
第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～虹の松原内「海浜館」付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日10時00分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

1 201 風岡　永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ 鳥取城北高校 鳥取 0:29:47
2 477 古賀　裕樹 ｺｶﾞ ﾋﾛｷ 大牟田高校 福岡 0:29:51
3 519 坂本　佳太 ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 鳥栖工業高校 佐賀 0:29:55
4 390 馬場　祐輔 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 九州高校 福岡 0:30:00
5 256 中村　駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 西京高校 山口 0:30:07
6 251 江藤　佑太 ｴﾄｳ ﾕｳﾀ 西京高校 山口 0:30:08
7 618 吉岡　幸輝 ﾖｼｵｶ ｺｳｷ 白石高校 佐賀 0:30:28
8 522 古賀　淳紫 ｺｶﾞ ｷﾖｼ 鳥栖工業高校 佐賀 0:30:29
9 253 神崎　裕 ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ 西京高校 山口 0:30:39

10 466 杉　優一郎 ｽｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 柳川高校 福岡 0:30:40
11 628 田代　恭一 ﾀｼﾛ ｷｮｳｲﾁ 瓊浦高校 長崎 0:30:42
12 220 東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 米子松蔭高校 鳥取 0:30:44
13 655 安藤　聡 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 大分東明高校 大分 0:30:45
14 656 土師　悠作 ﾊｼﾞ ﾕｳｻｸ 大分東明高校 大分 0:30:45
15 219 濱川　駿 ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ 米子松蔭高校 鳥取 0:30:48
16 476 川﨑　椋太 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 大牟田高校 福岡 0:30:51
17 611 稲冨　智希 ｲﾅﾄﾞﾐ ﾄｼｷ 白石高校 佐賀 0:30:52
18 648 高橋　流華 ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 大分西高校 大分 0:30:53
19 258 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 西京高校 山口 0:30:53
20 236 川元　涼央 ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｵ 高川学園高校 山口 0:30:53
21 526 和田　照也 ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾔ 鳥栖工業高校 佐賀 0:30:53
22 567 森山　青空 ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:30:54
23 524 嘉村　大悟 ｶﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 鳥栖工業高校 佐賀 0:30:56
24 473 泉　翔馬 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ 大牟田高校 福岡 0:30:56
25 238 原田　建史朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 高川学園高校 山口 0:30:58
26 613 高良　綾太郎 ｺｳﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 白石高校 佐賀 0:31:03
27 284 林田　新之助 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 小倉工業高校 福岡 0:31:05
28 322 田中　建 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ 自由ヶ丘高校 福岡 0:31:06
29 410 一宮　槙志 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾏｷｼ 純真高校 福岡 0:31:06
30 482 米満　怜 ﾖﾈﾐﾂ ﾚﾝ 大牟田高校 福岡 0:31:07
31 478 德永　晃希 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 大牟田高校 福岡 0:31:07
32 213 谷村　亮太 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 米子松蔭高校 鳥取 0:31:08
33 296 古賀　祐輔 ｺｶﾞ ﾕｳｽｹ 九国大付高校 福岡 0:31:08
34 255 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 西京高校 山口 0:31:09
35 356 舟津　彰馬 ﾌﾅﾂ ｼｮｳﾏ 福大大濠高校 福岡 0:31:13
36 260 福本　真大 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 西京高校 山口 0:31:13
37 614 西村　勇 ﾆｼﾑﾗ ｲｻﾑ 白石高校 佐賀 0:31:13
38 631 濵添　大地 ﾊﾏｿﾞｴ ﾀﾞｲﾁ 瓊浦高校 長崎 0:31:14
39 216 金尾　翔平 ｶﾅｵ ｼｮｳﾍｲ 米子松蔭高校 鳥取 0:31:16
40 468 野田　湧樹 ﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 柳川高校 福岡 0:31:16
41 525 稗田　将大 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:18
42 291 伊規須　圭甫 ｲｷﾞｽ ｹｲｽｹ 九国大付高校 福岡 0:31:21
43 568 山下　亮 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:31:21
44 657 米本　和馬 ﾖﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 大分東明高校 大分 0:31:23
45 654 安西　佑騎 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｷ 大分東明高校 大分 0:31:23
46 666 冨嶋　宏太 ﾄﾐｼﾏ ｺｳﾀ 大分東明高校 大分 0:31:23
47 521 徳川　稜汰 ﾄｸｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:25
48 643 安藤　雅也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 大分西高校 大分 0:31:27
49 642 淵　　喜輝 ﾌﾁ  ﾖｼｷ 大分西高校 大分 0:31:29
50 452 鈴見　侑大 ｽｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 飯塚高校 福岡 0:31:30
51 531 大坪　桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:31
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52 272 竹内　真 ﾀｹｳﾁ ｼﾝ 松山工業高校 愛媛 0:31:32
53 321 宮風呂　祐樹 ﾐﾔﾌﾞﾛ ﾕｳｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:31:32
54 602 山口　翔馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 伊万里高校 佐賀 0:31:32
55 368 米倉　慎悟 ﾖﾈｸﾗ ｼﾝｺﾞ 東海大五高校 福岡 0:31:33
56 330 福島　奈槻 ﾌｸｼﾏ ﾅﾂｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:31:35
57 534 馬場　達也 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂﾔ 有田工業高校 佐賀 0:31:35
58 257 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 西京高校 山口 0:31:36
59 480 永久　隆史 ﾅｶﾞﾋｻ ﾀｶｼ 大牟田高校 福岡 0:31:38
60 217 江田　悠真 ｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 米子松蔭高校 鳥取 0:31:38
61 664 木村　隼太 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾀ 大分東明高校 大分 0:31:40
62 232 大島　拓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 高川学園高校 山口 0:31:41
63 650 中村　大海 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 大分西高校 大分 0:31:41
64 328 鶴田　和博 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 自由ヶ丘高校 福岡 0:31:42
65 532 添田　知宏 ｿｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:42
66 497 石丸　涼 ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳ 高志館高校 佐賀 0:31:43
67 523 出雲　一真 ｲｽﾞﾓ ｶｽﾞﾏ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:46
68 637 斎　星哉 ｻｲ ｾｲﾔ 小浜高校 長崎 0:31:47
69 302 柊元　享喬 ｸｷﾓﾄ ｱｷﾀｶ 九国大付高校 福岡 0:31:48
70 453 石嵜　雅也 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻﾔ 飯塚高校 福岡 0:31:49
71 464 櫻木　健次朗 ｻｸﾗｷﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 柳川高校 福岡 0:31:49
72 512 森　太一 ﾓﾘ ﾀｲﾁ 鳥栖高校 佐賀 0:31:50
73 660 弓長　成徹 ﾕﾐﾅｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 大分東明高校 大分 0:31:53
74 248 中島　崚 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 山口豊浦高校 山口 0:31:54
75 215 山本　和希 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 米子松蔭高校 鳥取 0:31:54
76 619 西村　茂 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 白石高校 佐賀 0:31:55
77 520 諸泉　翔也 ﾓﾛｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:55
78 588 片岡　翔吾 ｶﾀｵｶ ｼｮｳｺﾞ 唐津工業高校 佐賀 0:31:56
79 250 坂倉　柊哉 ｻｶｸﾗ ｼｭｳﾔ 山口豊浦高校 山口 0:31:57
80 527 大野　滉人 ｵｵﾉ ﾋﾛﾄ 鳥栖工業高校 佐賀 0:31:59
81 297 橋本　大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 九国大付高校 福岡 0:32:02
82 481 渡辺　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 大牟田高校 福岡 0:32:02
83 651 久士目　拓哉 ｸｼﾒ ﾀｸﾔ 大分西高校 大分 0:32:05
84 533 西野　匠哉 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ 鳥栖工業高校 佐賀 0:32:05
85 326 星野　全輝 ﾎｼﾉ ﾏｻｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:32:05
86 474 今井　祐希 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 大牟田高校 福岡 0:32:07
87 233 古谷　龍斗 ﾌﾙﾔ ﾘｭｳﾄ 高川学園高校 山口 0:32:10
88 235 大野　達哉 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 高川学園高校 山口 0:32:10
89 218 永井　龍司 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 米子松蔭高校 鳥取 0:32:12
90 418 小手川　智紀 ｺﾃｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 純真高校 福岡 0:32:13
91 224 富田　就斗 ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾄ 徳山高専 山口 0:32:14
92 292 五郎丸　真翔 ｺﾞﾛｳﾏﾙ ﾏｻﾄ 九国大付高校 福岡 0:32:15
93 380 笠木　肇 ｶｻｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 東福岡高校 福岡 0:32:15
94 214 平井　瑠偉 ﾋﾗｲ ﾙｲ 米子松蔭高校 鳥取 0:32:18
95 408 佐藤　友怜 ｻﾄｳ ﾕｳﾘ 純真高校 福岡 0:32:19
96 528 諸泉　達也 ﾓﾛｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 鳥栖工業高校 佐賀 0:32:20
97 470 増田　純平 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 柳川高校 福岡 0:32:21
98 662 麻生　勇介 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 大分東明高校 大分 0:32:21
99 363 碓井　修人 ｳｽｲ ｼｭｳﾄ 東海大五高校 福岡 0:32:22

