
 

 

 

■ 提供日  令和５年３月５日（日） 

■ 表 題  「鹿児島マラソン２０２３」マラソン男子 1位～100位 

■ 取材対応者  

鹿児島マラソン実行委員会事務局 事務局長 平良 和也 

       ℡225-2601 みなと大通り別館６階 大会本部 

【担当：向原 行星】   
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あなたとわくわく マグマシティ 鹿児島市 

 

鹿児島市 
報道提供資料 

04 速報 



鹿児島マラソン2023

マラソン男子

Print: 1 / 2 ページ Official Timer & Result By RBS

順位 No. 氏 名 氏名カナ 市町村県名 所 属 記 録

1 1 飛松 佑輔 ﾄﾋﾞﾏﾂ ﾕｳｽｹ 鹿児島県 日置市役所 2:14:40

2 102 古川 大晃 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 東京大学 2:17:57

3 101 吉村 大輝 ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 宮崎県 宮崎陸協 2:18:22

4 116 西川 朋秀 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 沖縄県 琉球大学 2:23:10

5 128 福留 大樹 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛｷ 宮崎県 宮崎陸協 2:23:56

6 120 花岡 賢吾 ﾊﾅｵｶ ｹﾝｺﾞ 鹿児島県 霧島市消防局 2:24:41

7 143 曽木 大士朗 ｿｷ ﾀﾞｲｼﾛｳ 鹿児島県 川薩陸協 2:25:01

8 114 今村 文哉 ｲﾏﾑﾗ ﾌﾐﾔ 福岡県 福岡大学 2:26:47

9 112 前田 伯 ﾏｴﾀﾞ ﾂｶｻ 鹿児島県 I.R.B 2:27:04

10 1005 早崎 成哉 ﾊﾔｻｷ ｾｲﾔ 鹿児島県 鹿児島市消防局 2:28:00

11 235 冨永 大喜 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾖｼ 鹿児島県 霧島市消防局 2:28:26

12 123 富田 誠至郎 ﾄﾐﾀ ｾｲｼﾛｳ 熊本県 天草マラソンクラブ 2:28:41

13 1008 石田 翔 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳ 京都府 2:28:45

14 104 新牛込 崇史 ｼﾝｳｼｺﾞﾒ ﾀｶｼ 鹿児島県 国分自衛隊 2:29:19

15 164 岸田 賢吾 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 鹿児島県 大島地区陸上競技協会 2:29:31

16 105 増田 悠大 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鹿児島県 曽於陸協 2:29:52

17 118 髙吉 智博 ﾀｶﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 鹿児島県 鹿児島市消防局 2:29:56

18 109 豊蔵 規久 ﾄﾖｸﾗ ﾉﾘﾋｻ 鹿児島県 国分自衛隊 2:30:09

19 119 松木 祐二 ﾏﾂｷ ﾕｳｼﾞ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:30:17

20 110 山本 浩平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 熊本県 熊本県庁 2:30:35

21 127 永谷 勇介 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:30:44

22 140 南雲 駿 ﾅｸﾞﾓ ｼｭﾝ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:30:57

23 159 三原 叶雅 ﾐﾊﾗ ﾔｽﾏｻ 佐賀県 佐賀陸上競技協会 2:31:00

24 117 塚本 浩一 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 熊本県 肥後銀行 2:31:26

25 1002 川畑 潤一郎 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 航空自衛隊築城基地 2:31:51

26 113 竹下 慎太郎 ﾀｹｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:32:08

27 141 三垣 貴史 ﾐｶｷ ﾀｶﾌﾐ 鹿児島県 日置市役所 2:32:17

28 133 大川畑 幸来 ｵｵｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾗｲ 鹿児島県 南薩東京社 2:32:50

29 4 引地 剛 ﾋｷﾁﾞ ﾂﾖｼ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:32:58

30 129 淵之上 佑樹 ﾌﾁﾉｳｴ ﾕｳｷ 鹿児島県 川薩陸協 2:33:53

31 121 飯塚 智 ｲｲﾂﾞｶ ｻﾄｼ 奈良県 NRF 2:33:56

32 175 福本 恭久 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ 広島県 JR西日本陸上クラブ 2:34:03

33 193 竹之内 康孝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾔｽﾀｶ 広島県 呉市陸協 2:34:16

34 157 石谷 公平 ｲｼﾔ ｺｳﾍｲ 宮崎県 日向市陸協 2:34:21

35 155 宮川 朋史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 福井県 福井陸上競技協会 2:34:37

36 126 吉原 一幸 ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 鹿児島県 IBUSUKI.RB 2:35:44

37 1013 田島 大志 ﾀｼﾏ ﾀｲｼ 鹿児島県 2:35:51

38 131 田畑 庸祐 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｳｽｹ 鹿児島県 南薩東京社 2:37:09

39 145 今田 風吹 ｲﾏﾀﾞ ﾌﾌﾞｷ 鹿児島県 日置市役所 2:37:29

40 139 石井 凌 ｲｼｲ ﾘｮｳ 鹿児島県 京セラ川内 2:38:50

41 1014 船田 毅 ﾌﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ 北海道 2:38:52

42 147 西澤 悟志 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 長野県 山二発條 2:38:53

43 511 中原 拓海 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島県 鹿児島銀行 2:38:59

44 135 下前 智哉 ｼﾓﾏｴ ﾄﾓﾔ 鹿児島県 南薩東京社 2:39:13

45 3 池脇 信也 ｲｹﾜｷ ｼﾝﾔ 鹿児島県 出水地区陸協 2:39:21

46 174 川添 謙一 ｶﾜｿｴ ｹﾝｲﾁ 鹿児島県 霧島市消防局 2:39:30

47 108 中村 幸成 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 福岡県 JR九州 2:40:08

