦 大分 大分陸協 Mitarai　Tosihiko

3292 工藤 英信 大分 竹田市陸協 Kudou　Hidenobu

3297 川野 康治 大分 大分陸協 Kawano　Koji

3305 塩月 裕士 大分 大分陸協 Shiotsuki　Yuji　

3308 和田 雅臣 大分 大分陸協 Wada　Masaomi

3314 重藤 幸子 大分 日田市陸協 Sigefuji　Sachiko

3326 小野 竜一 大分 大分陸協 Ono　Ryuichi

3338 橋本 典尚 大分 宇佐市陸協 Hashimoto　Norihisa

3343 福永 剛 大分 大分陸協 Fukunaga　Tsuyoshi

3353 小野 正美 大分 大分陸協 Ono　Masami

3354 平野 征二 大分 大分陸協 Hirano　Seiji

3358 小川 健一 大分 大分陸協 Ogawa　Kenichi

3362 矢野 淳二 大分 大分陸協 Yano　Junji

3377 戸高 隆 大分 大分陸協 Todaka　Takashi

3378 長尾 貴幸 大分 大分陸協 Nagao　Takayuki

3383 前川 真輝 大分 大分陸協 Maekawa　Masateru

3389 木付 二葉 大分 速見駅伝 Kitsuki　Futaba

3391 佐藤 千鶴 大分 家島ランナーズ Sato　Chizuru

3398 梶谷 征広 大分 大分陸協 Kajitani　Masahiro

3412 手嶋 和彦 大分 ランニングチーム別府 Teshima　Kazuhiko

3416 岩崎 誠 大分 大分陸協 Iwasaki　Makoto

3420 高野 仁志 大分 大分陸協 Takano　Hitoshi

3428 酒井 宏介 大分 大分陸協 Sakai　Hirosuke

3439 五ノ谷 清一 大分 大分陸協 Gonotani　Seiichi

3442 後藤 綾 大分 大分ウルトラマラソンクラブ Goto　Aya

3458 櫻井 貢 大分 大分陸協 Sakurai　Mitsugu

3461 柳井 聡義 大分 大分マスターズ Yanai　Akiyoshi

3462 内那 洋介 大分 竹田市陸協 Uchina　Yousuke

3467 秦 栄士 大分 家島ランナーズ Hata　Eiji

3469 榊原 賢一 大分 大分陸協 Sakakihara　Kenichi

3476 河原 晴明 大分 大分陸協 Kawahara　Haruaki

3479 今冨 美穂 大分 大分陸協 Imatomi　Miho

3483 金田 裕介 大分 大分陸協 Kaneda　Yusuke

3495 橘高 祐二 大分 大分陸協 Kittaka　Yuji

3512 藤田 理絵 大分 別府マラソンクラブ Fujita　Rie

3519 野尻 慎一 大分 大分ウルトラマラソンクラブ Nojiri　Shinichi

3526 池永 千秋 大分 大分陸協 Ikenaga　Chiaki

3539 佐々木 昭彦 大分 大分陸協 Sasaki　Akihiko

3556 園田 賢志 大分 大分陸協 Sonoda　Kenji

3558 園田 隆洋 大分 大分陸協 Sonoda　Takahiro　

3563 房崎 孔明 大分 大分陸協 Fusazaki　Komei

3572 長岡 淳一 大分 大分陸協 Nagaoka　Junichi

3573 花宮 久夫 大分 大分陸協 Hanamiya　Hisao

3575 村上 博秋 大分 大分陸協 Murakami　Hiroaki

3593 小野 晃稔 大分 大分陸協 Ono　Akitoshi

3600 安部 知子 大分 別府マラソンクラブ Abe　Tomoko

3606 七楽 剛 大分 大分陸協 Naraku　Go

3614 田中 祐輔 大分 大分陸協 Tanaka　Yusuke

3623 赤羽 知佳 大分 ＲＴ別府 Akahane　Chika

3631 栗林 良 大分 大分県庁 Kuribayashi　Ryou

3633 阿部 聖司 大分 クラブＲ２九州 Abe　Satoshi

3634 松尾 善博 大分 大分陸協 Matsuo　Yoshihiro

3640 池田 尚文 大分 大分陸協 Ikeda　Naohumi

3644 江藤 周造 大分 大分陸協 Eto　Shuzo

3647 福湯 広喜 大分 大分陸協 Fukuyu　Hiroki



3651 衛藤 喜久男 大分 大分陸協 Eto　Kikuo

3652 米野 壽昭 大分 大分陸協 Meno　Toshiaki

3656 板井 朗 大分 大分陸協 Itai　Akira

3663 坂本 真由美 大分 大分陸協 Sakamoto　Mayumi

3668 丹生 築 大分 クラブＲ２西日本 Niu　Kizuku

3671 中野 広幸 大分 大分陸協 Nakano　Hiroyuki

3679 坂本 純子 大分 大分陸協 Sakamoto　Junko

3683 河原 紗希 大分 大分陸協 Kawahara　Saki