100 370 西牟田　行貴 ﾆｼﾑﾀ ｺｳｷ 東海大五高校 福岡 0:32:23
101 661 和田　匠平 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大分東明高校 大分 0:32:24
102 529 松下　良 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ 鳥栖工業高校 佐賀 0:32:25
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103 632 有冨　亮吾 ｱﾘﾄﾐ ﾘｮｳｺﾞ 瓊浦高校 長崎 0:32:29
104 234 柳井　渉平 ﾔﾅｲ ｼｮｳﾍｲ 高川学園高校 山口 0:32:29
105 271 武田　佳樹 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 松山工業高校 愛媛 0:32:30
106 667 福田　有馬 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾏ 大分東明高校 大分 0:32:33
107 467 竹ノ上　隆成 ﾀｹﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 柳川高校 福岡 0:32:34
108 570 田中　海渡 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:32:34
109 644 大鍛治　秀優 ｵｵｶｼﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 大分西高校 大分 0:32:35
110 449 地福　詩音 ﾁﾌｸ ｼｵﾝ 飯塚高校 福岡 0:32:36
111 541 川原　信 ｶﾜﾊﾗ ﾏｺﾄ 有田工業高校 佐賀 0:32:36
112 641 竹石　尚人 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ 鶴崎工業高校 大分 0:32:37
113 366 中嶋　孝哉 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾔ 東海大五高校 福岡 0:32:37
114 428 大木　将也 ｵｵｷ ﾏｻﾔ 九州産業高校 福岡 0:32:38
115 332 芳野　響 ﾖｼﾉ ﾋﾋﾞｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:32:39
116 262 山本　祐隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 宇部鴻城高校 山口 0:32:40
117 285 伊達　勇作 ﾀﾞﾃ ﾕｳｻｸ 小倉工業高校 福岡 0:32:41
118 460 西村　浩登 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 明善高校 福岡 0:32:43
119 400 三浦　雅史 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 陸上つつみ教室 福岡 0:32:43
120 620 藤家　大介 ﾌｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｽｹ 白石高校 佐賀 0:32:44
121 231 有井　洸将 ｱﾘｲ ﾋﾛﾏｻ 高川学園高校 山口 0:32:44
122 635 宮﨑　佑一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾄ 瓊浦高校 長崎 0:32:45
123 594 中島　庵 ﾅｶｼﾏ ｲｵﾘ 唐津工業高校 佐賀 0:32:48
124 299 中山　謙 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 九国大付高校 福岡 0:32:48
125 358 塩田　智大 ｼｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 福大大濠高校 福岡 0:32:49
126 598 坂取　健斗 ｻｶﾄﾘ ｹﾝﾄ 敬徳高校 佐賀 0:32:49
127 420 小川　智司 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 純真高校 福岡 0:32:50
128 389 佐伯　航平 ｻｴｷ ｺｳﾍｲ 九州高校 福岡 0:32:51
129 653 赤峰　晃太郎 ｱｶﾐﾈ ｺｳﾀﾛｳ 大分東明高校 大分 0:32:54
130 339 時川　朊也 ﾄｷｶﾜ ﾄﾓﾔ 希望が丘高校 福岡 0:32:54
131 353 中川　楓太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 福大大濠高校 福岡 0:32:54
132 465 久保山　大雅 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 柳川高校 福岡 0:32:55
133 442 濱本　大弘 ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 修猷館高校 福岡 0:32:56
134 659 馬場　直人 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 大分東明高校 大分 0:32:56
135 649 仲井　賢太 ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 大分西高校 大分 0:32:57
136 247 三井田　陸斗 ﾐｲﾀﾞ ﾘｸﾄ 山口豊浦高校 山口 0:32:57
137 491 野中　誠 ﾉﾅｶ ﾏｺﾄ 高志館高校 佐賀 0:32:58
138 513 占野　克海 ｼﾒﾉ ｶﾂﾐ 鳥栖高校 佐賀 0:33:00
139 228 藤井　大輔 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 防府高校 山口 0:33:02
140 246 廣澤　侑太郎 ﾋﾛｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 山口豊浦高校 山口 0:33:02
141 208 大村　拓也 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾔ 鳥取城北高校 鳥取 0:33:07
142 665 桑原　良輝 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 大分東明高校 大分 0:33:07
143 486 酒井　進之介 ｻｶｲ ｼﾝﾉｽｹ 大牟田高校 福岡 0:33:08
144 344 時川　昌也 ﾄｷｶﾜ ﾏｻﾔ 希望が丘高校 福岡 0:33:09
145 249 浦岡　健 ｳﾗｵｶ ﾀｹｼ 山口豊浦高校 山口 0:33:10
146 207 单後　建太 ﾅﾝｺﾞ ｹﾝﾀ 鳥取城北高校 鳥取 0:33:11
147 355 阿比留　仁虎 ｱﾋﾞﾙ ﾆｺ 福大大濠高校 福岡 0:33:13
148 403 東福　努 ﾄｳﾌｸ ﾂﾄﾑ 福岡工業高校 福岡 0:33:13
149 264 山口　真弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 宇部鴻城高校 山口 0:33:14
150 540 四辻　巧 ﾖｯﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 有田工業高校 佐賀 0:33:15
151 229 吉冨　恭平 ﾖｼﾄﾐ ｷｮｳﾍｲ 防府高校 山口 0:33:17
152 298 中川　裕紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 九国大付高校 福岡 0:33:17
153 237 原田　海 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 高川学園高校 山口 0:33:18
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154 489 角町　智春 ﾂﾉﾏﾁ ﾄﾓﾊﾙ 高志館高校 佐賀 0:33:18
155 500 内田　亮輔 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐賀工業高校 佐賀 0:33:18
156 273 松原　佑一郎 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松山工業高校 愛媛 0:33:18
157 343 上塚　道雄 ｳｴﾂｶ ﾐﾁｵ 希望が丘高校 福岡 0:33:19
158 342 本川　喜斗 ﾓﾄｶﾜ ﾖｼﾄ 希望が丘高校 福岡 0:33:23
159 444 野見山　泰成 ﾉﾐﾔﾏ ﾀｲｾｲ 修猷館高校 福岡 0:33:23
160 240 谷口　尚樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｷ 下関中央工業高校 山口 0:33:24
161 446 兵動　聖七 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｾﾅ 修猷館高校 福岡 0:33:25
162 573 北野　耕大 ｷﾀﾉ ｺｳﾀﾞｲ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:33:25
163 221 遠藤　航 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 米子松蔭高校 鳥取 0:33:25
164 352 田中　飛貴 ﾀﾅｶ ｱｽｷ 福大大濠高校 福岡 0:33:26
165 483 松田　涼太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大牟田高校 福岡 0:33:27
166 578 阿部　将星 ｱﾍﾞ ｼｮｳｾｲ 唐津東高校 佐賀 0:33:30
167 638 河野　京介 ｺｳﾉ ｷｮｳｽｹ 鶴崎工業高校 大分 0:33:32
168 347 寺田　龍覇 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾊ 希望が丘高校 福岡 0:33:32
169 239 船場　文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 下関中央工業高校 山口 0:33:33
170 329 中武　祐樹 ﾅｶﾀｹ ﾕｳｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:33:34
171 263 才原　翔斗 ｻｲﾊﾗ ｼｮｳﾄ 宇部鴻城高校 山口 0:33:35
172 426 冨來　昌哲 ﾄﾐｷ ﾏｻﾉﾘ 春日高校 福岡 0:33:36
173 430 田子森　将一 ﾀｺﾞﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ 九州産業高校 福岡 0:33:37
174 301 植野　海聖 ｳｴﾉ ｶｲｾｲ 九国大付高校 福岡 0:33:37
175 530 宗　直輝 ｿｳ ﾅｵｷ 鳥栖工業高校 佐賀 0:33:37
176 558 北島　佳明 ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ 佐賀北高校 佐賀 0:33:37
177 443 吉田　晃一郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 修猷館高校 福岡 0:33:38
