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 5/03
 男子

 5000m
 1  1  横山  慶尚  旭化成延岡  15'35"09  2  河野  文憲  旭化成延岡  15'41"86  3  戸田  智洋  西臼杵陸協  15'52"06  4  大久保  誠  北諸県郡陸協  15'59"57

 5  安藤  龍馬(3)  高千穂高  16'12"77  6  三森  達也  旭化成延岡  16'16"33  7  長瀬  彰吾(2)  九保大  16'42"37  8  徳留  英裕  宮崎県庁  16'43"09

 9  佐藤  琢朗(3)  高千穂高  16'43"36  10  甲斐  信雄  西臼杵陸協  17'10"77  11  石谷  公平(2)  大分大  17'18"46  12  河野  剛大  旭化成延岡  17'41"70

 13  後藤  崇文(3)  宮崎産経大  17'54"80  14  福留  和広  旭化成延岡  18'13"07  15  田部  裕士(2)  高千穂高  18'14"97  16  飯干  恭平(2)  高千穂高  18'20"42
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 10000m

 1  1  井手上隼人  ﾄﾖﾀ自動車九州  29'52"52  2  中﨑  幸伸  ﾄﾖﾀ自動車九州  29'53"30  3  木下  潤哉  旭化成  29'55"24  4  鴛海  辰矢  西鉄  30'04"53

 5  酒井  拓弥  ﾄﾖﾀ自動車九州  30'11"40  6  久井原  歩  黒崎播磨  30'11"70  7  河野  健一  黒崎播磨  30'15"90  8  坪内  淳一  黒崎播磨  30'17"95

 9  福山  真魚  九電工  30'24"07  10  岩田  勇治  三菱重工長崎  30'46"60  11  後藤    敬  西鉄  30'55"06  12  石田  和也  西鉄  30'56"19

 13  松尾  良一  旭化成  31'05"56  14  栗原  光陽(4)  長崎大  31'11"23  15  樋口    亨  西都市陸協  31'42"52  16  天野  健太  大塚製薬  31'45"48

 17  堀    辰也  西鉄  31'57"34  18  久間  康博(1)  長崎大  32'13"33  19  森下  義仁(3)  長崎大  32'17"15  20  米倉  伸一  宮崎市陸協  32'21"93

 21  稲田    淳(3)  宮崎産経大  32'34"75  22  岡本  峻悟(4)  宮崎産経大  32'39"70  23  堀ノ内  賢(3)  長崎大  32'52"06  24  角田  大地(3)  宮崎産経大  33'12"37

 25  松尾  郁哉(2)  長崎大  33'18"28  26  大久保  守(4)  長崎大  33'31"93  27  竹下  和弥(4)  宮崎産経大  33'51"91  28  岩田  貴志(2)  宮崎産経大  33'57"26

 29  梶山  円貴(4)  長崎大  34'14"10  30  宮本  龍二(2)  宮崎産経大  34'29"36

 2  1  三津谷  祐  ﾄﾖﾀ自動車九州  28'49"61  2  大野  龍二  旭化成  29'01"82  3  岩永  暁如  九電工  29'04"37  4  堺    晃一  富士通  29'07"17

 5  荒川  丈弘  旭化成  29'15"37  6  久我  和弥(4)  駒澤大  29'16"40  7  佐々木  悟  旭化成  29'16"98  8  池田麻保呂  愛知製鋼  29'17"89

 9  松村  康平  三菱重工長崎  29'18"79  10  押川  裕貴  ﾄﾖﾀ自動車九州  29'19"18  11  赤木    翼  西鉄  29'20"28  12  田中  佳祐  富士通  29'23"49

 13  幸田  高明  旭化成  29'27"54  14  中本健太郎  安川電機  29'37"23  15  河添  俊司  旭化成  29'42"23  16  八木  勇樹  旭化成  29'46"38

 17  酒井  将規  九電工  29'47"63  18  吉村  大輝(3)  流通経済大  29'48"01  19  阿宗  高広  愛三工業  29'48"99  20  吉川  修司  九電工  29'55"33

 21  岩見  和明  九電工  29'59"46  22  井手  貴教  九電工  30'12"03  23  佐藤  智之  旭化成  30'14"36  24  高嶺  秀仁  富士通  30'22"73

 25  渡辺  洋一  三菱重工長崎  30'22"79  26  大塚  良軌  愛知製鋼  30'27"13  27  久保岡諭司  ＪＦＥ  30'44"39  28  安田  昌倫  愛知製鋼  30'48"47

 29  石田  康雄  愛知製鋼  31'03"91
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