
第 31 回 全 九 州 ス キ ー 選 手 権 大 会

開催日：平成17年3月6日（日）　天候：雪　気温：－５℃ 平成17年３月６日(日)
開催地：鳥取県西伯郡大山町上の原スキー場
旗門数：２２旗門

種目 ＧＳ 男子 公　式　記　録

順位 ｾﾞｯｹﾝ 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

1 84 武末　直大 ﾀｹﾏﾂ　ﾅｵﾋﾛ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞA 熊本 00:37.15

2 100 瀬上　淳次 ｾﾉｳｴ　ｼﾞｭﾝｼﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞA 熊本 00:37.67

3 72 小川　諒 ｵｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:37.72

4 83 松本　一弥 ﾏﾂﾓﾄ　ｶｽﾞﾔ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:37.94

5 138 久家　和行 ｸｹﾞ　ｶｽﾞﾕｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞい組 福岡 00:38.54

6 136 西岡　亮 ﾆｼｵｶ　ﾘｮｳ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:38.75

7 87 木裳　義之 ｷﾉﾓ　ﾖｼﾕｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱA 福岡 00:38.88

8 79 馬渡　敏明 ﾏﾜﾀﾘ　ﾄｼｱｷ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 00:38.90

9 159 本間　雄二 ﾎﾝﾏ　ﾕｳｼﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞB 熊本 00:38.90

10 134 立石　大 ﾀﾃｲｼ　ﾋﾛｼ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA 佐賀 00:39.49

11 149 有元　慎太郎 ｱﾘﾓﾄ　ｼﾝﾀﾛｳ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝA 大分 00:39.59

12 167 古賀　智彦 ｺｶﾞ　ﾄﾓﾋｺ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB 佐賀 00:39.94

13 98 山田　雅仁 ﾔﾏﾀﾞ　ﾏｻﾄ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:39.96

14 126 木戸　守 ｷﾄﾞ　ﾏﾓﾙ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 00:39.96

15 119 小田　聖司 ｵﾀﾞ　ｾｲｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱA 福岡 00:40.01

16 95 林　亮兵 ﾊﾔｼ　ﾘｮｳﾍｲ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部A 福岡 00:40.15

17 210 石井　隼人 ｲｼｲ　ﾊﾔﾄ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会C 福岡 00:40.19

18 174 木村　充伸 ｷﾑﾗ　ﾐﾂﾉﾌﾞ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB 佐賀 00:40.22

19 73 立石　圭 ﾀﾃｲｼ　ｹｲ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:40.27

20 148 木村　恭平 ｷﾑﾗ　ｷｮｳﾍｲ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:40.28

21 74 岡松　健訓 ｵｶﾏﾂ　ﾀｹﾉﾘ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:40.33

22 145 駒形　光男 ｺﾏｶﾞﾀ　ﾐﾂｵ 大分すべろう会 大分すべろう会A 大分 00:40.51

23 89 山下　恭平 ﾔﾏｼﾀ　ｷｮｳﾍｲ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 00:40.55

24 103 西井　章裕 ﾆｼｲ　ｱｷﾋﾛ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾌﾚｰｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:40.63

25 130 橋口　英介 ﾊｼｸﾞﾁ　ｴｲｽｹ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:40.63

26 113 吉田　隆志 ﾖｼﾀﾞ　ﾀｶｼ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 00:41.12

27 117 木曾　奈緒登 ｷｿ　ﾅｵﾄ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:41.35

28 116 小川　誠治 ｵｶﾞﾜ　ｾｲｼﾞ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:41.37

29 146 濱谷　秀治 ﾊﾏﾀﾆ　ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱA 福岡 00:41.48

30 81 古田　潤 ﾌﾙﾀ　ｼﾞｭﾝ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ高崎山おさる隊（Jr） 大分 00:41.53

31 124 河村　聡 ｶﾜﾑﾗ　ｻﾄｼ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ高崎山おさる隊（Jr） 大分 00:41.57

32 91 三浦　浩二 ﾐｳﾗ　ｺｳｼﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:41.86

33 187 木下　浩平 ｷﾉｼﾀ　ｺｳﾍｲ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 00:42.04

34 88 山崎　庸弘 ﾔﾏｻｷ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA 佐賀 00:42.21

