
鹿児島市報道提供資料

■ 提供日   平成３１年３月３日（日）

■ 表 題   「鹿児島マラソン２０１９」大会出走情報

■ 取材対応者 鹿児島マラソン実行委員会事務局 事務局長 堀之内 勇  

℡099-803-9622 （内線）5191  

みなと大通り別館 3階（スポーツ課内）

              

【担当：主事 元木 ℡099-803-9622 （内線）5193 】

「鹿児島マラソン２０１９」マラソン男子 1位～100 位

  別紙のとおり

    

人・まち・みどり みんなで創る “豊かさ”実感都市・かごしま

04 速報
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1 1 飛松 佑輔 ﾄﾋﾞﾏﾂ ﾕｳｽｹ 鹿児島県 日置市役所 2:14:51

2 6 鈴東 千弘 ｽｽﾞﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 鹿児島県 国分自衛隊 2:25:03

3 104 永田 宏一郎 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:26:15

4 110 池脇 信也 ｲｹﾜｷ ｼﾝﾔ 鹿児島県 出水市消防本部 2:27:25

5 106 米良 瑛介 ﾒﾗ ｴｲｽｹ 鹿児島県 川薩陸協 2:27:30

6 109 田代 一晃 ﾀｼﾛ ｶｽﾞｱｷ 鹿児島県 南薩東京社 2:27:43

7 8 引地 剛 ﾋｷﾁﾞ ﾂﾖｼ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:27:43

8 115 松本 圭祐 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 福岡県 久留米大学 2:27:49

9 174 淵之上 佑樹 ﾌﾁﾉｳｴ ﾕｳｷ 鹿児島県 川薩陸協 2:28:20

10 135 竹下 慎太郎 ﾀｹｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 鹿児島県 京セラ鹿児島 2:28:47

11 122 櫻木 健太 ｻｸﾗｷﾞ ｹﾝﾀ 鹿児島県 曽於陸協 2:29:18

12 101 新牛込 崇史 ｼﾝｳｼｺﾞﾒ ﾀｶｼ 静岡県 御殿場・滝ヶ原自衛隊 2:29:19

13 114 松木 祐二 ﾏﾂｷ ﾕｳｼﾞ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:29:36

14 113 岩切 純平 ｲﾜｷﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鹿児島県 県下一周鹿児島 2:29:50

15 128 中橋 信人 ﾅｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾄ 鹿児島県 出水陸協 2:30:29

16 116 中條 幸大 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｷﾋﾛ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:31:37

17 143 吉 隆之輔 ﾖｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 鹿児島県 大島陸協 2:31:53

18 120 岩松 翔馬 ｲﾜﾏﾂ ｼｮｳﾏ 鹿児島県 曽於陸協 2:32:06

19 1045 川畑 潤一郎 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 2:32:55

20 123 吉原 一幸 ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 鹿児島県 指宿市役所 2:32:57

21 145 花岡 賢吾 ﾊﾅｵｶ ｹﾝｺﾞ 鹿児島県 鹿児島陸上競技協会 2:33:10

22 198 竹之内 康孝 ﾀｹﾉｳﾁ ﾔｽﾀｶ 広島県 呉市陸上競技協会 2:34:22

23 144 副田 典岐 ｿｴﾀﾞ ﾉﾘｷ 鹿児島県 福岡陸協 2:34:31

24 1036 茶園 宗武 ﾁｬｴﾝ ﾑﾈﾀｹ 熊本県 2:35:07

25 166 雪丸 恭平 ﾕｷﾏﾙ ｷｮｳﾍｲ 鹿児島県 三豊機工 2:35:24

26 1033 中村 泰士 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ 鹿児島県 2:35:29

27 192 吉村 健人 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ 鹿児島県 日置陸協 2:36:22

28 112 大山 研二 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 RUNS 2:36:36

29 125 室屋 将史 ﾑﾛﾔ ﾏｻｼ 鹿児島県 指宿地区駅伝 2:36:39

30 132 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 2:36:55

31 1022 米藏 亮 ﾖﾈｸﾗ ﾘｮｳ 鹿児島県 2:36:59

32 151 松田 拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 鹿児島県 肝属クラブ 2:37:23

33 237 屋久 楓 ﾔﾋｻ ｶｴﾃﾞ 鹿児島県 日置陸協 2:37:49

34 168 雪丸 雄大 ﾕｷﾏﾙ ﾕｳﾀﾞｲ 鹿児島県 三豊機工 2:38:12

35 1416 下醉尾 剛朗 ｼﾓｴﾉｵ ﾀｹﾛｳ 鹿児島県 2:38:17

36 140 内 和也 ｳﾁ ｶｽﾞﾔ 鹿児島県 指宿地区駅伝 2:38:32

37 1040 室屋 貞治 ﾑﾛﾔ ｻﾀﾞﾊﾙ 鹿児島県 2:38:39

38 167 小宮 幸 ｺﾐﾔ ﾐﾕｷ 鹿児島県 三豊機工 2:41:14

39 172 三宅 孝毅 ﾐﾔｹ ﾀｶｷ 鹿児島県 肝属クラブ 2:41:35

40 186 内田 智弘 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 鹿児島県 熊毛陸協 2:41:43

41 1029 山田 真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 福岡県 2:42:05

42 1027 野口 祥太 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 鹿児島県 2:42:06

43 163 尾上 大樹 ｵﾉｳｴ ﾀｲｷ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:42:10

44 103 國島 毅 ｸﾆｼﾏ ﾂﾖｼ 鹿児島県 大島地区陸上競技協会 2:42:28

45 1509 阿部 正克 ｱﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 鹿児島県 2:42:31

