
第１回 希望の襷マラソン熊本大会

２０２２.１１.２７(日)

参加のご案内

このたびは、第１回希望の襷マラソン熊本大会にご参加いただきありがとうございます。
当冊子の内容をよくお読みいただいたうえで、ご参加ください。

① ナンバーカード
② 計測タグ（ナンバーカードに付いています。希望の襷リレーは襷に入っています。）
③ 参加賞

当日配布物

開催日

2022年11月27日(日)

タイムスケジュール

6:40 受付開始
8:00 大会セレモニー

（ゲスト紹介、熊本県太鼓連盟様演舞 etc）
8:30 3kmキッズラン スタート
9:00 9km スタート
9:05 希望の襷リレー【3時間】 スタート
9:10 ハーフマラソン スタート

（100人単位1分おきのウェーブスタート）
11時頃 表彰式①

（3kmキッズラン、9km、ハーフマラソン）
12:10 1.2km親子ラン スタート
13時頃 表彰式②

（希望の襷リレー、1.2km親子ラン）
13:30 競技終了

全体記念撮影

※上記は変更する場合がございます。
変更の場合は会場内アナウンスでご案内します。

会場

えがお健康スタジアム

地産地消食べマルシェ

食の魅力を発信し、地域活性化の貢献へ繋げます。

8:00 開店
14:30 終了予定

※販売状況により変更する場合がございます。

協 賛

主 催 希望の襷マラソン実行委員会 共 催

後 援 熊本県 熊本県教育委員会/熊本市 熊本市教育委員会/熊本日日新聞社



新型コロナウイルス感染症防止対策

本大会は新型コロナウイルスの感染拡大に十分配慮
しながら大会を実施いたします。
以下の対策を実施いたしますのでご協力をお願いい
たします。
●シリコンバンドの装着

受付時に健康状態に問題がないことの証明として、
リストバンドをお渡ししております。イベント開催
中は必ずご着用ください。

●少人数でのウェーブスタート
100人規模単位でスタートいただきます。
どのウェーブからスタートするかは主催者で指定
させていただきます。

●消毒液の設置、手洗いの励行
会場の各所に消毒液を設置いたします。
こまめな手指消毒にご協力をお願いいたします。

●走行時以外、マスク装着の徹底
参加者の皆様は整列時も含めマスクの装着をお願い
いたします。走行時のみ外し、終了後に装着をお願
いいたします。

スタート/フィニッシュ場所

スタート／フィニッシュ場所は次ページのコース図を
参照ください。
スタート時間は下記の通りです。
各自スタート時間をご確認ください。
整列はスタートの20分前より行います。

当日の流れ

駐車場に駐車、会場入り

受付（えがお健康スタジアム第4ゲート）

スタート地点整列

スタートまで
の目安時間

1時間30分前

20分前

各種目スタート時間に
合わせてスタート

フィニッシュ後、
給水所の利用や荷物引き換え

地産地消食べマルシェや多種目の
応援など、アフターランを満喫！

諸項目、注意事項など

〇参加賞
ハーフ・9km・ 3kmキッズラン・リレー
⇒受付時にお渡しします。
1.2km親子ラン
⇒完走後に競技場内でお渡しします。

〇更衣室
スタジアム1Fにございます。

〇手荷物預かり所
スタジアム1Fの105会議室に手荷物預かり所を設けま
す。
お預かりできる荷物は1人1袋までです。袋は各自ご準
備ください。手荷物袋にはラベルシールを貼り付けま
す。
返却時にはナンバカードのご提示によるご本人様確認
が必要ですので、ナンバーカードは無くさずにお持ち
ください。
※貴重品、壊れ物はお預かりいたしかねます。

紛失、破損等の事故については主催者は一切の責任
を負いません。ご承知の上でご利用ください。

〇記録計測
ナンバーカードに計測用タグが装着されています。
リレーの部は襷に装着されています。
競技終了まで絶対に取り外さないでください。

〇コース
種目ごとにコースが異なります。1周目のみ先導が
つく予定ですが、あらかじめご自身が走るコースを
ご確認ください。また、周回管理は各自でお願いいた
します。
【ハーフ】 3kmコースを7周
【9km】 3kmコースを3周
【3km】 3kmコースを1周
【1.2km】1.2㎞コースを1周
【リレー】 3kmコースを3時間走り、周回数を競い

ます。走行順番・回数はチーム内で決めて
ください。

※公園内コースは専有ではありません。歩行者・
横断者との接触事故が無いようお気を付けください。

〇給水
コース上は１周につき1か所（水・スポーツドリン
ク）ございます。
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種目 スタート時間 ナンバーカード色 ナンバー
3㎞キッズラン 8:30 3001～3042

9㎞ 9:00 2001～2045
希望の襷リレー 9:05 5001～5035
ハーフマラソン 9:10 1001～1100

9:11 1101～1200
9:12 1201～1260

1.2km親子ラン 12:10 4001～4037


RUNNET

				顧客番号		請求No.		大会エントリーID		団体申込番号		団体申込代表者氏名		団体申込代表者電話番号		表彰種目名		氏名漢字		氏名カナ		西暦生年月日		年齢		性別		郵便番号		都道府県番号		都道府県名		住所1		住所2		自宅TEL		連絡先TEL		携帯TEL		参加費		締切次数		参加規約への同意		メモ情報		受注日		受注方法		支払方法		確定日(入金確定日)		エントリー合計(税込)		陸連登録団体名■		陸連登録陸協名■		陸連登録番号■		陸連登録氏名（ローマ字）姓		陸連登録氏名（ローマ字）名		JAAF ID		エントリー種別		チーム名■		漢字氏名(メンバー1)■		カナ氏名(メンバー1)■		年齢(メンバー1)■		西暦生年月日(メンバー1)■		性別(メンバー1)■		参加規約への同意(メンバー1)■		漢字氏名(メンバー2)■		カナ氏名(メンバー2)■		年齢(メンバー2)■		西暦生年月日(メンバー2)■		性別(メンバー2)■		参加規約への同意(メンバー2)■		漢字氏名(メンバー3)■		カナ氏名(メンバー3)■		年齢(メンバー3)■		西暦生年月日(メンバー3)■		性別(メンバー3)■		参加規約への同意(メンバー3)■		漢字氏名(メンバー4)■		カナ氏名(メンバー4)■		年齢(メンバー4)■		西暦生年月日(メンバー4)■		性別(メンバー4)■		参加規約への同意(メンバー4)■		漢字氏名(メンバー5)■		カナ氏名(メンバー5)■		年齢(メンバー5)■		西暦生年月日(メンバー5)■		性別(メンバー5)■		参加規約への同意(メンバー5)■		漢字氏名(メンバー6)■		カナ氏名(メンバー6)■		年齢(メンバー6)■		西暦生年月日(メンバー6)■		性別(メンバー6)■		参加規約への同意(メンバー6)■		漢字氏名(メンバー7)■		カナ氏名(メンバー7)■		年齢(メンバー7)■		西暦生年月日(メンバー7)■		性別(メンバー7)■		参加規約への同意(メンバー7)■		漢字氏名(メンバー8)■		カナ氏名(メンバー8)■		年齢(メンバー8)■		西暦生年月日(メンバー8)■		性別(メンバー8)■		参加規約への同意(メンバー8)■		漢字氏名(メンバー9)■		カナ氏名(メンバー9)■		年齢(メンバー9)■		西暦生年月日(メンバー9)■		性別(メンバー9)■		参加規約への同意(メンバー9)■		漢字氏名(メンバー10)■		カナ氏名(メンバー10)■		年齢(メンバー10)■		西暦生年月日(メンバー10)■		性別(メンバー10)■		参加規約への同意(メンバー10)■		メールアドレス		予想タイム		Ｔシャツサイズ		交通手段		緊急連絡先TEL		今後の開催地域について(福岡県)		今後の開催地域について(佐賀県)		今後の開催地域について(長崎県)		今後の開催地域について(大分県)		今後の開催地域について(宮崎県)		今後の開催地域について(鹿児島県)		今後の開催地域について(沖縄県)		子供氏名漢字		子供氏名カナ		子供性別		子供生年月日

		RUNNET		1244		C00029792262		37956832								ハーフマラソン 男子　70歳以上		原谷 勤		ハラタニ ツトム		12/26/51		70		男性		802-0051		40		福岡県		北九州市小倉北区黒原2-11-15				090-9940-5613						5000		1		同意				10/9/22 5:29		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/11/22 13:34		5000														個人																																																																																																																												tharatan51@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		電車		090-9401-6723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10793		C00029683798		37835821								ハーフマラソン 男子　50代		高森 聖人		タカモリ マサト		10/9/67		55		男性		870-0862		44		大分県		大分市大字中尾４９８番地の６				097-549-2806				090-7298-3131		5000		1		同意				9/22/22 7:53		パソコン		PayPal		9/22/22 7:53		5000														個人																																																																																																																												hashigo@me.com		1:45:00		LLサイズ		車		090-5930-4007		1						1		1

		RUNNET		10935		C00029864373		38035398								ハーフマラソン 男子　50代		松木 孝仁		マツキ タカヒト		11/7/69		53		男性		892-0846		46		鹿児島県		鹿児島市加治屋町19-13		D-Designまちの杜901		0985-54-5074				090-6817-6914		5000		1		同意				10/24/22 22:09		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:09		5000		宮崎市陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		3127		MATSUKI		Takahio		96579137		個人																																																																																																																												takaini@icloud.com		1:25:00		Mサイズ		車		9068176914										1		1

		RUNNET		10942		C00029865286		38036364								ハーフマラソン 男子　60代		福田 隆弘		フクダ タカヒロ		7/26/60		62		男性		816-0873		40		福岡県		春日市日の出町３－２－１－１－９０２		アーベインビオ春日		090-3418-4215				090-3418-4215		5000		1		同意				10/25/22 7:24		パソコン		クレジットカード		10/25/22 7:24		5000														個人																																																																																																																												t_fukuda2003@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		8049580923		1

		RUNNET		18416		C00029715089		37871427								ハーフマラソン 男子　60代		渡部 徹		ワタナベ トオル		8/1/62		60		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3丁目28-45		アルバB105		090-9951-3066		090-8630-2289		090-8630-2289		5000		1		同意				9/28/22 21:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:13		5000														個人																																																																																																																												attr78910-w@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9099513066		1		1

		RUNNET		52401		C00029747932		37908133								9km 男子　高校生以上		吉田 義美		ヨシダ ヨシミ		12/5/61		60		男性		899-1601		46		鹿児島県		阿久根市折口573-7				0996-73-4207		0996-73-4207		090-3322-2489		4000		1		同意				10/3/22 10:02		パソコン		クレジットカード		10/3/22 10:02		4000														個人																																																																																																																												yoshimi361205@docomo.ne.jp		0:40:00				車		090-5088-1875												1

		RUNNET		66826		C00029752108		37913161								ハーフマラソン 男子　60代		若宮 洋一		ワカミヤ ヨウイチ		4/15/62		60		男性		869-2235		43		熊本県		阿蘇市狩尾917		内藤様方		0967-32-4188		096-293-9130		080-1707-3528		5000		1		同意				10/3/22 15:32		パソコン		クレジットカード		10/3/22 15:32		5000														個人																																																																																																																												yoichi4118ryokolovelove@docomo.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		090-2519-1821								1

		RUNNET		78885		C00029648770		37796059								ハーフマラソン 男子　60代		松尾 慎治		マツオ シンジ		3/24/58		64		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府３－８－５		コアマンション新水前寺２　611号		096-295-3594				090-2096-6544		5000		1		同意				9/15/22 12:42		パソコン		クレジットカード		9/15/22 12:42		5000														個人																																																																																																																												dbfsm060@ybb.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-2096-9994		1

		RUNNET		80401		C00029858893		38029429								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		井 和章		イ カズアキ		12/4/82		39		男性		861-8066		43		熊本県		熊本市北区清水亀井町43-48				096-295-0016				090-4117-0964		15000		1		同意				10/23/22 21:08		パソコン		クレジットカード		10/23/22 21:08		15000														チーム		平田機工競走部		井 和章		イ カズアキ		39		12/4/82		男性		なし		遠山 嘉胤		トウヤマ ヨシツグ		50		3/2/72		男性		なし		松村 いずみ		マツムラ イズミ		47		12/4/74		女性		なし		岩本 敏伸		イワモト トシノブ		50		11/3/72		男性		なし		米倉 武弘		ヨネクラ タケヒロ		54		12/21/67		男性		なし																																																														maru_batsu_game@yahoo.co.jp						車		090-4117-0964				1

		RUNNET		98191		C00029640704		37786761								ハーフマラソン 男子　60代		山本 次郎		ヤマモト ジロウ		10/26/55		67		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石3628-5				0967-67-2821				070-4579-2225		5000		1		同意				9/13/22 18:10		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 14:36		5000														個人																																																																																																																												ji.ya5526@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-3522-7866								1		1

		RUNNET		149867		C00029794840		37959586								ハーフマラソン 男子　50代		筑紫 孝司		チクシ コウジ		10/21/71		51		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目１番５号				096-328-6181						5000		1		同意				10/9/22 17:42		パソコン		クレジットカード		10/9/22 17:42		5000														個人																																																																																																																												kouji_chikushi@kyuden.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		090-2083-8350		1

		RUNNET		166290		C00029810727		37976895								9km 男子　高校生以上		西村 貴浩		ニシムラ タカヒロ		8/10/72		50		男性		869-5131		43		熊本県		八代市日奈久馬越町甲７８１				080-1726-9387		080-1726-9387		080-1726-9387		4000		1		同意				10/12/22 19:22		パソコン		クレジットカード		10/12/22 19:22		4000														個人																																																																																																																												hinagu4781@gmail.com		1:00:00				車		8017269387										1		1