35 150 高山　秀和 ﾀｶﾔﾏ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:42.38

36 214 大西　晃仁 ｵｵﾆｼ　ｺｳｼﾞ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝC 大分 00:42.48

37 99 高野　繁幸 ﾀｶﾉ　ｼｹﾞﾕｷ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:42.77

38 107 渡辺　哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾂﾔ 大分すべろう会 大分すべろう会A 大分 00:42.94

39 101 加藤　領治 ｶﾄｳ　ﾘｮｳｼﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 00:43.07

40 97 加藤　建 ｶﾄｳ　ﾀｹﾙ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 00:43.10

41 104 鶴谷　裕 ﾂﾙﾔ　ﾕﾀｶ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部A 福岡 00:43.16

42 102 鈴木　直之 ｽｽﾞｷ　ﾅｵﾕｷ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部A 福岡 00:43.23

43 96 田村　勇司 ﾀﾑﾗ　ﾕｳｼﾞ 大分すべろう会 大分すべろう会A 大分 00:43.47

44 155 西村　建治 ﾆｼﾑﾗ　ｹﾝｼﾞ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 00:43.48

45 170 岩本　力 ｲﾜﾓﾄ　ﾁｶﾗ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:43.86

46 228 遠山　吉光 ﾄｵﾔﾏ　ﾖｼﾐﾂ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会D 福岡 00:44.03

47 128 竹田　雅文 ﾀｹﾀﾞ　ﾏｻﾌﾐ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部A 福岡 00:44.09

48 82 伊藤　芳樹 ｲﾄｳ　ﾖｼｷ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 00:44.22

49 123 茂呂　直展 ﾓﾛ　ﾅｵﾋﾛ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:44.22

50 78 北島　秀樹 ｷﾀｼﾞﾏ　ﾋﾃﾞｷ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部A 福岡 00:44.36



順位 ｾﾞｯｹﾝ 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

51 152 小川　宏明 ｵｶﾞﾜ　ﾋﾛｱｷ 大分すべろう会 大分すべろう会B 大分 00:44.40

52 188 早田　昌生 ﾊﾔﾀ　ﾏｻｵ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:44.40

53 131 梶　亮太 ｶｼﾞ　ﾘｮｳﾀ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:44.75

54 135 中山　博喜 ﾅｶﾔﾏ　ﾋﾛｷ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ 福岡 00:44.90

55 203 一木　悟美 ｲﾁｷﾞ　ｻﾄﾐ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:45.17

56 160 平田　健 ﾋﾗﾀ　ﾀｹｼ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:45.35

57 186 穏塚　修二 ｵﾝｽﾞｶ　ｼｭｳｼﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:45.45

58 216 北市　晴彦 ｷﾀｲﾁ　ﾊﾙﾋｺ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会C 福岡 00:45.51

59 125 山口　洋介 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾖｳｽｹ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 00:45.61

60 171 岡　崇洋 ｵｶ　ﾀｶﾋﾛ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:45.61

61 108 高畷　正彦 ﾀｶﾅﾜ　ﾏｻﾋｺ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 00:45.78

62 218 小林　和敏 ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾄｼ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:45.87

63 106 立川　栄 ﾀﾁｶﾜ　ｻｶｴ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 00:45.90

64 163 高橋　司 ﾀｶﾊｼ　ﾂｶｻ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑB 福岡 00:45.93

65 169 山田　一孝 ﾔﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾀｶ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝB 大分 00:46.04

66 118 古賀　義満 ｺｶﾞ　ﾖｼﾐﾂ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:46.19

67 151 厨川　友暁 ｸﾘﾔｶﾞﾜ　ﾄﾓｱｷ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ高崎山おさる隊（Jr） 大分 00:46.20

68 120 川崎　哲郎 ｶﾜｻｷ　ﾃﾂﾛｳ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 00:46.23

69 189 河瀬　重和 ｶﾜｾ　ｼｹﾞｶｽﾞ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部B 福岡 00:46.32

70 197 河野　芳範 ｺｳﾉ　ﾖｼﾉﾘ 大分すべろう会 大分すべろう会B 大分 00:46.63

71 76 上田　博臣 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛｵﾐ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞい組 福岡 00:46.76

72 199 梶田　岳司 ｶｼﾞﾀ　ﾀｹｼ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 00:46.82

73 157 森田　豊彦 ﾓﾘﾀ　ﾄﾖﾋｺ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部B 福岡 00:46.83

