
男子 2400m 総合成績

第１回 福岡・志賀島ＯＷＳ大会

順位 ゼッケン 名 　 前 都道府県 クラブ名 タ イ ム

1 853 樋口　玲士 福岡県  　28分14秒02

2 801 岩城　省吾 鹿児島  　30分27秒02 

3 803 横田　宗一郎 福岡県  　32分31秒32 

4 817 井上　教士 福岡県  　33分41秒65 

5 813 大高　秀文 埼玉県  　33分43秒50 

6 807 細野　俊司 東京都  　33分48秒54 

7 847 前村　亮太 鹿児島  　34分03秒45

8 820 江崎　幸三 神奈川  　34分30秒61 

9 814 松嵜　敦志 山口県  　34分37秒26 

10 811 武田　亮 福岡県  　35分58秒15 

11 832 芝　啓造 広島県  　36分18秒20 

12 802 鬼塚　大幸 鹿児島  　37分10秒25 

13 816 松永　正明 福岡県  　37分41秒80 

14 854 宮下　仁 東京都  　37分55秒17

15 810 山口　茂朗 大分県  　38分25秒96 

16 850 苫川　和馬 大分県  　40分09秒99

17 852 山崎　弘之 福岡県  　40分13秒36

18 827 椙村　千里 神奈川  　40分34秒21 

19 809 縄田　慎吾 福岡県  　41分00秒92 

20 823 西尾　和康 福岡県  　41分02秒48 

21 836 松藤　敬二郎 福岡県  　41分15秒15 

22 828 松村　基 東京都  　41分30秒52 

23 806 田中　友樹 鹿児島  　41分32秒49 

24 808 小池　弘高 福岡県  　41分34秒38 

25 841 徳永　邦弘 福岡県  　41分58秒94 

26 805 森崎　功也 福岡県  　42分02秒93 

27 834 山田　良二 福岡県  　42分59秒58 

28 837 深谷　清広 福岡県  　43分29秒02 

29 851 武石　政彦 大分県  　43分35秒15

30 838 伊藤　武司 三重県  　44分21秒99 
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31 833 木村　昌幹 福岡県  　44分59秒96 

32 835 高田　公一 大分県  　45分35秒09 

33 818 北村　繁宏 福岡県  　45分49秒84 

34 826 近藤　貴行 福岡県  　46分16秒81 

35 822 鈴木　和治 福岡県  　46分17秒78 

36 819 伊藤　陵 愛媛県  　46分29秒29 

37 831 阿部　拓 神奈川  　46分47秒09 

38 821 橘　宏太郎 福岡県  　47分07秒43 

39 830 服部　聖 千葉県  　47分29秒27 

40 843 斉藤　次徳 福岡県  　48分58秒70 

41 824 手嶋　洋司 福岡県  　49分02秒08 

42 804 森田　義紀 福岡県  　49分55秒40 

43 846 南　春植 福岡県  　51分53秒77 

44 815 濱　大介 神奈川  　52分42秒04 

45 839 林　四朗 福岡県  　52分44秒66 

46 842 中川　光博 福岡県  　57分46秒08 

47 840 前園　幸作 福岡県 1時間03分31秒30 

_ 844 野田　保博 福岡県 途 中 棄 権 

_ 845 中村　勝利 福岡県 途 中 棄 権 

_ 829 道祖尾　伯史 長崎県 棄 権 

_ 812 松野 優一 福岡県 棄 権 

_ 825 福石　堅太郎 福岡県 棄 権 