		RUNNET		190087		C00029865007		38036084								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		鈴木 裕二		スズキ ユウジ		3/13/67		55		男性		869-1233		43		熊本県		菊池郡大津町大津5-1		ナリッシュ207		096-285-7400				080-7792-0684		24000		1		同意				10/25/22 1:18		パソコン		クレジットカード		10/25/22 1:18		24000														チーム		阿蘇くじゅう国立公園管理事務所		三宅 悠介		ミヤケ ユウスケ		37		7/28/85		男性		なし		吉岡 一也		ヨシオカ カズヤ		57		4/22/65		男性		なし		山下 淳一		ヤマシタ ジュンイチ		37		3/14/85		男性		なし		姥原 悠		ウバハラ ユウ		24		9/10/98		男性		なし		藤田 幸代		フジタ サチヨ		55		2/27/67		女性		なし		高江 咲良		タカエ サクラ		9		1/29/13		女性		なし		鈴木 潤子		スズキ ジュンコ		51		10/27/71		女性		なし		鈴木 裕二		スズキ ユウジ		55		3/13/67		男性		なし																										suu004@gmail.com						車		080-7792-0684								1

		RUNNET		263811		C00029908268		38085641								9km 男子　高校生以上		池田 英孝		イケダ ヒデタカ		10/19/63		59		男性		869-5431		43		熊本県		葦北郡芦北町乙千屋184				0966-82-5774				090-4486-4419		4000		1		同意				11/3/22 9:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/4/22 9:48		4000														個人																																																																																																																												ikeda@sanwa-con.co.jp		1:20:00				車		090-9725-1762										1		1

		RUNNET		309063		C00029637915		37783324								ハーフマラソン 男子　50代		山本 真也		ヤマモト シンヤ		2/24/63		59		男性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削2丁目9番18号				096-339-6260		096-339-6260		090-8621-1703		5000		1		同意				9/12/22 21:58		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/16/22 17:19		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		500		YAMAMOTO		Shinya		41656628		個人																																																																																																																												yamashin5238@jcom.zaq.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		096-339-6260		1		1				1

		RUNNET		6042135		C00029669119		37819197								ハーフマラソン 男子　50代		平川 勝規		ヒラカワ カツノリ		4/12/69		53		男性		866-0833		43		熊本県		八代市夕葉町7-32				0965-33-3311				090-2532-4749		5000		1		同意				9/19/22 13:59		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:59		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2487		HIRAKAWA		Katsunori		41655223		個人																																																																																																																												giants.katsu@x3.gmobb.jp		1:23:00		Lサイズ		車		090-2532-4749										1

		RUNNET		6068193		C00029601528		37741777								ハーフマラソン 男子　50代		山口 昌孝		ヤマグチ マサタカ		7/10/68		54		男性		860-0804		43		熊本県		熊本市中央区辛島町4-35		ラ・シック辛島617		090-3487-2176		090-3487-2176		090-3487-2176		5000		1		同意				9/6/22 0:04		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:04		5000														個人																																																																																																																												yamachan19680710@docomo.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		電車		072-621-1172		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6069005		C00029661695		37810585								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田原 大輔		タハラ ダイスケ		8/19/82		40		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山3ー47ー9		102		090-7505-5917						3000		1		同意				9/17/22 20:29		パソコン		クレジットカード		9/17/22 20:29		3000														個人																																																																																																																												daisuke_tahara19820819@yahoo.co.jp		0:20:00				車		090-7505-5917		1														田原　大地		タハラ　ダイチ		男		1/20/17

		RUNNET		6136691		C00029648152		37795319								ハーフマラソン 男子　60代		下雅意 清		シモガイ キヨシ		5/12/55		67		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木４－１７－３０				096-367-0864						5000		1		同意				9/15/22 10:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:21		5000														個人																																																																																																																												shimogai@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		車		096-367-0864		1		1								1

		RUNNET		6137737		C00029797853		37962854								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田畑 恵美子		タバタ エミコ		9/24/85		37		女性		860-0051		43		熊本県		熊本市西区二本木2-7-30		オーヴィジョン熊本駅南506		090-8296-2938						3000		1		同意				10/10/22 9:52		パソコン		クレジットカード		10/10/22 9:52		3000														個人																																																																																																																												kunitan0924@yahoo.co.jp		0:10:00				車		090-8296-2938		1														田畑　千夏		タバタ　チナツ		女		8/12/16

		RUNNET		6275806		C00029629077		37773143								ハーフマラソン 男子　60代		藤元 幸人		フジモト ユキト		6/9/55		67		男性		890-0046		46		鹿児島県		鹿児島市西田３丁目３０番２０号		ライオンズマンション西田５０３		099-297-6100		099-813-2832		090-9581-8899		5000		1		同意				9/11/22 6:48		パソコン		クレジットカード		9/11/22 6:48		5000														個人																																																																																																																												yf550609@gray.plala.or.jp		1:44:00		Mサイズ		車		090-5084-0001										1

		RUNNET		6340138		C00029601612		37741884								ハーフマラソン 男子　50代		吉村 友明		ヨシムラ トモアキ		10/21/66		56		男性		861-8005		43		熊本県		熊本市北区龍田陳内３－２２－２０				096-337-3262						5000		1		同意				9/6/22 0:26		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:26		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		519						121180215		個人																																																																																																																												tommy@js3.so-net.ne.jp		1:27:12		Mサイズ		車		096-337-3262		1		1

		RUNNET		6359971		C00029815931		37982765								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		高野 英才		タカノ ヒデトシ		7/8/71		51		男性		861-4125		43		熊本県		熊本市南区奥古閑町1849				096-223-2593				090-4585-5889		18000		1		同意				10/13/22 23:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 19:36		18000														チーム		かねやんず		高野 英才		タカノ ヒデトシ		51		7/8/71		男性		なし		金子 健太		カネコ ケンタ		40		9/7/82		男性		なし		久保山 正大		クボヤマ マサヒロ		46		9/5/76		男性		なし		高野 真記		タカノ マキ		45		7/20/77		女性		なし		田口 智久		タグチ トモヒサ		35		10/8/87		男性		なし		白木 優香		シラキ ユカ		29		4/24/93		女性		なし																																																		kame.mika.tkn@icloud.com						車		090-4585-5889		1		1

		RUNNET		6489795		C00029830694		37999091								ハーフマラソン 男子　60代		松本 拓也		マツモト タクヤ		11/30/54		67		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２６８０－１５				096-242-4766		090-5082-7229		090-5082-7229		5000		1		同意				10/17/22 1:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/17/22 11:26		5000		熊本ＣＡＣ		熊本陸上競技協会		3020						41684831		個人																																																																																																																												takuya355017@cnc.bbiq.jp		1:58:30		Mサイズ		車		096-242-4766		1

		RUNNET		6590054		C00029916219		38094198								ハーフマラソン 男子　50代		嶋村 久光		シマムラ ヒサミツ		8/3/63		59		男性		865-0048		43		熊本県		玉名市小野尻577-2				090-7475-3484				090-7475-3484		5000		1		同意				11/4/22 16:30		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:30		5000														個人																																																																																																																												shimamura@world-ss.jp		2:06:35		Lサイズ		車		080-6464-2217		1

		RUNNET		6591600		C00029741842		37901505								ハーフマラソン 男子　50代		石元 光弘		イシモト ミツヒロ		2/8/64		58		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿2-2-14				096-366-5852						5000		1		同意				10/2/22 15:34		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/3/22 18:15		5000		熊本県庁		熊本陸上競技協会		3498		ISHIMOTO		Mtsuhiro		46059024		個人																																																																																																																												ittcy@tuc.bbiq.jp		1:34:00		Mサイズ		車		096-366-5852				1				1

		RUNNET		6602374		C00029668907		37818943								ハーフマラソン 男子　50代		小菜 一範		オザイ カズノリ		1/27/69		53		男性		813-0014		40		福岡県		福岡市東区香椎台4-15-9				092-985-8761				080-6458-7026		5000		1		同意				9/19/22 13:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:11		5000														個人																																																																																																																												ozai@adben.co.jp		2:45:00		LLサイズ		車		9020897027		1		1		1		1

		RUNNET		6605975		C00029645904		37792756								ハーフマラソン 女子　50代		美野田 久美子		ミノダ クミコ		10/3/63		59		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木2-5-5		シャルム桜木103号		096-369-2205				080-3220-0913		5000		1		同意				9/14/22 21:37		パソコン		クレジットカード		9/14/22 21:37		5000														個人																																																																																																																												rabbit935kkk@softbank.ne.jp		2:05:00		Mサイズ		車		9096595530		1

		RUNNET		6658399		C00029922462		38100993								ハーフマラソン 男子　40代		石橋 和義		イシバシ カズヨシ		6/17/80		42		男性		880-0806		45		宮崎県		宮崎市広島1-17-21		ポレスターアーバンシティ広島1202号		0985-88-3533		080-5607-1333		080-5607-1333		5000		1		同意				11/5/22 19:56		パソコン		クレジットカード		11/5/22 19:56		5000														個人																																																																																																																												kazukingkazu1@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-8296-2154		1

		RUNNET		6666468		C00029763647		37926127								ハーフマラソン 男子　40代		宮村 泰朗		ミヤムラ ヤスヲ		10/10/73		49		男性		154-0011		13		東京都		世田谷区上馬５－３７－１				03-3419-3287		03-3419-3287		090-1736-8188		5000		1		同意				10/4/22 18:43		パソコン		PayPal		10/4/22 18:43		5000														個人																																																																																																																												miy@bouse.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-6109-7920		1												1

		RUNNET		6694118		C00029668639		37818625								ハーフマラソン 男子　30代		伊東 宏晃		イトウ ヒロアキ		6/29/83		39		男性		244-0002		14		神奈川県		横浜市戸塚区矢部町1544-30		アークヒルズ戸塚202		090-1050-9506				090-1050-9506		5000		1		同意				9/19/22 12:05		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:05		5000														個人																																																																																																																												essay.hiro0629@gmail.com		1:25:00		Mサイズ		電車		090-1050-9506		1						1				1

		RUNNET		6703047		C00029881168		38055593								ハーフマラソン 男子　40代		上薗 幸作		ウエゾノ コウサク		8/21/73		49		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町4丁目6-53		サンパーク東町レジデンス203号		096-360-2552						5000		1		同意				10/29/22 16:58		パソコン		Amazon Pay		10/29/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												kousaku_uezono@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		096-360-2552		1										1

		RUNNET		6730368		C00029921218		38099664								ハーフマラソン 男子　30代		梅木 俊彦		ウメキ トシヒコ		4/20/84		38		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江1-10-22-2-B103				090-9523-7294						5000		1		同意				11/5/22 14:53		パソコン		クレジットカード		11/5/22 14:53		5000														個人																																																																																																																												toshi_yellow_23_green_2@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		080-1183-6849												1

		RUNNET		6746097		C00029849716		38019504								ハーフマラソン 男子　40代		大石 雄基		オオイシ ユウキ		9/12/80		42		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山８－６－１４				090-4588-6760						5000		1		同意				10/21/22 16:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/21/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												love_wonder1118@hotmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-5938-4193		1								1		1

		RUNNET		6751528		C00029643541		37790055								ハーフマラソン 男子　60代		宮村 重幸		ミヤムラ シゲユキ		2/8/61		61		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺6-14-4				096-382-1952						5000		1		同意				9/14/22 10:54		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:54		5000														個人																																																																																																																												shimiya-ind@umin.ac.jp		1:40:00		Lサイズ		車		963821952								1				1

		RUNNET		6775110		C00029873497		38046410								9km 女子　高校生以上		荒井 雅子		アライ マサコ		5/20/81		41		女性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町1-2-3-1203				090-9963-0130						4000		1		同意				10/27/22 9:40		パソコン		Amazon Pay		10/27/22 9:40		4000														個人																																																																																																																												mahsha02@yahoo.co.jp		1:20:00				車		9099630130														1

		RUNNET		6786162		C00029739047		37898492								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		荻 優子		オギ ユウコ		10/24/81		41		女性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田２丁目４ー５				070-2660-9816						24000		1		同意				10/2/22 0:07		パソコン		クレジットカード		10/2/22 0:07		24000														チーム		画図Run run		西村 孝子		ニシムラ タカコ		56		4/23/66		女性		なし		乙丸 リミ子		オトマル リミコ		55		11/25/67		女性		なし		田浦 武宏		タウラ タケヒロ		53		2/18/69		男性		なし		田代 貴子		タシロ タカコ		48		8/13/74		女性		なし		荻 優子		オギ ユウコ		41		10/24/81		女性		なし		肝付 英臣		キモツキ ヒデオミ		36		8/25/86		男性		なし		星合 智史		ホシアイ サトシ		31		1/9/91		男性		なし		福田 早紀		フクダ サキ		29		11/4/93		女性		なし																										y002e2216@yahoo.co.jp						車		070-2660-9816		1

		RUNNET		6848027		C00029649550		37796969								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		齊藤 友樹		サイトウ ユウキ		6/5/84		38		男性		860-0079		43		熊本県		熊本市西区上熊本1-9-17		806		090-2960-7679				080-2690-4111		3000		1		同意				9/15/22 16:18		パソコン		クレジットカード		9/15/22 16:18		3000														個人																																																																																																																												y-saitou@sysken.co.jp		0:12:00				車		090-2960-7679		1														齊藤　澄		サイトウ　スミ		女		1/18/19

		RUNNET		6880209		C00029779935		37943630								ハーフマラソン 男子　50代		永野 義人		ナガノ ヨシト		9/28/64		58		男性		892-0871		46		鹿児島県		鹿児島市吉野町５３６４－５				099-248-8446						5000		1		同意				10/6/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/6/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												sharin1899@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		099-248-8446										1		1

		RUNNET		6886082		C00029691695		37844493								希望の襷リレー【3時間】  2人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		6000		1		同意				9/23/22 15:04		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:04		6000														チーム		Kaja_MK		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		50		12/21/71		男性		なし		神崎 彩吏		カンザキ アヤリ		26		8/18/96		女性		なし																																																																																																		matsutad@kajima.com						徒歩		090-3227-0494		1

