
平尾台トレイルランニングレース2011[ロングコース40km男子]

順位 No. 氏名 カナ 性別 居住地 総合記録

1 48 東 徹 ヒガシ トオル 男 広島県 3:04:02

2 244 野本 哲晃 ノモト 男 大分県 3:08:59

3 186 別府 浩司 ベップ コウジ 男 福岡県 3:18:22

4 227 中川 政寿 ナカガワ マサトシ 男 奈良県 3:20:37

5 249 伊藤 弘一 イトウ 男 3:22:31

6 246 木村 豪文 キムラヒデフミ 男 東京都 3:25:14

7 142 廣岡 隆二 ヒロオカ リュウジ 男 大分県 3:26:29

8 250 青柳 彰吾 アオヤギ 男 大阪府 3:27:12

9 58 入江 克典 イリエ ヨシノリ 男 大阪府 3:33:39

10 247 小柳 浩二 コヤナギ 男 長崎県 3:38:06

11 64 三浦 誠司 ミウラ セイジ 男 大阪府 3:39:50

12 29 江島 良 エシマ リョウ 男 東京都 3:41:44

13 200 早川 博史 ハヤカワ ヒロフミ 男 福岡県 3:45:49

14 114 中村 義竜 ナカムラ ヨシタツ 男 福岡県 3:46:08

15 62 蓮田 孝則 ハスダ タカノリ 男 三重県 3:47:15

16 98 金重 雅也 カネシゲ マサヤ 男 福岡県 3:49:23

17 34 中尾 孝昭 ナカオ タカアキ 男 福岡県 3:49:39

18 251 内山 明紀 ウチヤマ 男 福岡県 3:51:26

19 89 西村 広和 ニシムラ ヒロカズ 男 滋賀県 3:52:50

20 201 中村 聡司 ナカムラ ソウシ 男 兵庫県 3:55:12

21 188 酒匂 啓吾 サコウ ケイゴ 男 福岡県 3:55:47

22 65 石井 啓順 イシイ ヒロユキ 男 大阪府 3:57:34

23 46 塚本 茂浩 ツカモト シゲヒロ 男 福岡県 3:58:40

24 213 渡辺 康祐 ワタナベ コウスケ 男 福岡県 3:59:52

25 146 倉光 康宏 クラミツ ヤスヒロ 男 兵庫県 4:01:37

26 72 金重 琢巳 カネシゲ タクミ 男 熊本県 4:03:13

27 111 北野 拓也 キタノ タクヤ 男 兵庫県 4:03:25

28 81 長尾 学 ナガオ マナブ 男 山口県 4:03:52

29 207 藤本 雄壮 フジモト ユウソウ 男 兵庫県 4:06:04

30 59 野木 淳 ノギ ジュン 男 神奈川県 4:06:24

31 47 野下 寛 ノシタ ヒロシ 男 福岡県 4:07:06

32 183 清水 俊郎 シミズ トシロウ 男 福岡県 4:08:49

33 228 築地 智弘 ツキジ トモヒロ 男 熊本県 4:08:56

34 153 橋本 裕太 ハシモト ユウタ 男 長崎県 4:16:14

35 61 姫野 真輔 ヒメノ シンスケ 男 大分県 4:18:26

36 160 角 裕之 スミ ヒロユキ 男 鹿児島県 4:20:55

37 43 米倉 大造 ヨネクラ ダイゾウ 男 大阪府 4:23:33

38 51 菅崎 篤史 スガサキ アツシ 男 長崎県 4:24:15

39 86 入江 正喜 イリエ マサキ 男 福岡県 4:25:23

40 145 多田 数進 タダ カズノブ 男 徳島県 4:25:23

41 17 松岡 憲知 マツオカ ノリカズ 男 茨城県 4:25:44

42 35 伊藤 昌彦 イトウ マサヒコ 男 福岡県 4:28:15

43 40 土居ノ内 大吾 ドイノウチ ダイゴ 男 福岡県 4:28:29

44 233 植田 貴宏 ウエダ タカヒロ 男 山口県 4:30:26

45 73 天野 順二 アマノ ジュンジ 男 兵庫県 4:31:08

46 185 浜部 竜郎 ハマベ タツロウ 男 福岡県 4:32:15

47 125 奥田 昭一 オクダ ショウイチ 男 福岡県 4:32:18

48 208 浦 周平 ウラ シュウヘイ 男 福岡県 4:33:22

49 215 三好 拓人 ミヨシ タクト 男 神奈川県 4:35:52

50 63 永留 進一 ナガドメ シンイチ 男 鹿児島県 4:36:36

51 7 満木 孝治 ミツキ コウジ 男 福岡県 4:36:49

52 151 有本 英一郎 アリモト エイイチロウ 男 福岡県 4:37:19

53 2 笹原 正人 ササハラ マサト 男 福岡県 4:38:06

54 161 池西 智哉 イケニシ トモヤ 男 香川県 4:38:45

55 126 梶原 孝文 カジハラ タカフミ 男 広島県 4:38:53

56 9 古荘 和広 フルショウ カズヒロ 男 福岡県 4:40:12

57 214 境 賢比古 サカイ マサヒコ 男 福岡県 4:41:01

58 20 竜 隆俊 リュウ タカトシ 男 福岡県 4:42:20

59 68 近藤 正俊 コンドウ マサトシ 男 山口県 4:42:44

60 87 山本 強志 ヤマモト ツヨシ 男 山口県 4:45:31



平尾台トレイルランニングレース2011[ロングコース40km男子]