178 437 松田　雄太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 九州産業高校 福岡 0:33:42
179 571 森田　鉄馬 ﾓﾘﾀ ﾃﾂﾏ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:33:42
180 286 岡部　誉広 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 小倉工業高校 福岡 0:33:44
181 419 安藤　健吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ 純真高校 福岡 0:33:45
182 367 白石　壮 ｼﾗｲｼ ｿｳ 東海大五高校 福岡 0:33:45
183 417 石井　恥之 ｲｼｲ ｻﾄｼ 純真高校 福岡 0:33:45
184 373 川本　渉 ｶﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 東海大五高校 福岡 0:33:45
185 269 安永　龍生 ﾔｽﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 宇部鴻城高校 山口 0:33:49
186 393 牧島　直希 ﾏｷｼﾏ ﾅｵｷ 城单高校 福岡 0:33:51
187 320 上木　大我 ｳｴｷ ﾀｲｶﾞ 自由ヶ丘高校 福岡 0:33:52
188 569 阿部　翔悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:33:53
189 331 一江　宏明 ｲﾁｴ ﾋﾛｱｷ 自由ヶ丘高校 福岡 0:33:54
190 492 林　康輝 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 高志館高校 佐賀 0:33:55
191 663 石川　貴久 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋｻ 大分東明高校 大分 0:33:56
192 244 中野　拓海 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 下関中央工業高校 山口 0:33:57
193 369 石井　祐斗 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 東海大五高校 福岡 0:34:01
194 209 西尾　成世 ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 鳥取城北高校 鳥取 0:34:01
195 346 今冨　史也 ｲﾏﾄﾐ ﾌﾐﾔ 希望が丘高校 福岡 0:34:02
196 337 永田　慎太郎 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 希望が丘高校 福岡 0:34:03
197 670 西原　弘祐 ﾆｼﾊﾗ ｺｳﾕｳ 国東高校 大分 0:34:03
198 360 吉崎　健悟 ﾖｼｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大五高校 福岡 0:34:04
199 424 八千古嶋　龍 ﾔﾁｺｼﾞﾏ ﾘｭｳ 春日高校 福岡 0:34:04
200 309 疋田　幸大 ﾋｷﾀ ﾕｷﾋﾛ 八幡高校 福岡 0:34:04
201 511 三池　稔 ﾐｲｹ ﾐﾉﾙ 佐賀工業高校 佐賀 0:34:04
202 372 森　和樹 ﾓﾘ ｶｽﾞｷ 東海大五高校 福岡 0:34:05
203 472 浦　尚之 ｳﾗ ﾅｵﾕｷ 三池工業高校 福岡 0:34:07
204 597 栫井　大雅 ｶｺｲ ﾀｲｶﾞ 敬徳高校 佐賀 0:34:07
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205 391 宮崎　礼央 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｵ 九州高校 福岡 0:34:08
206 293 成瀬　颯人 ﾅﾙｾ ﾊﾔﾄ 九国大付高校 福岡 0:34:08
207 265 中川　千彰 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ 宇部鴻城高校 山口 0:34:09
208 539 吉永　晃人 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾄ 有田工業高校 佐賀 0:34:11
209 668 矢野　智也 ﾔﾉ ﾄﾓﾔ 国東高校 大分 0:34:11
210 469 林　脩哉 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾔ 柳川高校 福岡 0:34:12
211 226 小田　修弥 ｵﾀﾞ ｼｭｳﾔ 防府高校 山口 0:34:16
212 630 栁　友祐 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｽｹ 瓊浦高校 長崎 0:34:16
213 202 森脇　啓太 ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 鳥取城北高校 鳥取 0:34:18
214 316 阿部　友樹 ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ 北筑高校 福岡 0:34:19
215 458 髙山　謙太 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾀ 飯塚高校 福岡 0:34:20
216 412 白濱　宏樹 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛｷ 純真高校 福岡 0:34:22
217 432 田中　遼太郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 九州産業高校 福岡 0:34:22
218 421 臼井　啓太 ｳｽｲ ｹｲﾀ 純真高校 福岡 0:34:23
219 639 中村　大二郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 鶴崎工業高校 大分 0:34:23
220 268 濱脇　建伍 ﾊﾏﾜｷ ｹﾝｺﾞ 宇部鴻城高校 山口 0:34:24
221 450 本田　歩夢 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾕﾑ 飯塚高校 福岡 0:34:25
222 227 吉田　飛翔 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 防府高校 山口 0:34:25
223 596 荒木　稜平 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾍｲ 敬徳高校 佐賀 0:34:25
224 599 徳永　賢哉 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝﾔ 敬徳高校 佐賀 0:34:26
225 307 成松　義将 ﾅﾘﾏﾂ ﾖｼﾏｻ 八幡高校 福岡 0:34:31
226 384 古賀　健 ｺｶﾞ ﾀｹﾙ 東福岡高校 福岡 0:34:33
227 211 表　瀬那 ｵﾓﾃ ｾﾅ 鳥取城北高校 鳥取 0:34:33
228 572 吉家　風悟 ﾖｼｲｴ ﾌｳｺﾞ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:34:34
229 608 北島　一樹 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 佐賀清和高校 佐賀 0:34:34
230 456 古川　拓実 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾐ 飯塚高校 福岡 0:34:35
231 517 杉谷　一樹 ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ 鳥栖高校 佐賀 0:34:39
232 392 村山　侃生 ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵｷ 九州高校 福岡 0:34:40
233 349 矢野　陸雄 ﾔﾉ ﾘｸｵ 福大大濠高校 福岡 0:34:41
234 627 矢野　裕之 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 瓊浦高校 長崎 0:34:41
235 210 箕原　樹 ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾙ 鳥取城北高校 鳥取 0:34:42
236 348 田中　星陽 ﾀﾅｶ ｾｲﾖｳ 希望が丘高校 福岡 0:34:45
237 434 日下部　卓哉 ｸｻｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 九州産業高校 福岡 0:34:46
238 212 橋本　泰成 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 鳥取城北高校 鳥取 0:34:47
239 325 原田　拓海 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 自由ヶ丘高校 福岡 0:34:47
240 294 荒木　渉吾 ｱﾗｷ ｼｮｳｺﾞ 九国大付高校 福岡 0:34:49
241 636 岩永　博登 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 瓊浦高校 長崎 0:34:51
242 609 小林　達哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北陵高校 佐賀 0:34:51
243 545 堤　義行 ﾂﾂﾐ ﾖｼﾕｷ 小城高校 佐賀 0:34:55
244 510 椎葉　義仁 ｼｲﾊﾞ ﾖｼﾋﾄ 佐賀工業高校 佐賀 0:34:56
245 225 原田　諒也 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 防府高校 山口 0:34:57
246 333 堀江　淳太 ﾎﾘｴ ｼﾞｭﾝﾀ 高稜高校 福岡 0:34:59
247 312 伊勢　一貴 ｲｾ ｶｽﾞｷ 北筑高校 福岡 0:35:00
248 379 川波　弘典 ｶﾜﾅﾐ ﾋﾛﾉﾘ 東福岡高校 福岡 0:35:03
249 404 久冨　航己 ﾋｻﾄﾐ ｺｳｷ 福岡工業高校 福岡 0:35:03
250 535 岩永　龍希 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ 有田工業高校 佐賀 0:35:04
251 549 石丸　健太 ｲｼﾏﾙ ｹﾝﾀ 小城高校 佐賀 0:35:08
252 624 植松　宏太 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 鹿島高校 佐賀 0:35:08
253 645 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 大分西高校 大分 0:35:08
254 241 竹内　和生 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 下関中央工業高校 山口 0:35:11
255 376 平義　直也 ﾋﾗｷﾞ ﾅｵﾔ 東福岡高校 福岡 0:35:12