		RUNNET		6886082		C00029691734		37844537								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		12000		1		同意				9/23/22 15:13		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:13		12000														チーム		Kaja_JM		山下 直哉		ヤマシタ ナオヤ		37		10/15/85		男性		なし		山下 佑侑子		ヤマシタ ユキコ		37		11/5/85		女性		なし		桑江 秀行		クワエ ヒデユキ		45		1/5/77		男性		なし		辻 明宏		ツジ アキヒロ		27		7/18/95		男性		なし																																																																										matsutad@kajima.com						車に同乗		070-4018-4328		1

		RUNNET		6886082		C00029691767		37844574								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		12000		1		同意				9/23/22 15:21		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:21		12000														チーム		Kaja_KT		権田 和彦		ゴンダ カズヒコ		48		6/28/74		男性		なし		山田 潤		ヤマダ ジュン		44		6/24/78		男性		なし		渡邊 賢矢		ワタナベ ケンヤ		42		11/10/80		男性		なし		大矢 嘉樹		オオヤ ヨシキ		25		10/7/97		男性		なし																																																																										matsutad@kajima.com						車に同乗		070-2651-0147		1

		RUNNET		6886082		C00029732766		37891775								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		18000		1		同意				10/1/22 8:27		パソコン		クレジットカード		10/1/22 8:27		18000														チーム		Kaja_MEP		岡村 泰成		オカムラ ヤスナリ		27		2/13/95		男性		なし		河崎 水晶		カワサキ ミズキ		23		2/17/99		男性		なし		津本 達也		ツモト タツヤ		34		10/1/88		男性		なし		松田 光美		マツダ ココミ		21		12/20/00		女性		なし		橋本 大		ハシモト ダイ		28		1/26/94		男性		なし		宮田 和彦		ミヤタ カズヒコ		52		3/27/70		男性		なし																																																		matsutad@kajima.com						車に同乗		090-3227-0494		1

		RUNNET		6888844		C00029888748		38064123		4867653		坂本 達昭		090-7736-4517		3kmキッズラン 男子　小学生		坂本 理一		サカモト リイチ		11/19/15		7		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東1-2-46		熊本県立大学教員住宅B103		090-7736-4517						2500		1		確認				10/31/22 10:04		パソコン		Amazon Pay		10/31/22 10:04		2500														ご家族																																																																																																																												tatsuaki.sakamoto@gmail.com		0:18:00				車		090-7736-4517		1

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004622		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		ハーフマラソン 男子　40代		田邉 正広		タナベ マサヒロ		10/13/73		49		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				5000		1		同意				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		5000														ご家族																																																																																																																												le13.octobre@icloud.com		2:00:00		LLサイズ		車		090-5727-4626								1

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004623		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田邉 幸子		タナベ ユキコ		11/30/80		41		女性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				3000		1		確認				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		3000														ご家族																																																																																																																												kaden_0311@yahoo.co.jp		0:12:00				車に同乗		9021986992								1								田邉　祐太		タナベ　ユウタ		男		10/8/16

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004624		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		3kmキッズラン 男子　小学生		田邉 新		タナベ アラタ		6/10/14		8		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				2500		1		確認				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		2500														ご家族																																																																																																																												le13.octobre@icloud.com		0:20:00				車に同乗		9021986992								1

		RUNNET		6921711		C00029664000		37813212								ハーフマラソン 男子　60代		谷口 育聖		タニグチ イクセイ		1/28/61		61		男性		869-0452		43		熊本県		宇土市高柳町９８－６				0964-22-6214		0969-22-3318		080-1734-4324		5000		1		同意				9/18/22 11:47		パソコン		クレジットカード		9/18/22 11:47		5000														個人																																																																																																																												Ikusei4123@gmail.com		1:50:00		Sサイズ		車		0964-22-6214												1

		RUNNET		6947239		C00029842943		38012317								ハーフマラソン 女子　60代		嶋田 秀美		シマダ ヒデミ		12/11/60		61		女性		865-0035		43		熊本県		玉名市青野680				090-4987-1991				090-4987-1991		5000		1		同意				10/19/22 21:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 17:26		5000														個人																																																																																																																												hi11-ka14@outlook.jp		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-5723-6117		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6955079		C00029864648		38035705								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		中村 朋文		ナカムラ トモフミ		5/10/75		47		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋604－2				096-343-7957				090-9564-7977		18000		1		同意				10/24/22 22:58		パソコン		PayPal		10/24/22 22:58		18000														チーム		合志第7運動愛好会		中村 朋文		ナカムラ トモフミ		47		5/10/75		男性		なし		中村 仁咲		ナカムラ ヒサキ		10		1/20/12		女性		なし		馬場 祐一郎		ババ ユウイチロウ		46		7/10/76		男性		なし		明石 和弘		アカシ カズヒロ		49		5/3/73		男性		なし		新美 貴也		ニイミ タカヤ		34		2/5/88		男性		なし		井澤 香奈		イザワ カナ		40		6/14/82		女性		なし																																																		konoharutaka@live.jp						車		090-9564-7977		1

		RUNNET		6957105		C00029660012		37808654								ハーフマラソン 男子　50代		山中 晋一郎		ヤマナカ シンイチロウ		11/17/70		52		男性		869-1101		43		熊本県		菊池郡菊陽町津久礼２９５２－６				096-233-2688				090-4220-1490		5000		1		同意				9/17/22 13:40		パソコン		Amazon Pay		9/17/22 13:40		5000														個人																																																																																																																												yamarvin45@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		徒歩		052-822-6279		1		1				1

		RUNNET		6965451		C00029614673		37756636								ハーフマラソン 男子　50代		武田 東史		タケダ トウシ		4/30/65		57		男性		860-0068		43		熊本県		熊本市西区上代８丁目７－２８		サンプレイン５０１		080-1792-9702				080-1792-9702		5000		1		同意				9/7/22 21:47		パソコン		クレジットカード		9/7/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												rinsoul2007@yahoo.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		080-1792-9702				1

		RUNNET		6975310		C00029766135		37928900								ハーフマラソン 男子　50代		知識 茂雄		チシキ シゲオ		5/18/63		59		男性		861-5262		43		熊本県		熊本市南区浜口町19-2				096-227-2669				090-5734-5446		5000		1		同意				10/4/22 23:06		パソコン		クレジットカード		10/4/22 23:06		5000														個人																																																																																																																												chishiki@kyf.biglobe.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-5289-9789		1

		RUNNET		6978077		C00029847079		38016703								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		11/17/84		38		男性		861-4146		43		熊本県		熊本市南区富合町榎津790-2				090-3606-2563		090-3606-2563		090-3606-2563		15000		1		同意				10/20/22 21:08		パソコン		クレジットカード		10/20/22 21:08		15000														チーム		TEAM まりちゃん		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		38		11/17/84		男性		なし		河野 満理		カワノ マリ		57		1/17/65		女性		なし		古田 愛乃		フルタ ヨシノ		23		8/18/99		女性		なし		鳥井 みどり		トリイ ミドリ		48		12/3/73		女性		なし		宮本 彬文		ミヤモト アキフミ		30		9/18/92		男性		なし																																																														kenshinagamatsu@yahoo.co.jp						車		9036062563		1

		RUNNET		6978077		C00029847137		38016763								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		11/17/84		38		男性		861-4146		43		熊本県		熊本市南区富合町榎津790-2				090-3606-2563		090-3606-2563		090-3606-2563		18000		1		同意				10/20/22 21:16		パソコン		クレジットカード		10/20/22 21:16		18000														チーム		TEAM えりちゃん		河野 恵理子		カワノ エリコ		62		4/25/60		女性		なし		柏木 佐代子		カシワギ サヨコ		54		8/5/68		女性		なし		津志田 善史		ツシダ ヨシフミ		49		10/26/73		男性		なし		山本 晋也		ヤマモト シンヤ		31		9/6/91		男性		なし		田代 聖人		タシロ セイト		29		9/7/93		男性		なし		光井 愛理		ミツイ アイリ		27		3/7/95		女性		なし																																																		kenshinagamatsu@yahoo.co.jp						車		9036062563		1

		RUNNET		6982721		C00029601520		37741767								ハーフマラソン 男子　50代		多賀 昭男		タガ アキオ		7/17/68		54		男性		860-0053		43		熊本県		熊本市西区田崎1丁目3-93		サンパーク熊本駅南グラッセ７０４		090-3017-8876				090-3017-8876		5000		1		同意				9/6/22 0:03		パソコン		Amazon Pay		9/6/22 0:03		5000														個人																																																																																																																												akiosan@tea.ocn.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		963543074		1

		RUNNET		6998565		C00029811407		37977655								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		北崎 達雄		キタザキ タツオ		12/20/79		42		男性		860-0064		43		熊本県		熊本市西区城山半田1丁目１－２０				096-329-0870						18000		1		同意				10/12/22 21:38		パソコン		クレジットカード		10/12/22 21:38		18000														チーム		ざっきぃず		北﨑 達雄		キタザキ タツオ		42		12/20/79		男性		なし		深瀬 芳夫		フカセ ヨシオ		53		2/13/69		男性		なし		川田 裕一郎		カワタ ユウイチロウ		46		3/16/76		男性		なし		井芹 銀河		イセリ ギンガ		31		7/29/91		男性		なし		木村 瞳		キムラ ヒトミ		42		4/15/80		女性		なし		松崎 一平		マツザキ イッペイ		39		7/29/83		男性		なし																																																		yuirock9-r.y.m@ymobile.ne.jp						車		090-4583-0721								1

		RUNNET		7006985		C00029910803		38088439								ハーフマラソン 男子　50代		村上 浩幸		ムラカミ ヒロユキ		11/26/72		50		男性		861-5341		43		熊本県		熊本市西区河内町大多尾224				096-277-2538				090-1924-5275		5000		1		同意				11/3/22 18:57		パソコン		クレジットカード		11/3/22 18:57		5000														個人																																																																																																																												tri.hiro@docomo.ne.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-8560-0589		1

		RUNNET		7061516		C00029865106		38036185		4862972		園村 憲司		096-223-1330		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		園村 憲司		ソノムラ ケンシ		5/22/87		35		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田１－１－１		グリナージュ・フロール２０２		096-223-1330				080-3946-7100		3000		1		同意				10/25/22 4:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 23:54		3000		熊本県陸上競技協会		熊本陸上競技協会		2739								ご家族																																																																																																																												g1067754@icloud.com		0:25:00				車		9044830674		1														園村　健仁		ソノムラ　ケント		男		5/29/20

		RUNNET		7061516		C00029865106		38036186		4862972		園村 憲司		096-223-1330		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		園村 恵子		ソノムラ ケイコ		8/15/86		36		女性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田１－１－１		グリナージュ・フロール２０２		096-223-1330				080-3946-7100		3000		1		確認				10/25/22 4:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 23:54		3000														ご家族																																																																																																																												g1067754@icloud.com		0:25:00				車		8039467100		1														園村　咲真		ソノムラ　エマ		女		3/12/18

		RUNNET		7080095		C00029619201		37761853								ハーフマラソン 男子　50代		高田 雅裕		タカダ マサヒロ		10/19/70		52		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3丁目2番1号		白川住宅2-11		092-831-3162						5000		1		同意				9/8/22 21:42		パソコン		クレジットカード		9/8/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												takachan.07114@docomo.ne.jp		1:35:00		LLサイズ		電車		090-5385-7066		1

		RUNNET		7080982		C00029675673		37826624								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		片山 誠也		カタヤマ セイヤ		9/3/85		37		男性		861-2243		43		熊本県		上益城郡益城町辻の城346-1				096-286-8291		090-2507-2898				3000		1		同意				9/20/22 19:44		パソコン		Amazon Pay		9/20/22 19:44		3000														個人																																																																																																																												seiya8593@yahoo.co.jp		0:10:00				車		9054745121		1														片山　慶人		カタヤマ　ケイト		男		11/11/16

		RUNNET		7082016		C00029634946		37779880								ハーフマラソン 男子　60代		西木 哲雄		ニシキ テツオ		9/24/53		69		男性		830-1103		40		福岡県		久留米市北野町金島１９９９－１４				0942-78-6591						5000		1		同意				9/12/22 9:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 16:15		5000														個人																																																																																																																												nishiki1004@kumin.ne.jp		1:58:00		Mサイズ		車		090-9598-8551		1						1

		RUNNET		7108330		C00029646069		37792941								ハーフマラソン 女子　70歳以上		小牧 陽子		コマキ ヨウコ		1/17/49		73		女性		861-8029		43		熊本県		熊本市東区西原１－７－１				096-382-0775		090-7909-9443		090-5931-9797		5000		1		同意				9/14/22 22:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:04		5000														個人																																																																																																																												yoko117@jcom.zaq.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		090-3191-9177		1

		RUNNET		7213134		C00029651091		37798713								ハーフマラソン 女子　40代		中村 智美		ナカムラ トモミ		7/5/75		47		女性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削1-17-3				096-338-4695		090-9232-2090		090-9232-2090		5000		1		同意				9/15/22 21:31		パソコン		クレジットカード		9/15/22 21:31		5000														個人																																																																																																																												75.t.nakamura@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9011924100		1

		RUNNET		7237457		C00029644817		37791496								ハーフマラソン 男子　60代		小篠 一郎		オザサ イチロウ		12/24/60		61		男性		869-4703		43		熊本県		八代市千丁町新牟田1033-1				0965-46-0059				090-1322-0623		5000		1		同意				9/14/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/14/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												ichiro1960@kdp.biglobe.ne.jp		1:46:00		Lサイズ		車		090-1322-0623		1

		RUNNET		7246533		C00029882658		38057273								ハーフマラソン 男子　40代		田坂 光昭		タサカ ミツアキ		10/8/79		43		男性		813-0013		40		福岡県		福岡市東区香椎駅前３－１６－３３		パークナード香椎１１０５		090-5693-8765						5000		1		同意				10/29/22 23:09		パソコン		PayPal		10/29/22 23:09		5000														個人																																																																																																																												mitsu19791008@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		8071001642		1