順位 No. 氏名 カナ 性別 居住地 総合記録

61 225 平岡 可英 ヒラオカ ヨシヒデ 男 広島県 4:46:41

62 152 冨永 幸洋 トミナガ ユキヒロ 男 長崎県 4:47:21

63 258 下池 司 シモイケツカサ 男 4:49:42

64 157 岩永 広貴 イワナガ コウキ 男 長崎県 4:50:45

65 6 高橋 克典 タカハシ カツノリ 男 福岡県 4:51:08

66 30 斉藤 清次 サイトウ キヨツグ 男 広島県 4:52:35

67 79 保坂 晃一 ホサカ コウイチ 男 福岡県 4:54:46

68 75 宮本 卓也 ミヤモト タクヤ 男 山口県 4:55:16

69 218 竹内 伸介 タケウチ シンスケ 男 滋賀県 4:55:37

70 85 西村 知宣 ニシムラ トモノリ 男 広島県 4:57:06

71 137 天満 孝典 テンマ タカノリ 男 大阪府 4:57:31

72 5 山元 誠生 ヤマモト シゲオ 男 福岡県 4:57:46

73 50 渕上 哲郎 フチカミ テツロウ 男 福岡県 4:57:46

74 41 櫻木 昭宏 サクラギ アキヒロ 男 鹿児島県 4:58:02

75 141 竹本 宏亮 タケモト ヒロアキ 男 大分県 4:58:04

76 66 喜多 秀樹 キタ ヒデキ 男 福岡県 4:58:38

77 12 的野 貴生 マトノ タカオ 男 福岡県 4:58:50

78 112 寺西 慶記 テラニシ ヨシノリ 男 福岡県 4:59:51

79 191 梅木拓未 ウメキタクミ 男 福岡県 5:00:14

80 70 出水 和幸 イズミ カズユキ 男 福岡県 5:00:36

81 3 中垣 敏文 ナカガキ トシフミ 男 愛知県 5:01:35

82 190 永塩 美邦 ナガシオ ヨシクニ 男 福岡県 5:02:03

83 37 猪本 聡 イノモト サトシ 男 山口県 5:03:16

84 102 野々山 正章 ノノヤマ マサアキ 男 京都府 5:03:38

85 182 田中 佑樹 タナカ ユウキ 男 徳島県 5:04:41

86 21 高崎 充俊 タカサキ ミツトシ 男 兵庫県 5:04:43

87 243 廣田 賀之 ヒロタ ノリユキ 男 福岡県 5:05:08

88 264 石塚 二朗 イシヅカジロウ 男 神奈川県 5:06:01

89 206 福島 政幸 フクシマ マサユキ 男 福岡県 5:09:26

90 198 向井 裕貴 ムカイ ヒロキ 男 福岡県 5:10:15