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～虹の松原内「海浜館」付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日10時00分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

高校１０キロの部

256 318 古子　永遠 ﾌﾙｺ ﾄﾜ 北筑高校 福岡 0:35:18
257 488 田中丸　基 ﾀﾅｶﾏﾙ ﾊｼﾞﾒ 高志館高校 佐賀 0:35:19
258 429 髙﨑　遼 ﾀｶｻｷ ﾘｮｳ 九州産業高校 福岡 0:35:19
259 601 田中　太将 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 敬徳高校 佐賀 0:35:20
260 287 谷川　元気 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 小倉工業高校 福岡 0:35:21
261 516 杉谷　大樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 鳥栖高校 佐賀 0:35:22
262 402 桒原　拓也 ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 福岡工業高校 福岡 0:35:22
263 625 小森　聡史 ｺﾓﾘ ｻﾄｼ 鹿島高校 佐賀 0:35:22
264 413 松尾　直哉 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 純真高校 福岡 0:35:22
265 362 道上　翔太 ﾐﾁｳｴ ｼｮｳﾀ 東海大五高校 福岡 0:35:24
266 361 枌　滉平 ﾍｷﾞ ｺｳﾍｲ 東海大五高校 福岡 0:35:26
267 536 片岡　涼太郎 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 有田工業高校 佐賀 0:35:28
268 416 松岡　芳樹 ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ 純真高校 福岡 0:35:28
269 438 岩崎　亮太 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 福岡西陵高校 福岡 0:35:29
270 388 林　潤平 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 九州高校 福岡 0:35:30
271 550 香月　虎太 ｶﾂｷ ｺｳﾀ 小城高校 佐賀 0:35:31
272 455 松下　巧 ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾐ 飯塚高校 福岡 0:35:32
273 518 黒田　歩 ｸﾛﾀﾞ ｱﾕﾑ 鳥栖高校 佐賀 0:35:33
274 242 吉本　大介 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 下関中央工業高校 山口 0:35:36
275 675 清和　大貴 ｾｲﾜ ﾀｲｷ 国東高校 大分 0:35:36
276 313 吉松　賢利 ﾖｼﾏﾂ ｹﾝﾄ 北筑高校 福岡 0:35:40
277 589 山口　寛太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 唐津工業高校 佐賀 0:35:42
278 603 田尻　泰醇 ﾀｼﾞﾘ ﾀｲｼﾞｭﾝ 伊万里高校 佐賀 0:35:42
279 308 吉武　歩人 ﾖｼﾀｹ ｱﾙﾄ 八幡高校 福岡 0:35:42
280 498 松尾　健土 ﾏﾂｵ ｹﾝﾄ 高志館高校 佐賀 0:35:43
281 414 武宮　舜 ﾀｹﾐﾔ ｼｭﾝ 純真高校 福岡 0:35:43
282 499 大西　啓斗 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾄ 高志館高校 佐賀 0:35:43
283 546 平川　知哉 ﾋﾗｶﾜ ﾄﾓﾔ 小城高校 佐賀 0:35:45
284 459 仲野　誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 飯塚高校 福岡 0:35:48
285 669 西原　大範 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 国東高校 大分 0:35:50
286 448 田中　恭時 ﾀﾅｶ ﾔｽﾄｷ 修猷館高校 福岡 0:35:50
287 504 高塚　祐也 ﾀｶﾂｶ ﾕｳﾔ 佐賀工業高校 佐賀 0:35:50
288 345 岡本　哲平 ｵｶﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 希望が丘高校 福岡 0:35:58
289 471 石田　竜也 ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 三池工業高校 福岡 0:35:59
290 288 川口　晃平 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 小倉工業高校 福岡 0:35:59
291 671 長木　将斗 ﾁｮｳｷ ｼｮｳﾄ 国東高校 大分 0:36:04
292 538 吉富　丞一朗 ﾖｼﾄﾞﾐ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 有田工業高校 佐賀 0:36:06
293 552 犬塚　玄樹 ｲﾇﾂｶ ｹﾞﾝｷ 小城高校 佐賀 0:36:06
294 230 原　洋介 ﾊﾗ ﾖｳｽｹ 防府高校 山口 0:36:07
295 563 諸岡　宗彦 ﾓﾛｵｶ ﾑﾈﾋｺ 佐賀北高校 佐賀 0:36:08
296 575 田中　将大 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:36:09
297 560 田中　孝典 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 佐賀北高校 佐賀 0:36:10
298 673 大海　陸也 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾔ 国東高校 大分 0:36:12
299 595 井上　勇喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 唐津工業高校 佐賀 0:36:14
300 606 馬場　剛 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ 伊万里高校 佐賀 0:36:17
301 502 佐伯　魁青 ｻｴｷ ｶｲｾｲ 佐賀工業高校 佐賀 0:36:21
302 577 吉田　雄登 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:36:22
303 295 松尾　光 ﾏﾂｵ ﾋｶﾙ 九国大付高校 福岡 0:36:24
304 243 松浦　拓海 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ 下関中央工業高校 山口 0:36:25
305 436 川添　龍司 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｭｳｼﾞ 九州産業高校 福岡 0:36:26
306 678 宮本　康平 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 国東高校 大分 0:36:27