		RUNNET		7269460		C00029742037		37901708								9km 男子　高校生以上		合志 熊次		コウシ クマジ		7/24/51		71		男性		861-8005		43		熊本県		熊本市北区龍田陳内2丁目11－7				096-348-1028		090-3417-9639		090-8836-8317		4000		1		同意				10/2/22 16:09		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/7/22 18:06		4000														個人																																																																																																																												koushi@giga.ocn.ne.jp		0:59:00				車に同乗		090-3417-9639								1

		RUNNET		7271869		C00029793979		37958685		4855207		東 真彦		096-338-6078		3kmキッズラン 女子　小学生		東 真波		ヒガシ マナミ		2/4/13		9		女性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘6-1-18				096-338-6078				090-1338-9044		2500		1		確認				10/9/22 14:29		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/11/22 18:23		2500														ご家族																																																																																																																												masa19811114@i.softbank.jp		0:30:00				車		090-1338-9044				1				1

		RUNNET		7297374		C00029666802		37816472								ハーフマラソン 男子　40代		坂本 知芳		サカモト トモヨシ		12/31/80		41		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯3丁目2-107				090-2508-0296				090-2508-0296		5000		1		同意				9/18/22 21:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												tom.s.3316@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-1878-8755		1

		RUNNET		7303666		C00029664238		37813524								ハーフマラソン 女子　40代		岩石 由佳		イワイシ ユカ		12/20/73		48		女性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町23-19				096-285-5020				090-8415-0844		5000		1		同意				9/18/22 12:50		パソコン		クレジットカード		9/18/22 12:50		5000														個人																																																																																																																												ciao-primo1212-yuka1220@docomo.ne.jp		2:40:00		Sサイズ		車		090-8415-0844		1												1

		RUNNET		7306210		C00029835349		38004141								ハーフマラソン 男子　40代		迫田 雄介		サコタ ユウスケ		4/8/81		41		男性		862-0942		43		熊本県		熊本市東区江津2-31-5				090-3600-7162				090-3600-7162		5000		1		同意				10/17/22 23:21		パソコン		Amazon Pay		10/17/22 23:21		5000														個人																																																																																																																												ysakotay@gmail.com		2:15:30		Lサイズ		車		090-9724-5736		1		1		1		1

		RUNNET		7327675		C00029865010		38036087								ハーフマラソン 男子　50代		廣田 孝史		ヒロタ タカシ		9/2/69		53		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎１丁目６－１００－８０３				096-297-2237		096-373-5663		090-4582-4210		5000		1		同意				10/25/22 1:23		パソコン		クレジットカード		10/25/22 1:23		5000														個人																																																																																																																												takaper0902@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		自転車・バイク		9027100192		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7336364		C00029604863		37745452								ハーフマラソン 男子　50代		稲垣 昌宏		イナガキ マサヒロ		11/14/70		52		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪４丁目１４－３０				096-221-6092		090-9371-7710		090-9371-7710		5000		1		同意				9/6/22 12:44		パソコン		PayPal		9/6/22 12:44		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2301		INAGAKI		Masahiro		97294132		個人																																																																																																																												marr@sandakan.org		1:27:00		Mサイズ		車		096-221-6092				1

		RUNNET		7374751		C00029602281		37742692								ハーフマラソン 男子　50代		柴田 隆志		シバタ タカシ		9/3/63		59		男性		861-8074		43		熊本県		熊本市北区清水本町2-39		シティライフ北熊本502		096-345-1385				090-7532-1223		5000		1		同意				9/6/22 8:29		パソコン		クレジットカード		9/6/22 8:29		5000														個人																																																																																																																												runshibata1223@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車に同乗		080-6452-0302		1

		RUNNET		7401184		C00029883525		38058297								ハーフマラソン 男子　60代		円城寺 高志		エンジョウジ タカシ		6/7/62		60		男性		818-0036		40		福岡県		筑紫野市光が丘２－８－１５				092-926-5992				090-7463-2049		5000		1		同意				10/30/22 10:20		パソコン		クレジットカード		10/30/22 10:20		5000														個人																																																																																																																												tubuan0512@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		車		090-9590-3312		1

		RUNNET		7458352		C00029614939		37756958								ハーフマラソン 男子　50代		浜崎 哲		ハマサキ サトル		1/26/66		56		男性		892-0848		46		鹿児島県		鹿児島市平之町1-8		フラワーマンション平之町505		099-248-7951		090-5478-6104		090-2396-0112		5000		1		同意				9/7/22 22:20		パソコン		クレジットカード		9/7/22 22:20		5000														個人																																																																																																																												satochan37tetu@docomo.ne.jp		1:45:00		Lサイズ		車		090-5478-6104										1		1

		RUNNET		7462247		C00029685936		37838145								ハーフマラソン 男子　60代		坂口 誠也		サカグチ セイヤ		1/6/62		60		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南3丁目4-95		ﾃﾞｨｱﾏﾝｼｮﾝ長嶺303号		096-213-0885		096-213-0885		090-5293-4109		5000		1		同意				9/22/22 15:09		パソコン		クレジットカード		9/22/22 15:09		5000														個人																																																																																																																												s.sakaguchi@tachibana-k.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		080-2691-6133												1

		RUNNET		7482762		C00029841247		38010511								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		中村 正徳		ナカムラ マサノリ		11/24/62		60		男性		866-0802		43		熊本県		八代市妙見町229				0965-34-2531				090-4475-7552		24000		1		同意				10/19/22 13:39		パソコン		クレジットカード		10/19/22 13:39		24000														チーム		ヤマハ		中村 正徳		ナカムラ マサノリ		60		11/24/62		男性		なし		千原 健二		チハラ ケンジ		50		9/10/72		男性		なし		満田 浩一		ミツタ コウイチ		58		6/9/64		男性		なし		濱田 洋輔		ハマダ ヨウスケ		43		3/31/79		男性		なし		安土 良秀		アヅチ ヨシヒデ		58		7/22/64		男性		なし		前田 雅弘		マエダ マサヒロ		50		2/25/72		男性		なし		松下 良一		マツシタ リョウイチ		51		5/26/71		男性		なし		米崎 朋仁		ヨネザキ トモヒト		46		7/1/76		男性		なし																										mitonoya@ab.auone-net.jp						車に同乗		090-4475-7552										1

		RUNNET		7487619		C00029872170		38044633								ハーフマラソン 男子　50代		冨田 伸次郎		トミタ シンジロウ		10/13/69		53		男性		850-0017		42		長崎県		長崎市新大工町2-26-4				095-823-3478				090-5072-8597		5000		1		同意				10/26/22 21:43		パソコン		クレジットカード		10/26/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												ssttommyy@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9016489185						1

		RUNNET		7492960		C00029811364		37977608								ハーフマラソン 男子　40代		羽山 幸輝		ハヤマ ユキテル		2/5/77		45		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪1-11-14		ロマネスク黒髪203		090-4486-0990						5000		1		同意				10/12/22 21:32		パソコン		クレジットカード		10/12/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												sugpe1@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		090-4486-0990		1

		RUNNET		7501293		C00029790875		37955325								ハーフマラソン 男子　60代		中村 隆		ナカムラ タカシ		8/20/61		61		男性		860-0863		43		熊本県		熊本市中央区坪井3-6-2				096-344-7355		096-344-7355		090-1193-7112		5000		1		同意				10/8/22 20:05		パソコン		クレジットカード		10/8/22 20:05		5000														個人																																																																																																																												nakamura.takasi@lib.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		090-9725-0102		1										1

		RUNNET		7503042		C00029923604		38102214								9km 男子　高校生以上		惠良 晃将		エラ テルマサ		11/15/74		48		男性		860-0023		43		熊本県		熊本市中央区河原町4-1-305				096-355-4360		090-8299-7634				4000		1		同意				11/5/22 23:51		パソコン		クレジットカード		11/5/22 23:51		4000														個人																																																																																																																												e_365andy@yahoo.co.jp		1:00:00				車		090-1199-9744				1

		RUNNET		7528173		C00029838903		38007974								ハーフマラソン 男子　40代		上妻 靖治		コウヅマ ヤスハル		7/16/74		48		男性		895-0013		46		鹿児島県		薩摩川内市宮崎町1544-7		ステーションハイツ宮崎102		090-1879-0593		090-1879-0593		090-1879-0593		5000		1		同意				10/18/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/18/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												mirugadassosichattayo_0_7_1_6_@ezweb.ne.jp		2:00:00		Lサイズ		車		090-8221-6062										1		1

		RUNNET		7572751		C00029889822		38065274								ハーフマラソン 女子　40代		林田 紀子		ハヤシダ ノリコ		8/6/77		45		女性		869-0236		43		熊本県		玉名市岱明町西照寺10-54				0968-57-1309				090-4588-4565		5000		1		同意				10/31/22 12:56		パソコン		PayPal		10/31/22 12:56		5000														個人																																																																																																																												nori_issho@hotmail.co.jp		2:00:00		Sサイズ		車		0968-57-1309				1				1

		RUNNET		7575503		C00029603500		37744007								9km 男子　高校生以上		北森 誠也		キタモリ セイヤ		1/6/71		51		男性		866-0895		43		熊本県		八代市大村町1061-1				0965-80-4298		080-6443-9320		080-6443-9320		4000		1		同意				9/6/22 11:03		パソコン		PayPal		9/6/22 11:03		4000														個人																																																																																																																												s_kitamori@icloud.com		1:35:00				車		8064439320		1

		RUNNET		7575503		C00029603540		37744052		4835673		北森 誠也		0965-80-4298		9km 女子　高校生以上		蛇嶋 千佳子		ジャジマ チカコ		5/7/83		39		女性		866-0011		43		熊本県		八代市井揚町2409-2				090-1510-4322						4000		1		確認				9/6/22 11:06		パソコン		PayPal		9/6/22 11:06		4000														お仲間																																																																																																																												m.c.ku-@ezweb.ne.jp		1:35:00				車		9015104322		1

		RUNNET		7582023		C00029852138		38022147								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		金谷 大輔		カネヤ ダイスケ		5/25/79		43		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江2-2-1		305		080-1003-6728						3000		1		同意				10/22/22 10:29		パソコン		クレジットカード		10/22/22 10:29		3000														個人																																																																																																																												kameya.daisuke.dc@daiichisankyo.co.jp		0:20:00				車		8010036728		1														金谷　康太郎		カネヤ　コウタロウ		男		11/28/18

		RUNNET		7610069		C00029682650		37834523								ハーフマラソン 男子　50代		藤本 洋一		フジモト ヨウイチ		3/29/65		57		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南6丁目7-25				096-367-3971				090-3076-4708		5000		1		同意				9/21/22 22:11		パソコン		クレジットカード		9/21/22 22:11		5000														個人																																																																																																																												you1_fujimo@docomo.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-367-3971		1

		RUNNET		7612157		C00029923099		38101669								ハーフマラソン 男子　50代		西田 清一		ニシダ セイイチ		2/16/68		54		男性		899-1601		46		鹿児島県		阿久根市折口1747-19				0996-75-0831						5000		1		同意				11/5/22 21:46		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 19:23		5000														個人																																																																																																																												bt8u-h66a-caut@sky.hi-ho.ne.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-2096-2316										1		1

		RUNNET		7636165		C00029744499		37904367								ハーフマラソン 男子　50代		久末 勝義		ヒサスエ カツヨシ		8/21/71		51		男性		869-1102		43		熊本県		菊池郡菊陽町原水1131-15		フォーレストYANO　A 202		096-232-7065				090-1977-2517		5000		1		同意				10/2/22 21:46		パソコン		クレジットカード		10/2/22 21:46		5000														個人																																																																																																																												sachilove0930@uqmobile.jp		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		962327065		1

		RUNNET		7652862		C00029644416		37791055								ハーフマラソン 男子　40代		森崎 由貴		モリサキ ヨシタカ		6/8/76		46		男性		861-3502		43		熊本県		上益城郡山都町御所3505				0967-76-0514				090-6291-3282		5000		1		同意				9/14/22 15:10		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/15/22 19:07		5000														個人																																																																																																																												morimori35to30@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-6291-3282										1

		RUNNET		7713588		C00029913482		38091367								ハーフマラソン 男子　40代		下田 敏史		シモダ トシフミ		8/21/81		41		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山5丁目34-88				096-385-2220						5000		1		同意				11/4/22 10:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/4/22 20:21		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1101								個人																																																																																																																												usavich_factory@yahoo.co.jp		1:30:00		Mサイズ		車		096-385-2220		1

		RUNNET		7713950		C00029609269		37750484								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐々木 絵麻		ササキ エマ		5/7/79		43		女性		861-1113		43		熊本県		合志市栄3791-81				090-7399-9729				090-7399-9729		3000		1		同意				9/6/22 21:59		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/7/22 11:02		3000														個人																																																																																																																												mochironi62810@gmail.com		0:15:00				車		8039180730		1														佐々木　椿		ササキ　ツバキ		男		11/28/17

		RUNNET		7715921		C00029801317		37966593								ハーフマラソン 男子　50代		石山 幸介		イシヤマ コウスケ		3/23/72		50		男性		862-0946		43		熊本県		熊本市東区画図町所島1008				096-378-4704				090-3198-3335		5000		1		同意				10/10/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												ishiyama.kkrr@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-3198-3335		1

		RUNNET		7716047		C00029643585		37790105								ハーフマラソン 男子　60代		佐藤 善次郎		サトウ ゼンジロウ		2/7/54		68		男性		882-1101		45		宮崎県		西臼杵郡高千穂町三田井９８７－８				0982-72-7454						5000		1		同意				9/14/22 11:08		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/16/22 13:20		5000														個人																																																																																																																												maki2815@khaki.plala.or.jp		1:50:00		Mサイズ		車		090-7160-7682		1		1				1		1