91 170 今林 功 イマバヤシ イサオ 男 福岡県 5:10:20

92 127 阿曽沼 樹 アソヌマ ミキ 男 福岡県 5:10:32

93 31 森田 雅也 モリタ マサヤ 男 福岡県 5:11:21

94 204 都倉 由樹 トクラ ヨシキ 男 兵庫県 5:12:31

95 174 上野 哲臣 ウエノ テツオミ 男 熊本県 5:13:23

96 196 白窪 浩登 シラクボ ヒロト 男 福岡県 5:13:39

97 108 高木 義宣 タカギ ヨシノブ 男 兵庫県 5:14:24

98 165 下田 靖 シモダ ヤスシ 男 福岡県 5:15:21

99 77 三浦 正道 ミウラ マサミチ 男 福岡県 5:15:46

100 1 田中秀治 タナカ ヒデハル 男 東京都 5:16:06

101 179 城戸 征己 キド マサミ 男 山口県 5:17:22

102 193 芳野 博臣 ヨシノ ヒロオミ 男 福岡県 5:17:37

103 32 藤本 隆二 フジモト リュウジ 男 岡山県 5:18:13

104 205 開 貞夫 ヒラキ サダオ 男 福岡県 5:18:32

105 88 古賀 英蔵 コガ エイゾウ 男 福岡県 5:18:33

106 158 津田 将弘 ツダ マサヒロ 男 大阪府 5:18:41

107 80 杉原 浩和 スギハラ ヒロカズ 男 福岡県 5:18:45

108 221 古賀 和哉 コガ カズヤ 男 福岡県 5:18:46

109 136 児玉 義弘 コダマ ヨシヒロ 男 大阪府 5:19:24

110 33 藤田 尚紀 フジタ ナオキ 男 神奈川県 5:19:33

111 55 鈴木 裕二 スズキ ユウジ 男 東京都 5:19:36

112 140 大保 浩也 オオボ ヒロヤ 男 長崎県 5:20:46

113 45 倉田 和人 クラタ カズヒト 男 大阪府 5:23:13

114 93 手塚 尚之 テヅカ タカユキ 男 福岡県 5:24:40

115 133 鉾立 竜也 ホコタテ タツヤ 男 長崎県 5:25:19

116 168 荒川 浩一 アラカワ コウイチ 男 神奈川県 5:25:28

117 203 上野 博之 ウエノ ヒロユキ 男 福岡県 5:25:35

118 113 江島 浩平 エシマ コウヘイ 男 福岡県 5:25:53

119 14 泉本 健一郎 イズモト ケンイチロウ 男 京都府 5:26:36

120 159 中村 和孝 ナカムラ カズタカ 男 熊本県 5:27:04



平尾台トレイルランニングレース2011[ロングコース40km男子]