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～虹の松原内「海浜館」付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日10時00分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

高校１０キロの部

307 311 野口　陸生 ﾉｸﾞﾁ ﾘｸｵ 八幡高校 福岡 0:36:28
308 493 山口　輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 高志館高校 佐賀 0:36:28
309 584 岡本　宗一郎 ｵｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 唐津工業高校 佐賀 0:36:30
310 507 本松　隼人 ﾓﾄﾏﾂ ﾊﾔﾄ 佐賀工業高校 佐賀 0:36:38
311 204 古礒　瞳衣 ｺｲｿ ﾄｳｲ 鳥取城北高校 鳥取 0:36:39
312 305 小柳　祐貴 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 八幡高校 福岡 0:36:43
313 585 溝江　雅人 ﾐｿﾞｴ ﾏｻﾄ 唐津工業高校 佐賀 0:36:43
314 447 髙橋　拓真 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾏ 修猷館高校 福岡 0:36:46
315 315 山田　総一朗 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 北筑高校 福岡 0:36:47
316 496 陣内　健太 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 高志館高校 佐賀 0:36:48
317 433 吉永　透 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 九州産業高校 福岡 0:36:48
318 626 橋爪　啓太朗 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹｲﾀﾛｳ 鹿島高校 佐賀 0:36:50
319 395 後藤　拓 ｺﾞﾄｳ ﾀｸ 城单高校 福岡 0:36:53
320 537 栗原　元気 ｸﾘﾊﾗ ｹﾞﾝｷ 有田工業高校 佐賀 0:36:55
321 621 前田　崇伸 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 白石高校 佐賀 0:36:57
322 593 井上　永久 ｲﾉｳｴ ｶﾅﾀ 唐津工業高校 佐賀 0:37:00
323 439 松尾　勇汰 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 福岡西陵高校 福岡 0:37:01
324 576 那須　昇太 ﾅｽ ｼｮｳﾀ 早稲田佐賀高校 佐賀 0:37:02
325 397 遠山　雄大 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 城单高校 福岡 0:37:03
326 365 大濱　祐樹 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ 東海大五高校 福岡 0:37:06
327 607 吉永　将人 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 伊万里高校 佐賀 0:37:07
328 501 岸川　晃大 ｷｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 佐賀工業高校 佐賀 0:37:08
329 547 松尾　宗汰 ﾏﾂｵ ｼｭｳﾀ 小城高校 佐賀 0:37:10
330 462 木山　悠介 ｷﾔﾏ ﾕｳｽｹ 明善高校 福岡 0:37:11
331 544 古賀　大介 ｺｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小城高校 佐賀 0:37:14
332 505 田中　海 ﾀﾅｶ ｶｲ 佐賀工業高校 佐賀 0:37:14
333 378 東納　拓海 ﾄｳﾉｳ ﾀｸﾐ 東福岡高校 福岡 0:37:16
334 592 関　征洋 ｾｷ ﾏｻﾋﾛ 唐津工業高校 佐賀 0:37:19
335 495 江島　彰一 ｴｼﾞﾏ ｼｮｳｲﾁ 高志館高校 佐賀 0:37:20
336 503 坂林　知紀 ｻｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 佐賀工業高校 佐賀 0:37:24
337 381 井上　凌介 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ 東福岡高校 福岡 0:37:28
338 310 宅見　和弘 ﾀｸﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 八幡高校 福岡 0:37:31
339 375 松田　涼輔 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 東福岡高校 福岡 0:37:35
340 677 田邉　優人 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 国東高校 大分 0:37:37
341 610 田久保　順平 ﾀｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 北陵高校 佐賀 0:37:37
342 561 武藤　拓也 ﾑﾄｳ ﾀｸﾔ 佐賀北高校 佐賀 0:37:51
343 579 坂口　喬一 ｻｶｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ 唐津東高校 佐賀 0:37:53
344 411 宅島　健太 ﾀｸｼﾏ ｹﾝﾀ 純真高校 福岡 0:37:54
345 508 八並　翔 ﾔﾂﾅﾐ ｶｹﾙ 佐賀工業高校 佐賀 0:37:54
346 554 松尾　将志 ﾏﾂｵ ﾏｻｼ 小城高校 佐賀 0:37:58
347 457 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 飯塚高校 福岡 0:38:02
348 451 宮園　剛 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾂﾖｼ 飯塚高校 福岡 0:38:04
349 383 羽野　将太 ﾊﾉ ｼｮｳﾀ 東福岡高校 福岡 0:38:07
350 543 口木　文人 ｸﾁｷ ﾌﾐﾋﾄ 小城高校 佐賀 0:38:08
351 676 松永　和希 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 国東高校 大分 0:38:10
352 494 相島　光 ｱｲｼﾏ ﾋｶﾘ 高志館高校 佐賀 0:38:10
353 674 幸松　和生 ｺｳﾏﾂ ｶｽﾞｷ 国東高校 大分 0:38:12
354 319 原田　彬 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 北筑高校 福岡 0:38:16
355 591 宮﨑　和希 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 唐津工業高校 佐賀 0:38:17
356 559 江口　賢也 ｴｸﾞﾁ ｹﾝﾔ 佐賀北高校 佐賀 0:38:21
357 586 河﨑　晃希 ｶﾜｻｷ ｺｳｷ 唐津工業高校 佐賀 0:38:23



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～虹の松原内「海浜館」付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日10時00分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