		RUNNET		7716652		C00029753577		37914856								ハーフマラソン 男子　30代		猿渡 允敏		サルワタリ マサトシ		4/8/88		34		男性		864-0033		43		熊本県		荒尾市緑ケ丘5-4-6				0968-66-1031		090-5736-5651				5000		1		同意				10/3/22 19:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 18:13		5000														個人																																																																																																																												araomidoriga0ka@yahoo.co.jp		1:50:00		Lサイズ		車		090-5736-5651		1

		RUNNET		7735710		C00029828876		37996955								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		山本 奎祐		ヤマモト ケイスケ		11/8/95		27		男性		860-0038		43		熊本県		熊本市中央区古桶屋町50		プレシャス507号		089-953-3630				090-5271-3280		5000		1		同意				10/16/22 20:27		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:27		5000														個人																																																																																																																												yamakei.club@gmail.com		1:30:00		Lサイズ		車		090-6884-6686				1

		RUNNET		7738569		C00029653114		37801011								ハーフマラソン 男子　60代		伊藤 博		イトウ ヒロシ		4/26/62		60		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東６丁目２－６				096-389-0080				090-3799-5725		5000		1		同意				9/16/22 11:24		パソコン		Amazon Pay		9/16/22 11:24		5000														個人																																																																																																																												rugbyitoh@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		090-3604-8944												1

		RUNNET		7748455		C00029638436		37784001								ハーフマラソン 男子　40代		村上 俊介		ムラカミ シュンスケ		6/10/80		42		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田4-24-36				096-338-0338		090-9470-1069		090-9470-1069		5000		1		同意				9/12/22 23:29		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 13:32		5000														個人																																																																																																																												s-murakami55@outlook.jp		3:00:00		Lサイズ		車		9049966860		1		1				1		1

		RUNNET		7761738		C00029835650		38004469								ハーフマラソン 男子　50代		鉄川 基通		テツカワ モトミチ		5/8/70		52		男性		811-1302		40		福岡県		福岡市南区井尻3－16－5－907				090-8913-3182						5000		1		同意				10/18/22 1:08		パソコン		クレジットカード		10/18/22 1:08		5000														個人																																																																																																																												mtetsu@blue.ocn.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		徒歩		9074470968		1

		RUNNET		7766846		C00029695159		37848473								ハーフマラソン 男子　50代		福島 勝浩		フクシマ カツヒロ		6/15/65		57		男性		861-4137		43		熊本県		熊本市南区野口２-５-１				096-358-1161						5000		1		同意				9/24/22 9:02		パソコン		クレジットカード		9/24/22 9:02		5000														個人																																																																																																																												hnpsq065@yahoo.co.jp		1:29:00		Mサイズ		車		090-1088-7275		1

		RUNNET		7767017		C00029908962		38086418								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		中嶋 健詞		ナカシマ ケンジ		8/12/75		47		男性		861-2241		43		熊本県		上益城郡益城町宮園728-4				080-1740-9034		080-1740-9034		080-1740-9034		21000		1		同意				11/3/22 11:56		パソコン		クレジットカード		11/3/22 11:56		21000														チーム		BELIEVE　絆		中嶋 健詞		ナカシマ ケンジ		47		8/12/75		男性		なし		坂本 美保		サカモト ミホ		39		8/21/83		女性		なし		佐藤 従		サトウ ヨリ		46		4/20/76		女性		なし		西山 豊		ニシヤマ ユタカ		13		3/8/09		男性		なし		坂井 信之		サカイ ノブユキ		54		2/4/68		男性		なし		守住 孝輔		モリズミ コウスケ		50		6/20/72		男性		なし		陳 愛宝		チン アイホウ		58		4/26/64		女性		なし																																						naka-ken.ma.yuta-0705@nifty.com						車		080-1740-9034		1

		RUNNET		7769770		C00029651870		37799611								ハーフマラソン 男子　40代		森本 忠司		モリモト タダシ		4/16/79		43		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2－22－23				096-357-5500		090-9588-7118		090-9588-7118		5000		1		同意				9/15/22 23:43		パソコン		クレジットカード		9/15/22 23:43		5000														個人																																																																																																																												sophie1117@orange.plala.or.jp		1:45:00		Mサイズ		車		096-357-5500		1

		RUNNET		7807825		C00029636129		37781263								ハーフマラソン 男子　50代		木村 武司		キムラ タケシ		9/1/72		50		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田2-12-15		ダイイチライフ弐番館205号		096-388-3521				090-4582-3536		5000		1		同意				9/12/22 14:58		パソコン		PayPal		9/12/22 14:58		5000														個人																																																																																																																												kimutake9.1@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車に同乗		096-388-3521		1

		RUNNET		7809361		C00029792506		37957095								ハーフマラソン 男子　40代		横田 崇		ヨコタ タカシ		3/16/73		49		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-6-30				096-288-9362		090-9491-1092		090-9491-1092		5000		1		同意				10/9/22 8:12		パソコン		クレジットカード		10/9/22 8:12		5000														個人																																																																																																																												t-yokota1936@hi2.enjoy.ne.jp		1:58:00		LLサイズ		車		080-6437-6153		1		1						1

		RUNNET		7830035		C00029808848		37974779								ハーフマラソン 男子　30代		小山 隼平		オヤマ ジュンペイ		11/22/90		32		男性		862-0918		43		熊本県		熊本市東区花立5-9-1		トラストレジデンス花立901		096-245-0249				090-4484-7682		5000		1		同意				10/12/22 8:54		パソコン		PayPal		10/12/22 8:54		5000														個人																																																																																																																												jump.jumpei@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-6415-1480		1

		RUNNET		7852730		C00029886915		38062098								ハーフマラソン 男子　60代		永石 秀喜		ナガイシ ヒデキ		5/20/60		62		男性		818-0005		40		福岡県		筑紫野市原139-71				092-928-7924						5000		1		同意				10/30/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/30/22 21:44		5000														個人																																																																																																																												hideki-ipusamu520@softbank.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-4311-4010		1

		RUNNET		7856274		C00029816293		37983142								ハーフマラソン 男子　30代		松山 広秋		マツヤマ ヒロアキ		10/11/83		39		男性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西4丁目9番95-2				090-7444-0597				090-7444-0597		5000		1		同意				10/14/22 6:56		パソコン		クレジットカード		10/14/22 6:56		5000														個人																																																																																																																												hiroakimatsuyama6@gmail.com		1:50:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059218932		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7872038		C00029876244		38049729								9km 男子　高校生以上		坂本 栄資		サカモト エイスケ		4/28/63		59		男性		861-4707		43		熊本県		下益城郡美里町川越１６９０				0964-48-0134		0964-34-3368		090-1517-4793		4000		1		同意				10/28/22 5:13		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/29/22 17:07		4000														個人																																																																																																																												kawagoshisoft@yahoo.co.jp		1:00:00				車		090-5024-5991										1		1

		RUNNET		7882532		C00029649709		37797156								ハーフマラソン 男子　40代		梁木 理史		ヤナキ マサシ		4/24/81		41		男性		836-0843		40		福岡県		大牟田市不知火町3-108-6				090-8804-7526						5000		1		同意				9/15/22 17:13		パソコン		PayPal		9/15/22 17:13		5000														個人																																																																																																																												wwwyanaking@yahoo.co.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-1512-7791		1

		RUNNET		7886114		C00029915708		38093658								ハーフマラソン 男子　40代		石川 涼一		イシカワ リョウイチ		2/25/80		42		男性		861-1351		43		熊本県		菊池市七城町砂田257-9				090-6891-6321				090-6891-6321		5000		1		同意				11/4/22 14:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 7:45		5000		熊本山鹿RC		熊本陸上競技協会		3055		ISHIKAWA		Ryoichi		97879343		個人																																																																																																																												hma.children@icloud.com		1:23:00		Lサイズ		車		090-7394-9305						1

		RUNNET		7896609		C00029706660		37861496		4846806		日高 弘志		090-4513-9750		ハーフマラソン 男子　40代		日高 弘志		ヒダカ ヒロシ		10/25/80		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田3丁目18-33				090-4513-9750						5000		1		同意				9/26/22 19:35		パソコン		クレジットカード		9/26/22 19:35		5000														ご家族																																																																																																																												h.good-time.h.09045139750@docomo.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		090-1085-5624		1

		RUNNET		7896609		C00029706660		37861497		4846806		日高 弘志		090-4513-9750		3kmキッズラン 男子　小学生		日高 颯斗		ヒダカ ハヤト		3/16/12		10		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田3丁目18-33				090-4513-9750						2500		1		確認				9/26/22 19:35		パソコン		クレジットカード		9/26/22 19:35		2500														ご家族																																																																																																																												h.good-time.h.09045139750@docomo.ne.jp		0:16:00				車に同乗		090-1085-5624		1

		RUNNET		7899155		C00029654296		37802341								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 覚		サカイ サトル		5/31/76		46		男性		816-0806		40		福岡県		春日市光町1-74		島田第二ビル303号室		090-2338-7723						5000		1		同意				9/16/22 17:44		パソコン		クレジットカード		9/16/22 17:44		5000														個人																																																																																																																												sakaisat@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		電車		0895-25-7723		1		1		1		1				1

		RUNNET		7920321		C00029771184		37934416								ハーフマラソン 男子　30代		高木 大樹		タカキ ダイキ		12/2/86		35		男性		861-0531		43		熊本県		山鹿市中688-8				090-7154-9774						5000		1		同意				10/5/22 21:06		パソコン		クレジットカード		10/5/22 21:06		5000														個人																																																																																																																												initiald02@icloud.com		1:45:00		LLサイズ		車に同乗		090-7154-9774		1

		RUNNET		7935775		C00029876973		38050563								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		杉本 浩介		スギモト コウスケ		5/4/79		43		男性		869-4614		43		熊本県		八代市興善寺町328-1				0965-39-0559		090-5029-7871		090-5029-7871		9000		1		同意				10/28/22 12:09		パソコン		クレジットカード		10/28/22 12:09		9000														チーム		飲むために走る		杉本 浩介		スギモト コウスケ		43		5/4/79		男性		なし		岩崎 裕貴		イワサキ ユウキ		41		12/8/80		男性		なし		竹本 義巳		タケモト ヨシミ		42		7/20/80		男性		なし																																																																																						blue_x-trail.no1@docomo.ne.jp						車		9086224375		1										1

		RUNNET		7935795		C00029674498		37825337								ハーフマラソン 男子　60代		福田 浩二		フクダ アリサ		12/12/56		65		男性		860-0066		43		熊本県		熊本市西区城山下代2-1-14				096-329-3018						5000		1		同意				9/20/22 14:33		パソコン		クレジットカード		9/20/22 14:33		5000														個人																																																																																																																												gomasaba541fukuda@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9011983626		1

		RUNNET		7981021		C00029842067		38011386								ハーフマラソン 男子　30代		和田 浩平		ワダ コウヘイ		1/23/90		32		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田2-11-47				096-325-0046		090-6777-9219		090-6777-9219		5000		1		同意				10/19/22 18:55		独自		クレジットカード		10/19/22 18:55		5000														個人																																																																																																																												my-street-style@softbank.ne.jp		1:29:03		Mサイズ		車		090-6777-9219		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7982952		C00029661847		37810752		4841781		寺本 昌功		0964-43-0001		ハーフマラソン 男子　40代		寺本 昌功		テラモト マサノリ		2/17/78		44		男性		869-0631		43		熊本県		宇城市小川町北新田716-5				0964-43-0001				090-6953-4984		5000		1		同意				9/17/22 20:53		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/23/22 14:31		5000														ご家族																																																																																																																												itohanna.1@gmail.com		1:50:00		LLサイズ		車		9096534984		1

		RUNNET		7982952		C00029661847		37810753		4841781		寺本 昌功		0964-43-0001		3kmキッズラン 女子　小学生		寺本 純葉		テラモト イトハ		2/19/13		9		女性		869-0631		43		熊本県		宇城市小川町北新田716-5				0964-43-0001				090-6953-4984		2500		1		確認				9/17/22 20:53		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/23/22 14:31		2500														ご家族																																																																																																																												itohanna.1@gmail.com		0:20:00				車		9096534984		1

		RUNNET		7996609		C00029863442		38034364								ハーフマラソン 男子　30代		田本 一了		タモト カズアキ		5/29/84		38		男性		869-4702		43		熊本県		八代市千丁町吉王丸1563				090-5381-9455						5000		1		同意				10/24/22 19:27		パソコン		クレジットカード		10/24/22 19:27		5000		オーデンAC		熊本陸上競技協会		3402		TAMOTO		Kazuaki		41692426		個人																																																																																																																												wycbt799@yahoo.co.jp		1:13:30		Lサイズ		車		9073948245		1

		RUNNET		8052694		C00029710410		37865869								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		村田 浩之		ムラタ ヒロユキ		5/5/67		55		男性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2198				0965-46-1414		0965-46-1414		090-7462-9632		21000		1		同意				9/27/22 18:31		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/4/22 18:46		21000														チーム		走RUN会		都 安		ト アン		30		1/29/92		男性		なし		部位 伴分		ブイ バンフン		32		2/20/90		男性		なし		鎌瀧 章		カマタキ アキラ		47		4/25/75		男性		なし		畑野 好彦		ハタノ ヨシヒコ		51		11/30/70		男性		なし		島崎 佳世		シマサキ カヨ		55		4/17/67		女性		なし		國光 瞳		クニミツ ヒトミヒトミ		46		10/20/76		女性		なし		村田 小百合		ムラタ サユリ		50		12/2/71		女性		なし																																						sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp						車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8052694		C00029806517		37972250								ハーフマラソン 男子　50代		村田 浩之		ムラタ ヒロユキ		5/5/67		55		男性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2198				0965-46-1414		0965-46-1414		090-7462-9632		5000		1		同意				10/11/22 20:13		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														個人																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-4583-9905														1