3806 小野 烈 大分 Ono　Tsuyoshi

3845 馬場 真一 大分 Baba　Shinichi

3849 足達 聖一 大分 Adachi　Seiichi

3866 亀井 栄一 大分 Kamei　Eiichi

3883 武内 聖憲 大分 Takeuchi　Kiyonori

3888 高野 嘉久 大分 Takano　Yoshihisa

3896 束木原 次義 大分 Tsukakihara　Tsugiyoshi　

3910 福田 遼 大分 Fukuda　Ryo

3935 小川 博之 大分 Ogawa　Hiroyuki

3949 黒石 勇次 大分 Kuroishi　Yuji

3952 野川 雅弘 大分 Nogawa　Masahiro

3953 長 由衣 大分 Chou　Yui

3966 其田 正太郎 大分 Sonoda　Shotaro

4006 高橋 亨 大分 Takahashi　Toru

4011 藤井 亜希子 大分 Fujii　Akiko

4017 野田 浩一郎 大分 Noda　Koichiro

4022 柴田 郁 大分 Shibata　Kaoru

4026 櫻井 修 大分 Sakurai　Shu

4028 小野 雄一 大分 Ono　Yuuchi

4037 曽足 直貴 大分 Soashi　Naoki

4049 安部 将太 大分 Abe　Shota

4053 小川 和男 大分 Ogawa　Kazuo

4061 永冨 宏明 大分 Nagatomi　Hiroaki

4097 田中 康夫 大分 Tanaka　Yasuo

4117 中島 治継 大分 Nakajima　Harutsugu

4175 松井 達也 大分 Matsui　Tatsuya

4183 折野 克己 大分 Orino　Katsuki

4194 幸 康史 大分 Yuki　Koji

4197 幸野 敦吏 大分 Kono　Atsushi

4235 藤原 禎 大分 Fujiwara　Tadashi

4240 大橋 正幸 大分 Ohashi　Masayuki

4241 諸富 英明 大分 Morotomi　Hideaki

4244 長谷川 浩延 大分 Hasegawa　Hironobu

4246 石川 健二 大分 Ishikawa　Kenji

4262 北口 正和 大分 Masakazu　Kitaguchi

4269 本田 幸二 大分 Honda　Koji

4278 荻本 和也 大分 Ogimoto　Kazuya

4279 前田 英樹 大分 Maeda　Hideki

4280 川口 隆夫 大分 Kawaguchi　Takao

4281 沼田 渉 大分 Numata　Wataru

4333 野崎 征一郎 大分 Nozaki　Seiichirou

4340 近澤 隆徳 大分 Chikazawa　Takanori

4346 池内 喬貴 大分 Ikeuchi　Takaki　

4349 衞藤 雄大 大分 Eto　Takehiro

4361 挾間 寛和 大分 Hasama　Hirokazu

4376 徳永 昌信 大分 Tokunaga　Masanobu

4385 中島 一 大分 Nakajima　Hajime

4388 田口 哲浩 大分 Taguchi　Tetsuhiro

4389 清家 哲也 大分 Seike　Tetsuya

4416 奥本 雄二 大分 Okumoto　Yuji



4426 宮崎 聖明 大分 Miyazaki　Toshiaki

4428 深藏 亮一 大分 Fukakura　Ryoichi

4432 高原 啓司 大分 Takahara　Keiji

4443 阿部 利弘 大分 Abe　Toshihiro

4454 筑紫 聡 大分 Chikushi　Akira

4463 管 慎哉 大分 Kan　Shinya

4464 仲摩 和洋 大分 Nakama　Kazuhiro

4468 屋田 孝幸 大分 Yada　Takayuki

4481 阪本 喜一 大分 Sakamoto　Yoshikazu

4490 井澤 壮平 大分 Izawa　Sohei

4502 青木 隆 大分 Aoki　Takashi

4511 仲島 武志 大分 Nakashima　Takeshi

4520 亀井 浩 大分 Kamei　Hiroshi

4522 廣瀬 一二 大分 Hirose　Kazuji

4529 阿部 浩二 大分 Abe　Koji

4542 三重野 充裕 大分 Mieno　Mitsuhiro

4543 佐藤 昭博 大分 Sato　Akihiro

4548 関口 武史 大分 Sekiguchi　Takeshi

4549 坪川 彰宏 大分 Tsubokawa　Akihiro

4553 佐藤 茂幸 大分 Sato　Shigeyuki

4556 宮崎 純一 大分 Miyazaki　Junichi

4586 赤星 誠一 大分 Akahoshi　Seiichi

4598 松浦 正裕 大分 Matsuura　Masahiro

4605 植松 亮平 大分 Uematsu　Ryohei