高校１０キロの部

358 335 伊地知　真也 ｲｼﾞﾁ ｼﾝﾔ 高稜高校 福岡 0:38:26
359 463 井形　幸史郎 ｲｶﾞﾀ ｺｳｼﾛｳ 明善高校 福岡 0:38:27
360 587 山本　晃平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 唐津工業高校 佐賀 0:38:28
361 289 宮薗　拓未 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾀｸﾐ 慶成高校 福岡 0:38:31
362 382 城戸　悠吾 ｷﾄﾞ ｹｲｺﾞ 東福岡高校 福岡 0:38:31
363 580 野崎　弘幸 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 唐津東高校 佐賀 0:38:32
364 490 友田　裕斗 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾄ 高志館高校 佐賀 0:38:33
365 604 中島　伊吹 ﾅｶｼﾏ ｲﾌﾞｷ 伊万里高校 佐賀 0:38:38
366 245 伊藤　倫太郎 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 下関中央工業高校 山口 0:38:41
367 555 山下　大歩 ﾔﾏｼﾀ ｱﾕﾑ 小城高校 佐賀 0:38:55
368 553 小林　拓人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 小城高校 佐賀 0:39:02
369 605 小川　拓真 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 伊万里高校 佐賀 0:39:21
370 396 白澤　敬平 ｼﾗｻﾜ ｷｮｳﾍｲ 城单高校 福岡 0:39:23
371 583 筒井　紀顕 ﾂﾂｲ ﾉﾘｱｷ 唐津单高校 佐賀 0:39:32
372 515 寺澤　龍之輔 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 鳥栖高校 佐賀 0:40:01
373 385 松尾　浩平 ﾏﾂｵ ｺｳﾍｲ 東福岡高校 福岡 0:40:02
374 622 副島　拓郎 ｿｴｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 鹿島高校 佐賀 0:40:33
375 440 三宅　勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 福岡西陵高校 福岡 0:40:45
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後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～松浦橋折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日11時05分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

1 905 内田　梨絵 ｳﾁﾀﾞ ﾘｴ 白石高校 佐賀 0:16:58
2 906 平井　見季 ﾋﾗｲ ﾐｷ 白石高校 佐賀 0:16:59
3 822 永沼　侑花 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｶ 九国大付高校 福岡 0:17:36
4 825 前田　綾子 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ 九国大付高校 福岡 0:17:41
5 821 三好　伶奈 ﾐﾖｼ ﾚﾅ 九国大付高校 福岡 0:17:45
6 908 植松　佳那子 ｳｴﾏﾂ ｶﾅｺ 鹿島実業高校 佐賀 0:17:47
7 823 別宮　麻珠 ﾍﾞﾂﾐﾔ ｱｻﾐ 九国大付高校 福岡 0:17:53
8 862 吉田　遥 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 柳川高校 福岡 0:17:57
9 824 中村　里紗 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 九国大付高校 福岡 0:18:02

10 910 川上　楓 ｶﾜｶﾐ ｶｴﾃﾞ 大分東明高校 大分 0:18:03
11 826 湯口　遥夏 ﾕｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 九国大付高校 福岡 0:18:04
12 853 林田　恵理子 ﾊﾔｼﾀﾞ ｴﾘｺ 春日高校 福岡 0:18:08
13 812 十川　桃香 ﾄｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 東筑紫学園高校 福岡 0:18:09
14 843 森　朝希 ﾓﾘ ｱｻｷ 筑紫女学園高校 福岡 0:18:17
15 855 井上　奈津美 ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ 春日高校 福岡 0:18:26
16 852 繁田　有紗美 ｼｹﾞﾀ ｱｻﾐ 純真高校 福岡 0:18:27
17 846 田部　真名佳 ﾀﾍﾞ ﾏﾅｶ 筑紫女学園高校 福岡 0:18:28
18 817 平田　紗也 ﾋﾗﾀ ｻﾔ 東筑紫学園高校 福岡 0:18:35
19 816 西村　菜々世 ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｾ 東筑紫学園高校 福岡 0:18:35
20 863 佐野　佳澄 ｻﾉ ｶｽﾐ 柳川高校 福岡 0:18:42
21 864 大屋　美優 ｵｵﾔ ﾐﾕｳ 柳川高校 福岡 0:18:42
22 860 村上　美貴 ﾑﾗｶﾐ ﾐｷ 柳川高校 福岡 0:18:43
23 828 中村　愛香 ﾅｶﾑﾗ ｱｲｶ 九国大付高校 福岡 0:18:44
24 830 三浦　深華子 ﾐｳﾗ ﾐｶｺ 九国大付高校 福岡 0:18:49
25 861 四ヶ所　夢香 ｼｶｼｮ ﾕﾒｶ 柳川高校 福岡 0:18:50
26 865 寺﨑　彩華 ﾃﾗｻｷ ｱﾔｶ 柳川高校 福岡 0:19:06
27 850 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 純真高校 福岡 0:19:09
28 836 森　奈津美 ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 折尾愛真高校 福岡 0:19:16
29 827 太田　美樹 ｵｵﾀ ﾐｷ 九国大付高校 福岡 0:19:17
30 858 原口　茉子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｺ 修猷館高校 福岡 0:19:20
31 911 財前　実莉 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾐﾉﾘ 国東高校 大分 0:19:23
32 838 大庭　凪紗 ｵｵﾊﾞ ﾅｷﾞｻ 高稜高校 福岡 0:19:25
33 829 森山　彩音 ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔﾈ 九国大付高校 福岡 0:19:29
34 857 金谷　晴菜 ｶﾅﾔ ﾊﾙﾅ 修猷館高校 福岡 0:19:33
35 891 山下　友里菜 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘﾅ 多久高校 佐賀 0:19:34
36 834 大村　奈実希 ｵｵﾑﾗ ﾅﾐｷ 折尾愛真高校 福岡 0:19:37
37 814 上野　ひな美 ｳｴﾉ ﾋﾅﾐ 東筑紫学園高校 福岡 0:19:43
38 895 寺田　優衣 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｲ 唐津单高校 佐賀 0:19:46
39 847 旭　真奈 ｱｻﾋ ﾏﾅ 筑紫女学園高校 福岡 0:19:46
40 872 外尾　由衣 ﾎｶｵ ﾕｲ 高志館高校 佐賀 0:19:56
41 837 米原　采奈 ﾖﾈﾊﾗ ｻｲﾅ 折尾愛真高校 福岡 0:19:56
42 815 薦田　愛香 ｺﾓﾀﾞ ｱｲｶ 東筑紫学園高校 福岡 0:19:57
43 893 中島　萌里 ﾅｶｼﾏ ﾓｴﾘ 唐津東高校 佐賀 0:20:09
44 896 岩永　育美 ｲﾜﾅｶﾞ ｲｸﾐ 伊万里高校 佐賀 0:20:19
45 900 溝口　ひらり ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾗﾘ 佐賀清和高校 佐賀 0:20:19
46 831 本田　愛恵 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅｴ 北筑高校 福岡 0:20:31
47 879 久保　美空 ｸﾎﾞ ﾐｸ 鳥栖高校 佐賀 0:20:34
48 902 高田　麗 ﾀｶﾀﾞ ﾚｲﾅ 佐賀清和高校 佐賀 0:20:51
49 892 大久保　柚希 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷ 唐津東高校 佐賀 0:20:56
50 898 松本　綾菜 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔﾅ 伊万里高校 佐賀 0:20:57
51 886 宮地　由佳 ﾐﾔﾁ ﾕｶ 佐賀北高校 佐賀 0:21:04

高校女子５キロの部



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～松浦橋折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日11時05分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