		RUNNET		8052694		C00029806772		37972545		4856629		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		里 申		リ ザル		6/18/97		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273　熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8052694		C00029806812		37972590		4856632		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		不亜 鳥		フア ドリ		12/6/96		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273 熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8057885		C00029883768		38058582		4866754		能勢 直弘		090-2495-5773		ハーフマラソン 男子　50代		能勢 直弘		ノセ ナオヒロ		2/28/70		52		男性		882-0872		45		宮崎県		延岡市愛宕町2-5-5		医師公舎　305号室		090-2495-5773		090-2495-5773		090-2495-5773		5000		1		同意				10/30/22 11:35		パソコン		クレジットカード		10/30/22 11:35		5000		宮崎陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		6030		NOSE		Naohiro		120604922		ご家族																																																																																																																												pencil@med.uoeh-u.ac.jp		2:30:00		Mサイズ		電車		9050889381										1

		RUNNET		8057885		C00029883768		38058583		4866754		能勢 直弘		090-2495-5773		3kmキッズラン 男子　小学生		能勢 千弘		ノセ チヒロ		12/3/10		11		男性		882-0872		45		宮崎県		延岡市愛宕町2-5-5		医師公舎　305号室		090-2495-5773		090-2495-5773		090-2495-5773		2500		1		確認				10/30/22 11:35		パソコン		クレジットカード		10/30/22 11:35		2500														ご家族																																																																																																																												pencil@med.uoeh-u.ac.jp		0:21:00				電車		090-5088-9381										1

		RUNNET		8058724		C00029734472		37893612								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮窪 祐允		ミヤクボ ユウスケ		5/24/94		28		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋2759-10		シャーメゾン黒石B201		080-3965-3890						5000		1		同意				10/1/22 12:36		パソコン		クレジットカード		10/1/22 12:36		5000														個人																																																																																																																												yusuke3890@gmail.com		1:15:00		Mサイズ		車		070 8454 2247										1

		RUNNET		8069211		C00029618456		37760993								ハーフマラソン 男子　40代		岡口 貴喜		オカグチ タカヨシ		6/26/74		48		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２９７２-２９１				090-9988-0193				090-9988-0193		5000		1		同意				9/8/22 19:49		パソコン		PayPal		9/8/22 19:49		5000														個人																																																																																																																												takayoshi1701@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-6676-1902		1						1

		RUNNET		8094888		C00029922547		38101080								ハーフマラソン 女子　50代		安枝 寿恵		ヤスエダ ヒサエ		9/29/69		53		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木1-7-6		TK3-101		090-3883-0929				090-3883-0929		5000		1		同意				11/5/22 20:13		パソコン		クレジットカード		11/5/22 20:13		5000		Y&I Group		熊本陸上競技協会		3387		YASUEDA		Hisae				個人																																																																																																																												hisa-.-v929ymm_@ezweb.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-3733-6323		1								1

		RUNNET		8095234		C00029818269		37985356								ハーフマラソン 男子　40代		塚本 達也		ツカモト タツヤ		1/21/75		47		男性		861-2104		43		熊本県		熊本市東区秋津3-13-5				090-5749-9150						5000		1		同意				10/14/22 17:03		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 19:32		5000														個人																																																																																																																												tatuya-j21@docomo.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車に同乗		080-1742-1350		1		1				1

		RUNNET		8110585		C00029921581		38100068		4871957		岡野 雄一		0964-28-3958		9km 女子　高校生以上		岡野 和美		オカノ カズミ		5/5/77		45		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						4000		1		確認				11/5/22 16:32		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:32		4000														ご家族																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		1:30:00				車に同乗		090-8669-2136		1

		RUNNET		8110585		C00029921589		38100076		4871958		岡野 雄一		0964-28-3958		3kmキッズラン 女子　小学生		岡野 葵		オカノ アオイ		9/19/13		9		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						2500		1		確認				11/5/22 16:34		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:34		2500														ご家族																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		0:22:00				車に同乗		090-8669-2136		1

		RUNNET		8110585		C00029921600		38100087								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岡野 雄一		オカノ ユウイチ		1/16/79		43		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						3000		1		同意				11/5/22 16:36		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:36		3000														個人																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-8669-2136		1														岡野　旺史郎		オカノ　オウジロウ		男		10/18/16

		RUNNET		8118540		C00029828734		37996791								ハーフマラソン 男子　40代		山田 伸哉		ヤマダ シンヤ		6/14/79		43		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3-23-18				096-372-1530						5000		1		同意				10/16/22 20:09		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:09		5000														個人																																																																																																																												shinya3665@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		車		7041615025		1

		RUNNET		8128305		C00029854930		38025175								ハーフマラソン 男子　30代		前田 隆志		マエダ タカシ		3/28/92		30		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2-14-7				096-358-7808		080-5273-2315		080-5273-2315		5000		1		同意				10/22/22 23:05		パソコン		クレジットカード		10/22/22 23:05		5000														個人																																																																																																																												takashi.maeda55@gmail.com		1:23:00		Mサイズ		車		9011663478		1

		RUNNET		8132049		C00029709206		37864486								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		西 賢		ニシ サトシ		7/9/70		52		男性		861-3452		43		熊本県		上益城郡山都町田小野1823				0967-75-0165				090-8834-2904		24000		1		同意				9/27/22 11:41		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/3/22 12:53		24000														チーム		やまとSDGｓ１班		村山 浩司		ムラヤマ コウジ		50		10/31/72		男性		なし		木村 恭平		キムラ キョウヘイ		29		3/10/93		男性		なし		古田 賢史		フルタ ケンシ		36		9/21/86		男性		なし		松本 文孝		マツモト フミタカ		51		1/21/71		男性		なし		高野 高也		タカノ タカヤ		55		3/30/67		男性		なし		藤本 朋広		フジモト トモヒロ		46		11/7/76		男性		なし		小崎 康護		コザキ ヤスモリ		49		4/16/73		男性		なし		後藤 裕孝		ゴトウ ヒロタカ		48		9/2/74		男性		なし																										s88342904@docomo.ne.jp						車		090-8834-2904		1

		RUNNET		8132049		C00029709231		37864512								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		西 賢		ニシ サトシ		7/9/70		52		男性		861-3452		43		熊本県		上益城郡山都町田小野1823				0967-75-0165				090-8834-2904		24000		1		同意				9/27/22 11:50		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/3/22 12:53		24000														チーム		やまとSDGｓ２班		荒木 達也		アラキ タツヤ		45		3/13/77		男性		なし		水田 博文		ミズタ ヒロフミ		48		3/28/74		男性		なし		西 賢		ニシ サトシ		52		7/9/70		男性		なし		阪本 洋一		サカモト ヨウイチ		45		9/5/77		男性		なし		藤原 義嗣		フジワラ ヨシツグ		45		6/30/77		男性		なし		高橋 尚孝		タカハシ ナオタカ		53		12/26/68		男性		なし		甲斐 尚子		カイ ナオコ		49		9/11/73		女性		なし		木野 貴之		キノ タカユキ		46		2/10/76		男性		なし																										s88342904@docomo.ne.jp						車		090-8834-2904		1

		RUNNET		8166322		C00029864622		38035675								ハーフマラソン 男子　40代		古賀 博孝		コガ ヒロタカ		9/21/82		40		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府2-6-79		アルファステイツ国府103号		090-5082-0958						5000		1		同意				10/24/22 22:53		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:53		5000														個人																																																																																																																												happy_go_lucky@jcom.zaq.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-9657-1235		1						1

		RUNNET		8202653		C00029909996		38087542								ハーフマラソン 男子　40代		松木 伸太郎		マツキ シンタロウ		7/21/76		46		男性		899-0215		46		鹿児島県		出水市武本14476番地1				0996-63-1503				090-5084-0316		5000		1		同意				11/3/22 15:58		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 13:56		5000														個人																																																																																																																												ultrazone20041218@gmail.com		1:44:00		Lサイズ		車		090-4357-0772						1						1

		RUNNET		8258812		C00029644649		37791303								ハーフマラソン 男子　70歳以上		宮﨑 守		ミヤザキ マモル		2/20/50		72		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間２－８－１４				096-378-7270				090-1978-3879		5000		1		同意				9/14/22 16:39		パソコン		クレジットカード		9/14/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												joggingmm@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		090-9573-3237		1

		RUNNET		8261594		C00029646259		37793167								9km 男子　高校生以上		原田 雅夫		ハラダ マサオ		8/5/51		71		男性		862-0914		43		熊本県		熊本市東区山ノ内２－１－４７				096-368-2751				080-1746-4114		4000		1		同意				9/14/22 22:38		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 9:20		4000														個人																																																																																																																												masao_h_0805_1023@yahoo.co.jp		1:30:00				車		090-4773-0100												1		1

		RUNNET		8273620		C00029804351		37969869								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 健一		クロキ ケンイチ		1/19/64		58		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯2-2-180				096-367-7725						5000		1		同意				10/11/22 11:44		パソコン		クレジットカード		10/11/22 11:44		5000														個人																																																																																																																												red.reds893784kk1920@icloud.com		2:30:00		Lサイズ		車		963677725		1

		RUNNET		8279356		C00029826165		37994047								ハーフマラソン 女子　40代		西村 恵子		ニシムラ ケイコ		3/24/73		49		女性		861-3207		43		熊本県		上益城郡御船町御船854-2				096-282-1864				090-5949-7373		5000		1		同意				10/16/22 12:35		パソコン		Amazon Pay		10/16/22 12:35		5000		はりきりまんぼう		熊本陸上競技協会		3232		KEIKO		Nishimura		72800017		個人																																																																																																																												keikorun0324@ezweb.ne.jp		1:03:08		Lサイズ		車		9059497373		1

		RUNNET		8285445		C00029829176		37997374								ハーフマラソン 男子　40代		西本 和幸		ニシモト カズユキ		7/9/78		44		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6丁目6-6		ラフォーレ近見301		0969-56-2683				090-5287-8904		5000		1		同意				10/16/22 20:58		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kazu0709.m@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		090-7050-7556		1

		RUNNET		8303412		C00029796276		37961154		4855428		中原 恵美		099-272-3341		9km 女子　高校生以上		中原 恵美		ナカハラ エミ		9/23/82		40		女性		899-2505		46		鹿児島県		日置市伊集院町猪鹿倉879-1				099-272-3341				090-7451-0808		4000		1		同意				10/9/22 21:53		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/10/22 20:41		4000														お仲間																																																																																																																												milktea1723@icloud.com		1:20:00				車		8042803130										1		1

		RUNNET		8303412		C00029796276		37961155		4855428		中原 恵美		099-272-3341		9km 男子　高校生以上		荷方 剛		ニカタ ツヨシ		3/13/98		24		男性		899-2505		46		鹿児島県		日置市伊集院町猪鹿倉879-1		中原 恵美様方		099-272-3341				090-7451-0808		4000		1		確認				10/9/22 21:53		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/10/22 20:41		4000														お仲間																																																																																																																												milktea1723@icloud.com		1:15:00				車に同乗		9074510808										1		1

		RUNNET		8305015		C00029815002		37981680								ハーフマラソン 男子　40代		西田 充征		ニシダ ミツユキ		6/15/77		45		男性		866-0864		43		熊本県		八代市塩屋町3-31				090-5939-5517						5000		1		同意				10/13/22 20:46		パソコン		クレジットカード		10/13/22 20:46		5000														個人																																																																																																																												miko32sochiyu_ra@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059395517												1

		RUNNET		8308086		C00029697649		37851276								ハーフマラソン 男子　40代		永井 信一		ナガイ シンイチ		12/29/73		48		男性		800-0352		40		福岡県		京都郡苅田町富久町1-18-6-701		グランドパレス苅田ウイングコート		093-436-2174		093-436-2174		090-5946-4778		5000		1		同意				9/24/22 19:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/27/22 19:46		5000														個人																																																																																																																												nagai1973@docomo.ne.jp		1:29:30		Mサイズ		車		080-8377-6725		1

		RUNNET		8331573		C00029649414		37796801								ハーフマラソン 男子　60代		渡邉 英喜		ワタナベ ヒデキ		4/1/62		60		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1808-11				096-322-4898				090-9482-9684		5000		1		同意				9/15/22 15:32		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/15/22 18:30		5000														個人																																																																																																																												hidekiwatanave@icloud.com		2:10:00		Lサイズ		車		096-322-4898		1		1

		RUNNET		8336072		C00029836316		38005159								ハーフマラソン 女子　30代		宇戸口 久恵		ウトグチ ヒサエ		7/2/92		30		女性		862-0970		43		熊本県		熊本市東区渡鹿8丁目8-26		ナツ・グランジュ203		080-1734-4474						5000		1		同意				10/18/22 9:19		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 9:19		5000														個人																																																																																																																												1000487841hisa@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		車		9013672661												1

		RUNNET		8353753		C00029730246		37888915								ハーフマラソン 男子　40代		原田 貴浩		ハラダ タカヒロ		4/3/77		45		男性		807-0807		40		福岡県		北九州市八幡西区本城学研台本城学研台1丁目15-13				093-981-4811				090-9654-6148		5000		1		同意				9/30/22 22:40		パソコン		クレジットカード		9/30/22 22:40		5000														個人																																																																																																																												takahiro5243@gmail.com		1:58:00		LLサイズ		車		090-9654-6148		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8357687		C00029906381		38083494								ハーフマラソン 男子　50代		西田 光宏		ニシダ ミツヒロ		8/27/70		52		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎6-1-51				080-9502-8728				080-9502-8728		5000		1		同意				11/2/22 21:11		パソコン		Amazon Pay		11/2/22 21:11		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2599		NISHIDA		Mitsuhiro				個人																																																																																																																												leading.pack@gmail.com		1:28:30		Mサイズ		自転車・バイク		080-5217-4919				1				1

		RUNNET		8361490		C00029816016		37982855								ハーフマラソン 男子　30代		大塚 太志		オオツカ タイシ		6/3/85		37		男性		861-5287		43		熊本県		熊本市西区小島8-1-1				090-1879-6197						5000		1		同意				10/14/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/16/22 12:20		5000														個人																																																																																																																												ttkliberty@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		9059221723		1