46 231 原口 大悟 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:42:38

47 105 中原 拓海 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島県 鹿児島銀行 2:42:41

48 1105 橋本 和磨 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 宮崎県 2:42:51

49 1005 坂中 伸作 ｻｶﾅｶ ｼﾝｻｸ 鹿児島県 2:43:13

50 136 今井 兼人 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 たんぽぽRC 2:43:55
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51 162 重野 竜太 ｼｹﾞﾉ ﾘｭｳﾀ 鹿児島県 大島陸協 2:44:03

52 193 村上 尚志 ﾑﾗｶﾐ ﾋｻﾕｷ 熊本県 JJBBRC 2:44:16

53 1053 日髙 道治 ﾋﾀﾞｶ ﾐﾁﾊﾙ 鹿児島県 2:44:53

54 1248 尼子 啓 ｱﾏｺ ｹｲ 大分県 2:44:56

55 184 矢嶋 秀明 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:45:04

56 197 樋上 龍矢 ﾋﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 大阪府 大阪陸協 2:45:04

57 156 濵﨑 泰博 ﾊﾏｻｷ ﾔｽﾋﾛ 鹿児島県 ＨＲＮＣ駅弁倶楽部 2:45:12

58 102 前迫 勇太 ﾏｴｻｺ ﾕｳﾀ 鹿児島県 鹿児島陸協 2:45:13

59 210 鮎川 輝希 ｱﾕｶﾜ ﾃﾙｷ 鹿児島県 曽於陸協 2:45:36

60 146 入来 稔彰 ｲﾘｷ ﾄｼｱｷ 長崎県 陸上自衛隊対馬 2:45:53

61 1032 富田 繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 鹿児島県 2:45:57

62 7 増田 悠大 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 鹿児島県 曽於陸協 2:46:05

63 130 白木 利昌 ｼﾗｷ ﾄｼﾏｻ 福岡県 本城陸上クラブ 2:46:20

64 235 西元 光樹 ﾆｼﾓﾄ ｺｳｷ 鹿児島県 鹿児島陸上競技協会 2:46:26

65 233 飯塚 智 ｲｲﾂﾞｶ ｻﾄｼ 奈良県 NRF 2:46:26

66 208 細川 俊彦 ﾎｿｶﾜ ﾄｼﾋｺ 滋賀県 チームサンタ 2:46:35

67 3 清水 歓太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 埼玉県 早稲田大学 2:46:37

68 239 宮田 章也 ﾐﾔﾀ ﾌﾐﾔ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:46:53

69 236 南 武宏 ﾐﾅﾐ ﾀｹﾋﾛ 岡山県 ランプロRC 2:47:05

70 206 家入 友博 ｲｴｲﾘ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県 ウイング 2:47:19

71 160 柳沼 伸之 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 福岡県 マラソン完走クラブ 2:47:34

72 1078 坂元 博哉 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 鹿児島県 2:47:38

73 185 松永 鉄男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂｵ 鹿児島県 SRC 2:47:45

74 179 本田 寿雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼｵ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:47:50

75 1016 竹ノ内 賢次 ﾀｹﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞ 鹿児島県 2:48:08

76 224 東 貴史 ｱﾂﾞﾏ ﾀｶｼ 鹿児島県 県下一周鹿児島 2:48:22

77 180 肥後 龍平 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾍｲ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:48:34

78 178 清水 優樹 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 鹿児島県 伊佐駅伝クラブ 2:48:40

79 171 辻 啓太 ﾂｼﾞ ｹｲﾀ 大阪府 大阪市役所 2:48:42

80 1020 飯田 将博 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:48:47

81 152 フィリップス ダニエル ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾀﾞﾆｴﾙ 鹿児島県 HRNC駅弁倶楽部 2:48:49

82 214 高山 孝一 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 鹿児島県 チームみつお 2:48:53

83 227 木下 嘉博 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 熊本県 熊本県陸協 2:49:08

84 1107 田中 直也 ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 鹿児島県 2:49:19

85 1336 蘇 光陽 ｲｹﾙ ｺｳﾖｳ 鹿児島県 2:49:27

86 338 吉田 晃一郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県 九州大学 2:49:29

87 183 吉永 大樹 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 鹿児島県 姶良市役所 2:49:38

88 238 軸屋 健 ｼﾞｸﾔ ﾀｹﾙ 鹿児島県 姶良市役所 2:49:51

89 1010 武田 和樹 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大阪府 2:49:58

90 1004 野崎 健人 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾄ 東京都 2:50:35

91 1044 羽田 優基 ﾊﾈﾀ ﾕｳｷ 鹿児島県 2:50:49

92 155 山元 秀和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 鹿児島県 HRNC駅弁倶楽部 2:50:50

93 196 森 静哉 ﾓﾘ ｾｲﾔ 鹿児島県 志學館大学 2:50:57

94 150 渡部 周平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 愛媛県 今治アスリート 2:51:25

95 159 楢木 十士郎 ﾅﾗｷ ﾄｼﾛｳ 福岡県 糟屋陸協 2:51:40

96 1092 溝上 大地 ﾐｿﾞｳｴ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島県 2:51:47

97 220 木村 航士 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 eA神奈川 2:51:48

98 1077 松田 純平 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 2:51:51

99 304 尾崎 一博 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 鹿児島県 鹿児島陸上競技協会 2:52:00

100 243 山口 秋伸 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 鹿児島県 鹿児島陸上競技協会 2:52:14