74 181 熊沢　光章 ｸﾏｻﾞﾜ　ﾐﾂｱｷ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑB 福岡 00:46.92

75 208 木村　裕 ｷﾑﾗ　ﾕﾀｶ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:46.98

76 223 田中　昭一郎 ﾀﾅｶ　ｼｮｳｲﾁﾛｳ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会D 福岡 00:46.99

77 213 野々村　勝 ﾉﾉﾑﾗ　ﾏｻﾙ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:47.00

78 215 生田　章雄 ｲｸﾀ　ｱｷｵ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 佐賀 00:47.21

79 144 長　正浩 ﾁｮｳ　ﾏｻﾋﾛ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 00:47.24

80 219 櫻井　清隆 ｻｸﾗｲ　ｷﾖﾀｶ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:47.24

81 156 鈴山　純士 ｽｽﾞﾔﾏ　ｱﾂｼ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑD（Ｊｒ） 佐賀 00:47.31

82 183 鈴山　創也 ｽｽﾞﾔﾏ　ｿｳﾔ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑD（Ｊｒ） 佐賀 00:47.43

83 226 遠藤　真紀 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾏｻｷ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会D 福岡 00:47.67

84 198 厨川　明 ｸﾘﾔｶﾞﾜ　ｱｷﾗ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝB 大分 00:47.86

85 190 林　純生 ﾊﾔｼ　ｽﾐｵ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱB 福岡 00:48.32

86 133 前田　洋典 ﾏｴﾀﾞ　ﾋﾛﾉﾘ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:48.64

87 209 楢崎　隆史 ﾅﾗｻｷ　ﾀｶｼ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 福岡 00:48.95

88 175 平島　修 ﾋﾗｼﾏ　ｵｻﾑ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞろ組 福岡 00:48.99

89 110 奥　浩太郎 ｵｸ　ｺｳﾀﾛｳ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ 福岡 00:49.05

90 162 田中　裕毅 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝB 大分 00:49.25

91 85 浦川　祐之 ｳﾗｶﾜ　ﾕｳｷ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 00:49.75

92 132 本田　博文 ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾛﾌﾐ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 00:50.00

93 121 大橋　賢朗 ｵｵﾊｼ　ﾏｻｱｷ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ（Ｊｒ） 福岡 00:50.31

94 176 中村　徳裕 ﾅｶﾑﾗ　ﾉﾘﾋﾛ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 00:50.35

95 220 峰松　哲弥 ﾐﾈﾏﾂ　ﾃﾂﾔ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 佐賀 00:50.58

96 165 高尾　淳三 ﾀｶｵ　ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部B 福岡 00:50.69

97 141 高根　浩太 ﾀｶﾈ　ｺｳﾀ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部A 福岡 00:50.97

98 196 井上　敬亮 ｲﾉｳｴ　ｹｲｽｹ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB 佐賀 00:51.36

99 211 為末　猛 ﾀﾒｽｴ　ﾀｹｼ 大分すべろう会 大分すべろう会C 大分 00:51.44

100 112 橋積　崇 ﾊｼﾂﾞﾐ　ﾀｶｼ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑA 福岡 00:51.91



順位 ｾﾞｯｹﾝ 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

101 194 田中　総一郎 ﾀﾅｶ　ｿｳｲﾁﾛｳ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑD（Ｊｒ） 佐賀 00:51.97

102 177 宮下　誠司 ﾐﾔｼﾀ　ｾｲｼﾞ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部B 福岡 00:52.90

103 217 谷脇　誠 ﾀﾆﾜｷ　ﾏｺﾄ 大分すべろう会 大分すべろう会C 大分 00:53.70

104 207 首藤　謙一 ｼｭﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 大分すべろう会 大分すべろう会C 大分 00:53.78

105 212 松尾　伊茉莉 ﾏﾂｵ　ｲﾏﾘ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑE（Ｊｒ） 佐賀 00:54.02

106 166 前田　一男 ﾏｴﾀﾞ　ｶｽﾞｵ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 00:54.22

107 153 木村　浩三 ｷﾑﾗ　ｺｳｿﾞｳ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:54.83

108 225 平川　大 ﾋﾗｶﾜ　ﾀﾞｲ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑF（Ｊｒ） 佐賀 00:54.84

109 147 多田　和博 ﾀﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:55.13

110 221 石橋　崇 ｲｼﾊﾞｼ　ﾀｶｼ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑE（Ｊｒ） 佐賀 00:55.51