		RUNNET		8367403		C00029823262		37990845								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		内田 智宏		ウチダ トモヒロ		2/28/87		35		男性		861-2244		43		熊本県		上益城郡益城町寺迫87-1				090-7392-8809						3000		1		同意				10/15/22 19:38		パソコン		クレジットカード		10/15/22 19:38		3000														個人																																																																																																																												t.u2862619@gmail.com		0:20:00				車		090-7392-8809		1														内田　陸斗		ウチダ　リクト		男		12/12/16

		RUNNET		8386160		C00029601663		37741951								ハーフマラソン 男子　50代		出田 理		イデタ オサム		6/23/68		54		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺3-34-10		S-FORT水前寺810		090-7599-2078				090-7599-2078		5000		1		同意				9/6/22 0:54		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:54		5000														個人																																																																																																																												idechin0623@ezweb.ne.jp		2:25:00		Mサイズ		車		0957-36-2582		1		1		1		1

		RUNNET		8388358		C00029921207		38099653								ハーフマラソン 女子　50代		上野 亜矢子		ウエノ アヤコ		8/23/66		56		女性		861-1305		43		熊本県		菊池市北宮309-1				0968-25-3889		0968-24-1234		090-7922-7132		5000		1		同意				11/5/22 14:49		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 16:07		5000														個人																																																																																																																												icecoffee-ayako8923love@docomo.ne.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-7922-7132				1

		RUNNET		8399438		C00029643176		37789651								ハーフマラソン 女子　50代		竹田 美香		タケダ ミカ		3/21/65		57		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				096-240-2885				090-8355-5309		5000		1		同意				9/14/22 8:55		パソコン		クレジットカード		9/14/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												yaraicyo@icloud.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-9653-7871		1		1

		RUNNET		8424574		C00029868540		38039978								ハーフマラソン 男子　50代		上津原 啓輔		ウエツハラ ケイスケ		10/9/71		51		男性		830-0061		40		福岡県		久留米市津福今町548-7				090-1972-4966				090-1972-4966		5000		1		同意				10/25/22 22:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												999uk@ezweb.ne.jp		1:55:00		Lサイズ		車		0942-32-8517		1		1

		RUNNET		8444315		C00029716364		37872962								ハーフマラソン 男子　50代		澤田 隆伸		サワダ タカノブ		12/21/63		58		男性		860-0051		43		熊本県		熊本市西区二本木４丁目６ー３６				096-352-7871						5000		1		同意				9/29/22 9:07		パソコン		クレジットカード		9/29/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												aikyo4@hotmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-3667-1938				1

		RUNNET		8457526		C00029809133		37975082								ハーフマラソン 男子　50代		山田 泰美		ヤマダ ヤスミ		11/20/68		54		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2808-9		CUORE201		090-8344-6919				090-8344-6919		5000		1		同意				10/12/22 10:38		パソコン		クレジットカード		10/12/22 10:38		5000														個人																																																																																																																												yasyama1120@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		9083446919												1

		RUNNET		8463736		C00029919035		38097269		4871437		甲斐原 さき		090-6779-3633		3kmキッズラン 女子　小学生		甲斐原 佳帆		カイバラ カホ		5/8/13		9		女性		890-0061		46		鹿児島県		鹿児島市天保山町6-4		サンハイツ天保山603		090-6779-3633						2500		1		確認				11/5/22 0:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 20:48		2500														ご家族																																																																																																																												sakki19800827@yahoo.co.jp		0:30:00				車		9067793633												1

		RUNNET		8463736		C00029919035		38097270		4871437		甲斐原 さき		090-6779-3633		3kmキッズラン 男子　小学生		甲斐原 遼真		カイバラ リョウマ		2/25/15		7		男性		890-0061		46		鹿児島県		鹿児島市天保山町6-4		サンハイツ天保山603		090-6779-3633						2500		1		確認				11/5/22 0:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 20:48		2500														ご家族																																																																																																																												sakki19800827@yahoo.co.jp		0:30:00				車		9067793633												1

		RUNNET		8465722		C00029921824		38100320								ハーフマラソン 男子　30代		渡辺 克己		ワタナベ カツミ		2/17/84		38		男性		876-0122		44		大分県		佐伯市弥生門田1870-1		深田団地7棟202号室　　後藤郁子様方		080-1540-0759		080-1540-0759		080-1540-0759		5000		1		同意				11/5/22 17:35		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/6/22 17:33		5000		大分陸上競技協会		大分陸上競技協会		O-00092		WATANABE		Katsumi		96495235		個人																																																																																																																												ikk0824ktm_love@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		車		080-2729-1953								1		1

		RUNNET		8469377		C00029829970		37998321								ハーフマラソン 男子　50代		澤井 努		サワイ ツトム		6/14/71		51		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山３－３－２		エイルマンション熊本駅東マークウエスト１２０６号		096-227-6854				090-7922-2698		5000		1		同意				10/16/22 22:30		パソコン		クレジットカード		10/16/22 22:30		5000														個人																																																																																																																												t.sawai1971@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5472-2775										1

		RUNNET		8474109		C00029854652		38024885								ハーフマラソン 男子　40代		大東 正和		オオヒガシ マサカズ		4/29/74		48		男性		883-0034		45		宮崎県		日向市富高579番地		ビューティフルマンション302		080-2715-9684				070-4507-3266		5000		1		同意				10/22/22 22:03		パソコン		クレジットカード		10/22/22 22:03		5000														個人																																																																																																																												ayahirofumi4429@gmail.com		1:36:38		Mサイズ		車		090-3996-5423								1		1

		RUNNET		8503535		C00029618222		37760709								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		兵頭 哲也		ヒョウドウ テツヤ		4/19/93		29		男性		879-4912		44		大分県		玖珠郡九重町湯坪506-1		大岳寮		080-1539-3796				080-1539-3796		5000		1		同意				9/8/22 18:54		独自		クレジットカード		9/8/22 18:54		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1320		HYODO		Tetsuya		133483022		個人																																																																																																																												tetsuya8200@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-3324-5723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8518778		C00029782512		37946329								希望の襷リレー【3時間】  2人チーム（年齢制限なし）		高木 雅子		タカキ マサコ		7/13/61		61		女性		862-0918		43		熊本県		熊本市東区花立6-7-5				096-365-2344		080-3963-2025		090-7474-6474		6000		1		同意				10/7/22 8:29		パソコン		クレジットカード		10/7/22 8:29		6000														チーム		時空を超えて		高木 雅子		タカキ マサコ		61		7/13/61		女性		なし		永田 博		ナガタ ヒロシ		65		12/12/56		男性		なし																																																																																																		makoko617@yahoo.co.jp						車		8039362025		1		1		1						1

		RUNNET		8519721		C00029764501		37927082								ハーフマラソン 男子　60代		下野 義弘		シモノ ヨシヒロ		11/24/54		68		男性		899-5431		46		鹿児島県		姶良市西餠田2837－10				0995-66-3786				090-8837-2658		5000		1		同意				10/4/22 20:37		パソコン		クレジットカード		10/4/22 20:37		5000														個人																																																																																																																												shimono11241954@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		電車		080-1734-4300												1

		RUNNET		8562766		C00029868401		38039828								9km 男子　高校生以上		重元 貴晴		シゲモト タカハル		5/31/76		46		男性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822		070-3663-4953		070-3662-6822		4000		1		同意				10/25/22 22:06		パソコン		クレジットカード		10/25/22 22:06		4000														個人																																																																																																																												takaharu_01@khh.biglobe.ne.jp		0:50:00				車		070-3663-4953		1

		RUNNET		8578091		C00029914914		38092843								ハーフマラソン 男子　40代		占部 学伸		ウラベ タカノブ		4/22/79		43		男性		813-0017		40		福岡県		福岡市東区香椎照葉2-5-2		照葉テラスマリナコート２番館205号		090-1876-5319						5000		1		同意				11/4/22 12:37		パソコン		PayPal		11/4/22 12:37		5000														個人																																																																																																																												wabisabi_miyabi@hotmail.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-8768-3362		1

		RUNNET		8578091		C00029916461		38094448		4871069		占部 学伸		090-1876-5319		3kmキッズラン 男子　小学生		占部 啓太		ウラベ ケイタ		11/13/11		11		男性		813-0017		40		福岡県		福岡市東区香椎照葉2-5-2		照葉テラスマリナコート２番館205号		090-1876-5319						2500		1		確認				11/4/22 17:18		パソコン		PayPal		11/4/22 17:18		2500														ご家族																																																																																																																												wabisabi_miyabi@hotmail.co.jp		0:15:00				車		090-8768-3362		1

		RUNNET		8582996		C00029656810		37805079								ハーフマラソン 女子　30代		後藤 志織		ゴトウ シオリ		2/17/92		30		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目２－５１				080-8379-2970						5000		1		同意				9/16/22 21:48		パソコン		PayPal		9/16/22 21:48		5000														個人																																																																																																																												ts.foreverlove5@gmail.com		1:59:59		Sサイズ		車		8027425593		1				1		1

		RUNNET		8589143		C00029760815		37923031								ハーフマラソン 男子　40代		石田 亮太		イシダ リョウタ		12/9/79		42		男性		811-0120		40		福岡県		糟屋郡新宮町中央駅前1-11-9				090-2585-7353						5000		1		同意				10/4/22 11:09		パソコン		Amazon Pay		10/4/22 11:09		5000														個人																																																																																																																												mokaleo3@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		090-5083-0871		1

		RUNNET		8600530		C00029823187		37990763								ハーフマラソン 男子　30代		松田 広治		マツダ コウジ		2/26/84		38		男性		819-0005		40		福岡県		福岡市西区内浜1-10-19		ドルフ姪浜301		090-5927-6278						5000		1		同意				10/15/22 19:22		パソコン		クレジットカード		10/15/22 19:22		5000														個人																																																																																																																												a198402@gmail.com		2:15:00		Lサイズ		車		080-2727-6315		1

		RUNNET		8601022		C00029606921		37747747								9km 男子　高校生以上		佐藤 永典		サトウ ヒサノリ		2/20/79		43		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町3番地30-1409号		ザ・熊本ガーデンズ		0964-22-4374		0964-22-4373		090-5749-6157		4000		1		同意				9/6/22 17:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 22:25		4000														個人																																																																																																																												hisa02sato20@gmail.com		1:10:00				車		0964-22-3718		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8649275		C00029666036		37815575		4842264		岳本 城		090-5385-1197		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岳本 城		タケモト キズク		6/30/79		43		男性		861-3204		43		熊本県		上益城郡御船町木倉４９９８－２				090-5385-1197						3000		1		同意				9/18/22 19:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/24/22 8:40		3000														ご家族																																																																																																																												kizuku.takemoto@gmail.com		0:10:00				車		080-3972-1312		1		1												岳本　樹		タケモト　イツキ		男		5/7/16

		RUNNET		8649275		C00029666036		37815576		4842264		岳本 城		090-5385-1197		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岳本 紗代子		タケモト サヨコ		2/28/86		36		女性		861-3204		43		熊本県		上益城郡御船町木倉４９９８－２				090-5385-1197						3000		1		確認				9/18/22 19:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/24/22 8:40		3000														ご家族																																																																																																																												kizuku.takemoto@gmail.com		0:18:00				車に同乗		090-5385-1197		1														岳本　稜大		タケモト　リョウタ		男		7/22/18

		RUNNET		8672286		C00029665586		37815061								ハーフマラソン 男子　40代		古谷 智司		フルヤ サトシ		5/24/79		43		男性		862-0905		43		熊本県		熊本市東区南町17-11				090-7150-6932						5000		1		同意				9/18/22 18:01		パソコン		クレジットカード		9/18/22 18:01		5000														個人																																																																																																																												serow740@yahoo.co.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-5733-6857		1				1				1		1

		RUNNET		8675358		C00029789886		37954235		4854752		藤井 圭太		090-5933-9119		ハーフマラソン 男子　30代		藤井 圭太		フジイ ケイタ		6/21/88		34		男性		862-0976		43		熊本県		熊本市中央区九品寺3-15-7		サンメゾン九品寺エルド901		090-5933-9119						5000		1		同意				10/8/22 16:40		パソコン		クレジットカード		10/8/22 16:40		5000														ご家族																																																																																																																												farewellsong0621@yahoo.co.jp		1:24:00		Mサイズ		車		9059339119												1

		RUNNET		8675358		C00029789886		37954236		4854752		藤井 圭太		090-5933-9119		3kmキッズラン 女子　小学生		藤井 千歳		フジイ チトセ		1/16/16		6		女性		862-0976		43		熊本県		熊本市中央区九品寺3-15-7		サンメゾン九品寺エルド901		090-5933-9119						2500		1		確認				10/8/22 16:40		パソコン		クレジットカード		10/8/22 16:40		2500														ご家族																																																																																																																												farewellsong0621@yahoo.co.jp		0:30:00				車に同乗		9059339119												1

		RUNNET		8689992		C00029852257		38022279								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		永延 敬一郎		ナガノブ ケイイチロウ		7/10/86		36		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木362-1		フロイデハイムA棟201		080-1729-4810						3000		1		同意				10/22/22 11:09		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 12:12		3000														個人																																																																																																																												instructive-for-myself@docomo.ne.jp		0:10:00				車		090-5381-5291		1						1								永延　稜大		ナガノブ　リョウタ		男		9/11/16

		RUNNET		8705448		C00029867771		38039144								ハーフマラソン 男子　50代		田中 剛		タナカ ツヨシ		7/15/66		56		男性		819-0022		40		福岡県		福岡市西区福重5-21-34		ブライトンシャワー2-203		092-884-2264						5000		1		同意				10/25/22 20:22		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/27/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												typn-tnk.244@docomo.ne.jp		2:50:00		Lサイズ		車		092-884-2264		1		1				1

		RUNNET		8708820		C00029871642		38043905								9km 女子　高校生以上		山下 明美		ヤマシタ アケミ		11/12/81		41		女性		860-0817		43		熊本県		熊本市中央区迎町１－３－６		グランピアリバーサイド３０３		096-288-2250				090-5386-2008		4000		1		同意				10/26/22 20:05		パソコン		クレジットカード		10/26/22 20:05		4000														個人																																																																																																																												akm.ymk@gmail.com		1:20:00				車		090-5926-4802		1		1						1