48 239 西村 郁哉 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 鹿児島県 鹿児島工業高専 2:41:32

49 190 垣内 奎人 ｶｷｳﾁ ｹｲﾄ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:41:56

50 178 寺田 耕作 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｻｸ 鹿児島県 熊毛陸協 2:42:19
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鹿児島マラソン2023

マラソン男子

Print: 2 / 2 ページ Official Timer & Result By RBS

順位 No. 氏 名 氏名カナ 市町村県名 所 属 記 録

51 203 堀上 賢二 ﾎﾘｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 芦屋市陸協 2:42:24

52 1118 西 航一郎 ﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 鹿児島県 2:42:57

53 170 児玉 貴洋 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島県 曽於陸協 2:43:01

54 1083 岩切 颯汰 ｲﾜｷﾘ ｿｳﾀ 大阪府 2:43:30

55 237 内 翔平 ｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 鹿児島県 川薩陸協 2:43:52

56 236 中面 駿 ﾅｶﾂﾗ ｼｭﾝ 鹿児島県 HArt. 2:43:57

57 1015 重野 竜太 ｼｹﾞﾉ ﾘｭｳﾀ 鹿児島県 大島陸協 2:44:01

58 1093 西口 龍之介 ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島県 2:44:01

59 166 西田 駿児 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 福岡県 本城陸上クラブ 2:44:03

60 214 樗木 颯瑳 ｵﾃｷ ﾊﾔｻ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:44:05

61 138 樺島 裕貴 ｶﾊﾞｼﾏ ﾕｳｷ 福岡県 福岡陸協 2:44:29

62 111 西元 光樹 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｷ 鹿児島県 HRC 2:45:36

63 1054 村田 慎一 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲﾁ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:45:55

64 197 満園 貴一 ﾐﾂｿﾞﾉ ｷｲﾁ 鹿児島県 川薩陸協 2:45:56

65 1047 中原 顕作 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｻｸ 鹿児島県 2:46:02

66 165 山下 翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 鹿児島県 Kmtk 2:46:10

67 1033 朴 孝錫 ﾊﾟｸ ﾋｮｼｮｯｸ 千葉県 2:46:13

68 1085 宮城 雄一郎 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 鹿児島県 2:46:15

69 229 佐野 広幸 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 鹿児島県 曽於陸協 2:46:23

70 1009 室屋 貞治 ﾑﾛﾔ ｻﾀﾞﾊﾙ 鹿児島県 2:46:27

71 1079 小山 慎吾 ｵﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 熊本県 2:46:36

72 152 山崎 大司朗 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｼﾛｳ 鹿児島県 HArt. 2:46:48

73 188 松永 鉄男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂｵ 鹿児島県 狂犬夜走 鹿児島 2:47:04

74 171 五嶋 大輔 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 熊本県 天草消防 2:47:11

75 194 久保田 祥伍 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 ユナイテッド 2:47:22

76 156 要 雄喜 ｶﾅﾒ ﾕｳｷ 東京都 東京陸上競技協会 2:47:27

77 2688 鶴野 大地 ﾂﾙﾉ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島県 2:47:29

78 1042 坂元 庄吾 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 鹿児島県 2:48:27

79 1479 松下 和樹 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ 長崎県 2:48:42

80 1022 家入 友博 ｲｴｲﾘ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県 熊本陸協 2:48:58

81 1067 湯ノ口 哲平 ﾕﾉｸﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 鹿児島県 2:49:18

82 222 北野 耕平 ｷﾀﾉ ｺｳﾍｲ 神奈川県 湘南スターズ 2:49:21

83 1186 大野 勝太 ｵｵﾉ ｼｮｳﾀ 千葉県 2:49:21

84 177 瀬沼 一成 ｾﾇﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 横浜市陸上競技協会 2:49:32

85 1141 椛島 賢斗 ｶﾊﾞｼﾏ ｹﾝﾄ 鹿児島県 2:49:36

86 124 吉岡 紀元 ﾖｼｵｶ ﾉﾘﾕｷ 福岡県 福岡陸協 2:50:11

87 1063 高山 孝一 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:50:19

88 191 長倉 基樹 ﾅｶﾞｸﾗ ﾓﾄｷ 宮崎県 宮崎陸協 2:50:31

89 263 原 琢真 ﾊﾗ ﾀｸﾏ 福岡県 北九州高専 2:50:39

90 225 成島 康則 ﾅﾙｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 SMILEY 2:50:43

91 150 糠谷 充孝 ﾇｶﾔ ﾐﾂﾀｶ 静岡県 クラブR2中日本 2:50:50

92 233 野尻 健司 ﾉｼﾞﾘ ｹﾝｼ 大分県 大分陸上競技協会 2:51:00

93 1196 末川 克博 ｽｴｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:51:03

94 198 近藤 修平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 愛媛県 クラブR2東日本 2:51:06

95 1075 黒原 泰仁 ｸﾛﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ 福岡県 2:51:19

96 1915 平 成輝 ﾀｲﾗ ﾅﾘｱｷ 鹿児島県 2:51:19

97 1060 林田 克則 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 長崎県 2:51:19

98 231 山嵜 涼雅 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｶﾞ 鹿児島県 Landmark 2:51:22

99 204 砂走 裕一 ｽﾅﾊｼﾘ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 日テレＪＣ 2:51:35

100 276 松坂 康大 ﾏﾂｻｶ ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 LTC 2:51:40
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