111 71 古小路　忠生 ｺｼｮｳｼﾞ　ﾀﾀﾞｵ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ ｽｷｰﾁｰﾑﾍﾞｶﾞ 福岡 00:56.81

112 179 坂田　祐二 ｻｶﾀ　ﾕｳｼﾞ 新日鐵八幡ｽｷｰ部 新日鐵八幡ｽｷｰ部B 福岡 00:56.83

113 195 中尾　栄次 ﾅｶｵ　ｴｲｼﾞ 北九州市役所ｽｷｰ部 北九州市役所ｽｷｰ部B 福岡 00:58.04

114 173 三浦　一郎 ﾐｳﾗ　ｲﾁﾛｳ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 01:01.75

115 180 林　幸季 ﾊﾔｼ　ｺｳｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱB 福岡 01:04.69

116 77 古賀　貴光 ｺｶﾞ　ﾀｶﾐﾂ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 01:07.52

117 158 加来　秀隆 ｶｸ　ﾋﾃﾞﾀｶ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 01:10.17

118 200 山際　啓幸 ﾔﾏｷﾞﾜ　ﾋﾛﾕｷ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 01:13.85

119 90 倉員　聡 ｸﾗｶｽﾞ　ｻﾄｼ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 01:22.58

120 222 辻　雅英 ﾂｼﾞ　ﾏｻﾋﾃﾞ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝC 大分 01:36.18

121 142 米原　久登 ﾖﾈﾊﾗ　ﾋｻﾄ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞA 熊本 01:40.41

122 127 草野　祈大郎 ｸｻﾉ　ｷﾀﾛｳ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 02:00.27

202 山下　征治 ﾔﾏｼﾀ　ｾｲｼﾞ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会C 福岡 D

205 国信　宏和 ｸﾆﾉﾌﾞ　ﾋﾛｶｽﾞ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑE（Ｊｒ） 佐賀 D

93 藤本　保 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀﾓﾂ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝA 大分 DF

109 板井　元博 ｲﾀｲ　ﾓﾄﾋﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝA 大分 DF

122 松田　倫明 ﾏﾂﾀﾞ　ﾄﾓｱｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞい組 福岡 DF

137 松尾　正道 ﾏﾂｵ　ﾏｻﾐﾁ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 佐賀 DF

139 平島　雅彦 ﾋﾗｼﾏ　ﾏｻﾋｺ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 DF

154 河村　智 ｶﾜﾑﾗ　ｻﾄﾙ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞうみたまご隊（Jr） 大分 DF

227 倉員　匠 ｸﾗｶｽﾞ　ﾀｸﾐ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑF（Ｊｒ） 佐賀 DF

80 小山　大輔 ｺﾔﾏ　ﾀﾞｲｽｹ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑA 福岡 DS

86 馬場　博己 ﾊﾞﾊﾞ　ﾋﾛﾐ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ 福岡 DS

105 北村　大貴 ｷﾀﾑﾗ　ﾀｲｷ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA 佐賀 DS

114 佐々木　浩二 ｻｻｷ　ｺｳｼﾞ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 DS

115 福本　信之 ﾌｸﾓﾄ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ 福岡 DS

129 河野　健一 ｶﾜﾉ　ｹﾝｲﾁ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑA 福岡 DS

143 宇根　幸典 ｳﾈ　ﾕｷﾉﾘ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ 福岡 DS

164 寺田　慎太郎 ﾃﾗﾀﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱB 福岡 DS

178 井上　功 ｲﾉｳｴ　ｲｻｵ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞB 熊本 DS

182 古家　三男 ｺｶﾞ　ﾐﾂｵ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 DS

192 山本　英雅 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾏｻ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 DS

193 三原　崇敬 ﾐﾊﾗ　ﾐﾂﾋﾛ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑ 北九州ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑB 福岡 DS

201 松田　篤征 ﾏﾂﾀﾞ　ｱﾂｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞろ組 福岡 DS

204 本山　道夫 ﾓﾄﾔﾏ　ﾐﾁｵ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞC 佐賀 DS

224 平川　弦輝 ﾋﾗｶﾜ　ｹﾞﾝｷ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑF（Ｊｒ） 佐賀 DS

＊注：男子チーム参加の女子選手(12名中12名完走)の記録を除く