高校女子５キロの部

52 876 太田　理佳子 ｵｵﾀ ﾘｶｺ 鳥栖高校 佐賀 0:21:05
53 899 齊藤　遥香 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 伊万里高校 佐賀 0:21:09
54 839 倉田　清香 ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 高稜高校 福岡 0:21:12
55 873 池田　朱里 ｲｹﾀﾞ ｱｶﾘ 高志館高校 佐賀 0:21:27
56 904 平山　結雅 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶ 佐賀清和高校 佐賀 0:21:28
57 871 江越　芙美子 ｴｺﾞｼ ﾌﾐｺ 高志館高校 佐賀 0:21:35
58 880 松尾　美佐 ﾏﾂｵ ﾐｻ 鳥栖高校 佐賀 0:21:39
59 818 鈴川　愛美 ｽｽﾞｶﾜ ﾏﾅﾐ 慶成高校 福岡 0:21:48
60 874 川頭　未来 ｶﾜｽﾞ ﾐｸ 高志館高校 佐賀 0:21:52
61 840 永田　凪沙 ﾅｶﾞﾀ ﾅｷﾞｻ 高稜高校 福岡 0:22:11
62 887 満武　有咲 ﾐﾂﾀｹ ｱﾘｻ 佐賀北高校 佐賀 0:22:20
63 841 藤井　千聖 ﾌｼﾞｲ ﾁｻﾄ 高稜高校 福岡 0:22:24
64 820 小林　真穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾎ 慶成高校 福岡 0:23:05
65 819 長尾　幸恵 ﾅｶﾞｵ ｻﾁｴ 慶成高校 福岡 0:23:22
66 878 大田　雅子 ｵｵﾀ ﾏｻｺ 鳥栖高校 佐賀 0:24:17



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～虹の松原内「海浜館」付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日11時00分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

1 1 橋本　富美子 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｺ しまむら 埼玉 0:33:23
2 11 新宅　里香 ｼﾝﾀｸ ﾘｶ しまむら 埼玉 0:33:24
3 26 中村　祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 宮崎銀行 宮崎 0:33:24
4 14 小泉　直子 ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ デンソー 三重 0:33:25
5 16 高力　香織 ｺｳﾘｷ ｶｵﾘ デンソー 三重 0:33:28
6 20 堀江　美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ ノーリツ 兵庫 0:33:34
7 21 津崎　紀久代 ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ ノーリツ 兵庫 0:33:38
8 12 阿部　沙香 ｱﾍﾞ ｻﾔｶ しまむら 埼玉 0:33:40
9 17 佐々木　香穂 ｻｻｷ ｶﾎ デンソー 三重 0:33:40

10 19 亀井　久美子 ｶﾒｲ ｸﾐｺ デンソー 三重 0:33:45
11 69 山下　莉奈 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 大分東明高校 大分 0:33:52
12 42 結城　彩花 ﾕｳｷ ｱﾔｶ 福岡大学 福岡 0:33:53
13 36 海野　佳那 ｳﾝﾉ ｶﾅ 京都産業大学 京都 0:33:59
14 2 右田　愛 ﾐｷﾞﾀ ｱｲ ワコール 京都 0:34:01
15 3 光延　友希 ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾕｷ 京セラ 京都 0:34:06
16 15 岡　未友紀 ｵｶ ﾐﾕｷ デンソー 三重 0:34:20
17 23 石本　里緒奈 ｲｼﾓﾄ ﾘｵﾅ ノーリツ 兵庫 0:34:23
18 13 橋本　愛里 ﾊｼﾓﾄ ｴﾘ しまむら 埼玉 0:34:30
19 43 逸木　和香菜 ｲﾂｷ ﾜｶﾅ 福岡大学 福岡 0:34:42
20 68 高倉　侑芽 ﾀｶｸﾗ ﾕﾒ 大分東明高校 大分 0:34:56
21 27 新地　楓 ｼﾝﾁ ｶｴﾃﾞ 宮崎銀行 宮崎 0:35:00
22 24 中林　咲 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ ノーリツ 兵庫 0:35:01
23 40 岩浪　幸 ｲﾜﾅﾐ ﾕｷ 福岡大学 福岡 0:35:03
24 29 小村　仁美 ｺﾑﾗ ﾋﾄﾐ 鹿児島銀行 鹿児島 0:35:03
25 56 上野　夢歩 ｳｴﾉ ﾕﾒﾎ 中村女子高校 山口 0:35:11
26 18 近藤　奈菜美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ デンソー 三重 0:35:15
27 57 谷川　愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 中村女子高校 山口 0:35:24
28 59 三藤　美奈満 ﾐﾌｼﾞ ﾐﾅﾐ 中村女子高校 山口 0:35:30
29 37 新原　彩 ﾆｲﾊﾗ ｱﾔ 福岡大学 福岡 0:35:44
30 38 相良　幸 ｻｶﾞﾗ ﾐﾕｷ 福岡大学 福岡 0:35:55
31 28 亀安　愛菜 ｶﾒﾔｽ ｱｲﾅ 宮崎銀行 宮崎 0:36:12
32 33 崎浜　絵美 ｻｷﾊﾏ ｴﾐ ナンチク 鹿児島 0:36:16
33 41 竹本　未来 ﾀｹﾓﾄ ﾐｷ 福岡大学 福岡 0:36:30
34 66 齊藤　映菜 ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 大分東明高校 大分 0:36:42
35 61 西原　知沙 ﾆｼﾊﾗ ﾁｻ 城单高校 福岡 0:36:49
36 67 城野　真穂 ｼﾞｮｳﾉ ﾏﾎ 大分東明高校 大分 0:36:51
37 58 富田　真帆 ﾄﾐﾀ ﾏﾎ 中村女子高校 山口 0:36:55
38 54 大片　史 ｵｵｶﾀ ﾁｶ 中村女子高校 山口 0:36:56
39 34 岩下　和加 ｲﾜｼﾀ ﾜｶ ナンチク 鹿児島 0:36:58
40 49 安武　美香 ﾔｽﾀｹ ﾐｶ 福岡大学 福岡 0:37:05
41 55 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 中村女子高校 山口 0:37:10
42 35 宮村　柚里 ﾐﾔﾑﾗ ﾕﾘ ナンチク 鹿児島 0:37:30
43 52 末次　志帆 ｽｴﾂｸﾞ ｼﾎ 長崎大学 長崎 0:37:39
44 51 西田　朊子 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 久留米大学 福岡 0:39:33
45 65 中村　ひかる ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 大分東明高校 大分 0:40:10
46 39 安村　恭子 ﾔｽﾑﾗ ｷｮｳｺ 福岡大学 福岡 0:40:43
47 53 若杉　莉奈 ﾜｶｽｷﾞ ﾘﾅ 長崎県立大学シーボルト校長崎 0:40:48
48 63 河内　優香 ｶﾜｳﾁ ﾕｶ 福岡西陵高校 福岡 0:41:34
49 64 牛尾　朱理 ｳｼｵ ｱｶﾘ 福岡西陵高校 福岡 0:42:13

女子１０キロの部



第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～唐津市役所浜玉支所付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日12時15分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

1 8 廣末　香 ﾋﾛｽｴ ｶｵﾙ トヨタ自動車九州 福岡 0:47:14
2 7 佐々木　悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 旭化成 宮崎 0:47:22
3 2 林　辰也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ トヨタ自動車 愛知 0:47:24
4 3 川内　優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 埼玉 0:47:28
5 9 メクボ　モグス ﾒｸﾎﾞ ﾓｸﾞｽ 日清食品グループ 東京 0:47:41
6 23 吉元　真司 ﾖｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 黒崎播磨 福岡 0:48:25
7 1 清水　健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ ヤクルト 埼玉 0:48:28
8 25 久井原　歩 ﾋｻｲﾊﾞﾙ ｱﾕﾑ 黒崎播磨 福岡 0:48:30
9 30 中島　賢士 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 九電工 福岡 0:48:35