順位 No. 氏名 カナ 性別 居住地 総合記録

121 230 浅野 司 アサノ ツカサ 男 熊本県 5:27:04

122 163 桑原 豊 クワハラ ユタカ 男 大阪府 5:28:02

123 220 野崎 祐輝 ノザキ ユウキ 男 福岡県 5:28:08

124 149 石松 健一郎 イシマツ ケンイチロウ 男 福岡県 5:28:09

125 26 吉永 淳 ヨシナガ アツシ 男 福岡県 5:28:16

126 16 中野 平二 ナカノ ヘイジ 男 熊本県 5:28:38

127 217 三好 祐一 ミヨシ ユウイチ 男 鹿児島県 5:30:04

128 53 内山 千尋 ウチヤマ ユキヒロ 男 長野県 5:30:14

129 150 規家 義文 キヤ ヨシフミ 男 福岡県 5:32:00

130 71 山本 和宏 ヤマモト カズヒロ 男 山口県 5:32:15

131 23 永田 誠一 ナガタ セイイチ 男 福岡県 5:32:24

132 180 坂田 英之 サカタ ヒデユキ 男 福岡県 5:33:19

133 36 大鳥 秀敏 オオトリ ヒデトシ 男 福岡県 5:33:28

134 262 宮川 和人 ミヤガワカズヒト 男 神奈川県 5:33:46

135 99 石川 義朗 イシカワ ヨシロウ 男 福岡県 5:34:12

136 181 大角 竹史 オオスミ タケシ 男 山口県 5:34:14

137 22 井上 昌昭 イノウエ マサアキ 男 福岡県 5:34:54

138 263 桑原 茂之 クワバラシゲユキ 男 兵庫県 5:36:13

139 124 渡辺 隆之 ワタナベ タカユキ 男 東京都 5:37:20

140 162 村鳥 康幾 ムラトリ ヤスキ 男 福岡県 5:37:34

141 238 魚瀬 義之 ウオセ ヨシユキ 男 香川県 5:39:56

142 134 白土 史隆 シラツチ フミタカ 男 福岡県 5:40:06

143 241 田中 哲也 タナカ テツヤ 男 福岡県 5:40:37

144 237 村上 浩幸 ムラカミ ヒロユキ 男 熊本県 5:41:31

145 110 東谷 忠司 ヒガシタニ タダシ 男 兵庫県 5:42:24

146 103 関野 淳平 セキノ ジュンペイ 男 福井県 5:42:39

147 240 酒井 一成 サカイ カズナリ 男 福岡県 5:43:22

148 44 谷森 一欽 タニモリ カズヨシ 男 福岡県 5:43:52

149 92 佐々 友明 サッサ トモアキ 男 熊本県 5:44:04

150 42 原田 一輝 ハラダ カズテル 男 熊本県 5:44:58

151 173 明川 泉 アケガワ イズミ 男 熊本県 5:45:40

152 252 神野 洋一 男 福岡県 5:46:12

153 120 加藤 政文 カトウ マサフミ 男 福岡県 5:46:41

154 171 工藤 勇治 クドウ ユウジ 男 福岡県 5:46:50

155 109 山下 薫 ヤマシタ カオル 男 大阪府 5:47:57

156 10 國友 啓資 クニトモ ケイスケ 男 福岡県 5:48:01

157 91 鮎川 義照 アユカワ ヨシテル 男 福岡県 5:48:02

158 209 則松 和人 ノリマツ カズト 男 福岡県 5:48:15

159 270 上野 隆蔵 ウエノ リュウゾウ 男 福岡県 5:48:53

160 56 坪根 健 ツボネ タケシ 男 福岡県 5:50:28

161 167 今村 康幸 イマムラ ヤスユキ 男 福岡県 5:51:03

162 82 高松 剛志 タカマツ ツヨシ 男 福岡県 5:53:00

163 118 立花 知幸 タチバナ トモユキ 男 福岡県 5:53:36

164 4 植村 昭男 ウエムラ アキオ 男 福岡県 5:54:19

165 138 前田 浩樹 マエダ ヒロキ 男 兵庫県 5:54:32

166 143 廣石 雅司 ヒロイシ マサジ 男 長崎県 5:54:51

167 100 大庭 公春 オオバ キミハル 男 福岡県 5:55:22

168 83 小松 久則 コマツ ヒサノリ 男 福岡県 5:55:29

169 107 吉冨 由純 ヨシトミ ヨシズミ 男 大阪府 5:56:29

170 210 安村 禎訓 ヤスムラ ヨシクニ 男 福岡県 5:56:40

171 211 田中 英 タナカ スグル 男 福岡県 5:56:47

172 128 安武 博信 ヤスタケ ヒロノブ 男 福岡県 5:57:03

173 94 芝崎 克一 シバサキ ヨシカズ 男 埼玉県 5:57:24

174 24 道津 敬文 ドウツ タカフミ 男 福岡県 5:57:58

175 147 津保 好宏 ツボ ヨシヒロ 男 徳島県 5:58:57

176 184 都地 和男 ツジ カズオ 男 福岡県 5:59:38

177 231 重岡 健児 シゲオカ ケンジ 男 大阪府 5:59:38

178 236 赤澤 勲 アカザワ イサオ 男 徳島県 6:00:35

179 164 井手 拓 イデ ヒラク 男 福岡県 6:01:54

180 84 佐藤 俊樹 サトウ トシキ 男 東京都 6:02:17
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181 169 岸 真澄 キシ マスミ 男 京都府 6:03:13