10 4 山口　航 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 日立物流 千葉 0:48:36
11 11 治郎丸　健一 ｼﾞﾛﾏﾙ ｹﾝｲﾁ 日清食品グループ 東京 0:48:40
12 24 小椋　新之介 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ 黒崎播磨 福岡 0:48:42
13 17 河村　政伸 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ トクヤマ 山口 0:48:45
14 48 目良　隼人 ﾒﾗ ﾊﾔﾄ 三菱重工長崎 長崎 0:48:51
15 27 田口　哲 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｼ 西鉄 福岡 0:49:02
16 22 野本　大喜 ﾉﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 安川電機 福岡 0:49:02
17 33 渡邉　大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ トヨタ自動車九州 福岡 0:49:32
18 31 前田　晃旗 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 九電工 福岡 0:49:41
19 12 大津　翔吾 ｵｵﾂ ｼｮｳｺﾞ ＪＲ東日本 東京 0:49:53
20 50 浦野　輝 ｳﾗﾉ ﾋｶﾙ 三菱重工長崎 長崎 0:49:55
21 19 藤井　祐希 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ トクヤマ 山口 0:50:07
22 26 尾田　寛幸 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 西鉄 福岡 0:50:07
23 15 保坂　優介 ﾎｻｶ ﾕｳｽｹ 八千代工業 埼玉 0:50:16
24 39 逸木　脩平 ｲﾂｷ ｼｭｳﾍｲ 戸上電機製作所 佐賀 0:50:17
25 96 久間　康博 ｸﾏ ﾔｽﾋﾛ 長崎大学 長崎 0:50:30
26 49 浦川　雅矢 ｳﾗｶﾜ ﾏｻﾔ 三菱重工長崎 長崎 0:51:04
27 37 平　敏治 ﾀｲﾗ ﾄｼﾊﾙ 戸上電機製作所 佐賀 0:51:30
28 59 小川　尚人 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾋﾄ 九州国際大学 福岡 0:51:40
29 83 沖中　啓太 ｵｷﾅｶ ｹｲﾀ 福岡大学 福岡 0:51:43
30 16 松岡　貴志 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ トクヤマ 山口 0:51:51
31 69 中島　涼輔 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 九州大学 福岡 0:51:52
32 32 濵口　隆幸 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 九電工 福岡 0:51:55
33 38 名波谷　一朗 ﾅﾊﾞﾔ ｲﾁﾛｳ 戸上電機製作所 佐賀 0:51:56
34 36 大島　伸 ｵｵｼﾏ ｼﾝ 戸上電機製作所 佐賀 0:51:57
35 14 田村　博史 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 八千代工業 埼玉 0:52:05
36 34 片平　義貴 ｶﾀﾋﾗ ﾖｼｷ トヨタ自動車九州 福岡 0:52:12
37 75 百田　将吾 ﾓﾓﾀ ｼｮｳｺﾞ 九州大学 福岡 0:52:27
38 67 山﨑　智裕 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 九州大学 福岡 0:52:46
39 18 野村　亮介 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ トクヤマ 山口 0:53:08
40 99 奥浦　海 ｵｸｳﾗ ｶｲ 長崎大学 長崎 0:53:16
41 66 井上　光宏 ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾋﾛ 九州大学 福岡 0:53:25
42 95 綾部　優也 ｱﾔﾍﾞ ﾕｳﾔ 長崎大学 長崎 0:53:27
43 40 宮崎　良成 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾅﾘ 唐津水産加工団地(協)佐賀 0:53:32
44 63 松井　一将 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏｻ 福岡教育大学 福岡 0:53:39
45 98 下吹越　拓也 ｼﾓﾋｺﾞｼ ﾀｸﾔ 長崎大学 長崎 0:54:14
46 65 山田　彬史 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 九州大学 福岡 0:54:53
47 93 川原　健太 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀ 佐賀大学 佐賀 0:55:19
48 64 福田　浩也 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾔ 九州大学 福岡 0:55:22
49 42 幸島　弘明 ｺｳｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 唐津市役所 佐賀 0:55:25
50 61 徳永　裕喜 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 九州国際大学 福岡 0:55:34
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第５４回　唐津１０マイルロードレース大会

主催：唐津市、(一財)佐賀陸上競技協会

後援：唐津市教育委員会、(公財)日本陸上競技連盟、九州陸上競技協会、西日本新聞社、(財)唐津市体育協会、

       唐津商工会議所、(一社)唐津観光協会、ぴ～ぷる放送

主管：唐津市陸上競技協会

協力：佐賀県警察本部、唐津警察署、日本赤十字社佐賀県支部、唐津市交通安全指導委員会、唐津ボーイスカウト、

        唐津市スポーツ推進委員連絡協議会

コース：日本陸連公認　唐津１０マイルロードレースコース　唐津市陸上競技場～唐津市役所浜玉支所付近折り返し　

******************************************

******************************************

測定区分:手動1/1秒 　　　　　　　日時：2014年2月9日12時15分スタート

　　　　　　　審 判 長　：田中　修司

　　　　　　　記録主任 ：山口　一誠

【 Finish 】
順位 No. 氏名 所属団体 地区 記録

男子１０マイルの部

51 28 隅川　幸久 ｽﾐｶﾜ ﾕｷﾋｻ とびうめクラブ 福岡 0:55:49
52 60 矢部　貴大 ﾔﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 九州国際大学 福岡 0:56:58
53 100 内海　健 ｳﾂﾐ ﾀｹﾙ 長崎国際大学 長崎 0:57:01
54 58 進藤　亮作 ｼﾝﾄｳ ﾘｮｳｻｸ 浜玉MC 佐賀 0:57:05
55 57 脇山　徹也 ﾜｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ 唐津市役所 佐賀 0:57:06
56 78 牟田　雅浩 ﾑﾀ ﾏｻﾋﾛ 九州大学 福岡 0:57:24
57 89 池口　拓弥 ｲｹｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 福岡大学 福岡 0:58:06
58 73 安藤　真基 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 九州大学 福岡 0:58:20
59 88 古川　浩太郎 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 福岡大学 福岡 0:59:37
60 20 平井　利文 ﾋﾗｲ ﾄｼﾌﾐ 下関市陸協 山口 0:59:43
61 44 牟田口　周作 ﾑﾀｸﾞﾁ ｼｭｳｻｸ 唐津市役所 佐賀 0:59:56
62 62 溝部　智幸 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 九州国際大学 福岡 0:59:59
63 94 山﨑　拓也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 西九州大学 佐賀 1:00:21
64 43 宮崎　大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾙ 唐津市役所 佐賀 1:00:42
65 56 井上　康弘 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾛ 鬼塚地区体協 佐賀 1:01:23
66 68 佐藤　文哉 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 九州大学 福岡 1:03:10
67 71 澤田　龍之介 ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 九州大学 福岡 1:03:38
68 21 小田原　雅己 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ LAC 福岡 1:04:22
69 54 田中　一弘 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡尐鑑RC 福岡 1:06:09