182 226 山田 洋佑 ヤマダ ヨウスケ 男 神奈川県 6:03:17

183 232 竹岡 優 タケオカ ユウ 男 徳島県 6:03:56

184 13 萩原 篤志 ハギワラ アツシ 男 長崎県 6:06:06

185 223 大本 浩介 オオモト コウスケ 男 福岡県 6:07:53

186 28 千々木 亨 チチキ トオル 男 福岡県 6:10:06

187 76 松本 篤 マツモト アツシ 男 福岡県 6:11:44

188 8 小野 直樹 オノ ナオキ 男 東京都 6:13:06

189 216 宇治田 敏 ウジタ サトシ 男 兵庫県 6:13:12

190 104 中ノ瀬 貴生 ナカノセ タカオ 男 長崎県 6:14:35

191 38 能登 哲也 ノト テツヤ 男 熊本県 6:15:10

192 123 赤星 明彦 アカホシ アキヒコ 男 愛知県 6:16:58

193 144 堤 健二 ツツミ ケンジ 男 大阪府 6:17:41

194 139 大嶋 烈 オオシマ タケシ 男 京都府 6:18:46

195 266 広瀬 隆明 ヒロセタカアキ 男 福岡県 6:20:17

196 106 岸本 知久 キシモト トモヒサ 男 兵庫県 6:22:39

197 195 鈴木 淳平 スズキ ジュンペイ 男 山形県 6:22:47

198 116 植田 良一 ウエダ リョウイチ 男 福岡県 6:24:55

199 49 大崎翔太 オオサキショウタ 男 福岡県 6:25:09

200 235 杉山 元陽 スギヤマ ゲンヨウ 男 福岡県 6:26:16

201 57 高橋 茂樹 タカハシ シゲキ 男 静岡県 6:26:17

202 259 安部 鉄也 アベテツヤ 男 6:26:21

203 121 大川 秀喜 オオカワ ヒデキ 男 福岡県 6:26:29

204 269 八間川 裕二 ヤマカワユウジ 男 熊本県 6:27:31

205 187 小森谷 功 コモリヤ イサオ 男 神奈川県 6:27:40

206 242 菅野 哲 カンノ テツ 男 愛媛県 6:27:49

207 122 松尾 信志 マツオ ノブユキ 男 福岡県 6:32:20

208 189 浅井 理男 アサイ マサオ 男 大阪府 6:36:00

209 115 中薗 智之 ナカゾノ トモユキ 男 山口県 6:36:52

210 52 樫出 正芳 カシデ マサヨシ 男 大阪府 6:37:52

211 117 須藤 宏 スドウ ヒロシ 男 福岡県 6:39:34

212 96 堀田 幸秀 ホリタ ユキヒデ 男 福岡県 6:39:49

213 27 妹尾 章正 セノオ アキマサ 男 福岡県 6:40:20

214 154 杉谷 宏之 スギタニ ヒロユキ 男 東京都 6:41:32

215 178 板谷 健一 イタタニ ケンイチ 男 広島県 6:42:26

216 105 阿部 健二 アベ ケンジ 男 兵庫県 6:42:40

217 229 井上 恒晴 イノウエ ツネハル 男 福岡県 6:43:17

218 156 溝口 智一朗 ミゾグチ トモイチロウ 男 福岡県 6:43:35

219 18 吉川 秀利 ヨシカワ ヒデトシ 男 福岡県 6:44:12

220 239 宮崎 秀信 ミヤザキ ヒデノブ 男 熊本県 6:45:30

221 253 三苫 洋介 男 福岡県 6:48:04

222 234 野田 良輔 ノダ リョウスケ 男 兵庫県 6:49:58

223 219 壇 良治 ダン リョウジ 男 福岡県 6:53:57

224 176 村上 幸一 ムラカミ コウイチ 男 熊本県 6:54:08

225 199 上田 和弘 ウエダ カズヒロ 男 神奈川県 6:54:29

226 212 清水 暢浩 シミズ ノブヒロ 男 熊本県 6:55:13

227 255 石原 幸太郎 イシハラ 男 大阪府 6:56:08

228 95 奥田 一行 オクダ カズユキ 男 福岡県 6:57:24

229 267 見月 信介 ミツキノブスケ 男 福岡県 6:59:17

230 135 高松 桂佑 タカマツ ケイスケ 男 福岡県 6:59:37

231 261 東 祐一郎 ヒガシユウイチロウ 男 7:04:37

232 11 野中 正宏 ノナカ マサヒロ 男 愛媛県 7:08:00

233 194 井上 穣 イノウエ ミノル 男 福岡県 7:17:53

234 257 奥谷 栄次 男 大阪府 7:24:31

235 19 秦 博則 ハダ ヒロノリ 男 福岡県 7:25:04

236 148 土也 多聞 ツチヤ タモン 男 徳島県 7:31:39

237 256 手嶋 靖明 男 大阪府 7:35:39

238 177 東口 匡樹 ヒガシグチ マサキ 男 宮崎県 7:39:16

239 224 原田 きよふみ ハラダ キヨフミ 男 福岡県 7:47:55