		RUNNET		8720753		C00029726097		37884033								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		木村 雄紀		キムラ ユウキ		3/19/83		39		男性		866-0804		43		熊本県		八代市西宮町1213		吉永様方		0965-32-4737		090-2088-7378				24000		1		同意				9/30/22 14:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/6/22 10:34		24000														チーム		九州ガス 八代		木村 雄紀		キムラ ユウキ		39		3/19/83		男性		なし		小嶋 広二		コジマ ヒロジ		46		5/18/76		男性		なし		松下 一美		マツシタ カズミ		46		12/8/75		男性		なし		坂本 武紘		サカモト タケヒロ		44		4/9/78		男性		なし		谷 陽介		タニ ヨウスケ		36		8/28/86		男性		なし		當田 晃貴		トウダ コウキ		33		3/12/89		男性		なし		水野 翔平		ミズノ ショウヘイ		31		5/17/91		男性		なし		西村 尚悟		ニシムラ ショウゴ		26		9/24/96		男性		なし																										kim3kka@gmail.com						車		090-2088-7378		1				1

		RUNNET		8732990		C00029643477		37789986								ハーフマラソン 男子　50代		竹田 修		タケダ オサム		1/10/65		57		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				090-9653-7871						5000		1		同意				9/14/22 10:33		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:33		5000														個人																																																																																																																												c0072164@icloud.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-8355-5309		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8733545		C00029690901		37843607								ハーフマラソン 男子　50代		石橋 実		イシバシ ミノル		5/11/64		58		男性		832-0006		40		福岡県		柳川市東蒲池291-1				0944-72-1307		090-2857-3567		090-2857-3567		5000		1		同意				9/23/22 11:43		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 18:49		5000														個人																																																																																																																												rie1484@yj9.so-net.ne.jp		1:25:00		Sサイズ		車		0944-72-1307		1		1

		RUNNET		8772245		C00029649862		37797329								9km 男子　高校生以上		森川 勇		モリカワ イサム		11/29/61		60		男性		865-0135		43		熊本県		玉名郡和水町瀬川887-2				090-6779-1008						4000		1		同意				9/15/22 17:57		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/19/22 14:38		4000														個人																																																																																																																												morikawa.isamu@icloud.com		0:50:00				車		090-4988-4782		1

		RUNNET		8812637		C00029716928		37873656								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		森山 昭宏		モリヤマ アキヒロ		6/17/73		49		男性		856-0026		42		長崎県		大村市池田1-741-3				0957-52-7045		0957-52-0111		090-4774-3906		9000		1		同意				9/29/22 12:43		パソコン		クレジットカード		9/29/22 12:43		9000														チーム		MOCO		森山 心翔		モリヤマ アイト		12		1/27/10		男性		なし		森山 昭宏		モリヤマ アキヒロ		49		6/17/73		男性		なし		森山 祐嘉子		モリヤマ ユカコ		47		5/5/75		女性		なし																																																																																						1122aito@gmail.com						車		090-4774-3906		1

		RUNNET		8815839		C00029648722		37796003								ハーフマラソン 男子　30代		下田 雄太		シモダ ユウタ		9/5/88		34		男性		861-8010		43		熊本県		熊本市東区上南部1丁目4-80		SR参番館5-1		080-5274-9508						5000		1		同意				9/15/22 12:36		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 19:13		5000														個人																																																																																																																												yu-3-to.xx19@softbank.ne.jp		1:23:00		Lサイズ		車		080-5274-9508		1

		RUNNET		8820861		C00029874470		38047656								ハーフマラソン 男子　50代		鳥越 靖浩		トリゴエ ヤスヒロ		1/5/66		56		男性		865-0016		43		熊本県		玉名市岩崎640		ベルデュール玉名101		090-3328-1649		090-3328-1649		090-3328-1649		5000		1		同意				10/27/22 17:17		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												xyz-tori.15@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5737-1773				1

		RUNNET		8824706		C00029645283		37792033		4840050		堀 耕太		090-1853-5923		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		堀 耕太		ホリ コウタ		7/15/83		39		男性		862-0922		43		熊本県		熊本市東区三郎2-2-35				090-1853-5923						3000		1		同意				9/14/22 19:56		パソコン		PayPal		9/14/22 19:56		3000														ご家族																																																																																																																												kt3.hori@gmail.com		0:20:00				車		9018535923		1		1		1		1		1		1				堀　稜太		ホリ　リョウタ		男		9/7/16

		RUNNET		8824706		C00029645283		37792034		4840050		堀 耕太		090-1853-5923		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		堀 寛子		ホリ ヒロコ		5/10/82		40		女性		862-0922		43		熊本県		熊本市東区三郎2-2-35				090-1853-5923						3000		1		確認				9/14/22 19:56		パソコン		PayPal		9/14/22 19:56		3000														ご家族																																																																																																																												shimac_5cha_woo3_mix@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		9018535923		1		1		1		1		1		1				堀　千紘		ホリ　チヒロ		女		12/1/18

		RUNNET		8837803		C00029666160		37815718								ハーフマラソン 男子　30代		山内 一正		ヤマウチ イッセイ		1/12/83		39		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘9丁目1-51-2				090-5298-1677						5000		1		同意				9/18/22 19:59		パソコン		クレジットカード		9/18/22 19:59		5000														個人																																																																																																																												yamauchiissei@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		9011641255		1		1

		RUNNET		8840671		C00029887229		38062444								9km 男子　高校生以上		中川 健太		ナカガワ ケンタ		8/18/75		47		男性		870-0324		44		大分県		大分市久原北6-38-1				090-9728-1591						4000		1		同意				10/30/22 22:27		パソコン		クレジットカード		10/30/22 22:27		4000														個人																																																																																																																												kentanakagawa4@gmail.com		0:45:00				車		9097281591								1

		RUNNET		8840671		C00029887252		38062467		4867345		中川 健太		090-9728-1591		3kmキッズラン 男子　中学生		中川 雄太		ナカガワ ユウタ		10/14/07		15		男性		870-0324		44		大分県		大分市久原北6-38-1				090-9728-1591						2500		1		確認				10/30/22 22:30		パソコン		クレジットカード		10/30/22 22:30		2500														ご家族																																																																																																																												kentanakagawa4@gmail.com		0:10:00				車に同乗		9097281591								1

		RUNNET		8884243		C00029831148		37999569								ハーフマラソン 女子　60代		添田 眞理子		ソエダ マリコ		1/3/60		62		女性		862-0910		43		熊本県		熊本市東区健軍本町9-25				090-5707-9826				090-5707-9826		5000		1		同意				10/17/22 8:09		パソコン		クレジットカード		10/17/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												kenzo.050311@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		車		9016800946		1

		RUNNET		8885261		C00029846919		38016533								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		杉本 直之		スギモト ナオユキ		1/12/74		48		男性		869-0622		43		熊本県		宇城市小川町西北小川４９１－７				0964-43-2649		0964-43-2649		090-8766-1850		18000		1		同意				10/20/22 20:43		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/21/22 10:41		18000														チーム		おがわランニングクラブ		杉本 直之		スギモト ナオユキ		48		1/12/74		男性		なし		仲道 浩史朗		ナカミチ コウシロウ		53		1/30/69		男性		なし		畑野 芳範		ハタノ ヨシノリ		41		6/1/81		男性		なし		緒方 智宏		オガタ トモヒロ		45		10/23/77		男性		なし		山口 孝政		ヤマグチ タカマサ		43		12/7/78		男性		なし		吉田 佳奈子		ヨシダ カナコ		35		9/9/87		女性		なし																																																		cappuccino.renren17@gmail.com						車		9087661850						1

		RUNNET		8892310		C00029850198		38020023		4861542		国本 拓平		090-8386-6575		3kmキッズラン 女子　小学生		国本 華奈		クニモト カナ		10/19/10		12		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-23-502				090-8386-6575						2500		1		確認				10/21/22 19:08		パソコン		クレジットカード		10/21/22 19:08		2500														ご家族																																																																																																																												takuhei999@gmail.com		0:20:00				車に同乗		090-8386-6575		1										1

		RUNNET		8892310		C00029850198		38020024		4861542		国本 拓平		090-8386-6575		3kmキッズラン 女子　小学生		国本 和葉		クニモト カズハ		2/15/13		9		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-23-502				090-8386-6575						2500		1		確認				10/21/22 19:08		パソコン		クレジットカード		10/21/22 19:08		2500														ご家族																																																																																																																												takuhei999@gmail.com		0:30:00				車に同乗		090-8386-6575		1										1

		RUNNET		8909443		C00029857391		38027845								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		大橋 隼人		オオハシ ハヤト		12/5/93		28		男性		812-0051		40		福岡県		福岡市東区箱崎ふ頭3-6-9		アルバトロス3 201号室		080-3979-7191						5000		1		同意				10/23/22 17:01		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:01		5000		福岡県庁		福岡陸上競技協会		1345		OHASHI		Hayato		121566526		個人																																																																																																																												chemis_simehc@yahoo.co.jp		1:16:00		Sサイズ		車に同乗		080-3979-7191		1		1

		RUNNET		8912649		C00029668783		37818796								ハーフマラソン 男子　40代		賀来 泰之		カク ヤスユキ		10/14/77		45		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間6-12-25				090-2855-8055						5000		1		同意				9/19/22 12:39		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:39		5000														個人																																																																																																																												kakuyasuyuki@yahoo.co.jp		2:00:00		LLサイズ		車		096-295-6972								1

		RUNNET		8950833		C00029829984		37998336								ハーフマラソン 男子　60代		小野 浩二		オノ コウジ		8/10/62		60		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-22				090-5385-0553		090-5385-0553		090-5385-0553		5000		1		同意				10/16/22 22:31		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/17/22 17:18		5000														個人																																																																																																																												fire0810kouji@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		096-368-2072		1

		RUNNET		8951085		C00029812441		37978781								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		矢次 泰明		ヤツギ ヤスアキ		10/17/62		60		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出1丁目8ー37ー1101		シティライフ月出		096-381-2390		090-1920-7072		090-1920-7072		12000		1		同意				10/13/22 3:50		パソコン		クレジットカード		10/13/22 3:50		12000														チーム		ウルトラ愛の地獄大使？		矢次 泰明		ヤツギ ヤスアキ		60		10/17/62		男性		なし		矢次 多美子		ヤツギ タミコ		58		12/8/63		女性		なし		矢次 隼太		ヤツギ ハヤタ		23		4/30/99		男性		なし		矢次 弾		ヤツギ ダン		17		1/17/05		男性		なし																																																																										0zn288456w02t4x@ezweb.ne.jp						車		090-1920-7072								1

		RUNNET		8977957		C00029664657		37813995								ハーフマラソン 男子　50代		江嶋 敬		エジマ タカシ		6/20/72		50		男性		860-0832		43		熊本県		熊本市中央区萩原町8-33				096-378-3549				070-2329-1090		5000		1		同意				9/18/22 14:37		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:37		5000														個人																																																																																																																												t.ejima@sanko-chem.com		2:10:00		Lサイズ		車		070-2329-1090		1		1		1						1

		RUNNET		8985354		C00029659430		37807990								ハーフマラソン 男子　50代		宗方 如史		ムナカタ ユキヒサ		2/28/68		54		男性		860-0842		43		熊本県		熊本市中央区南千反畑町15-15				096-324-7200				090-1877-5498		5000		1		同意				9/17/22 11:17		パソコン		クレジットカード		9/17/22 11:17		5000														個人																																																																																																																												muna836@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9018775408		1

		RUNNET		8987828		C00029854157		38024343								ハーフマラソン 男子　50代		渡邉 裕之		ワタナベ ヒロユキ		11/10/68		54		男性		862-0960		43		熊本県		熊本市東区下江津7-11-17				096-370-9006				090-2504-7648		5000		1		同意				10/22/22 20:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 20:23		5000														個人																																																																																																																												miesukeland@yahoo.co.jp		2:15:00		Lサイズ		車		090-8667-8448		1

		RUNNET		9007316		C00029890242		38065732								ハーフマラソン 男子　40代		平井 慶彦		ヒライ ヨシヒコ		10/21/80		42		男性		811-4145		40		福岡県		宗像市陵厳寺4-4-17				090-8298-7332		090-8298-7332		090-8298-7332		5000		1		同意				10/31/22 14:16		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/1/22 13:45		5000														個人																																																																																																																												keigo2012yoshi@docomo.ne.jp		1:58:30		Mサイズ		車		0949-52-3070		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		9012041		C00029872359		38044886								ハーフマラソン 男子　50代		宮本 啓司		ミヤモト ケイジ		2/11/72		50		男性		861-8065		43		熊本県		熊本市北区清水東町10-9-1				090-8916-5299						5000		1		同意				10/26/22 22:15		パソコン		PayPal		10/26/22 22:15		5000														個人																																																																																																																												ajtdmw36913@gmail.com		1:55:00		Lサイズ		車		9071656957		1		1		1		1

		RUNNET		9043838		C00029807039		37972853								ハーフマラソン 男子　50代		田尻 久幸		タジリ ヒサユキ		9/8/72		50		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市東区保田窪5-6-16				096-285-6586				090-9589-2752		5000		1		同意				10/11/22 21:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/18/22 19:50		5000														個人																																																																																																																												kazumio63@icloud.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-7298-2811		1

		RUNNET		9047378		C00029890377		38065881								ハーフマラソン 男子　40代		可児 天治		カニ テンジ		5/18/75		47		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2丁目13番106-201号		チサンマンション帯山		096-284-2224		080-3180-3526		080-3180-3526		5000		1		同意				10/31/22 14:56		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 13:22		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		527		KANI		Tenji		132817527		個人																																																																																																																												kani@com-haus.net		1:24:00		Sサイズ		車		080-4274-9833				1

		RUNNET		9048889		C00029757142		37918878		4851673		立津 央		096-363-8212		3kmキッズラン 男子　小学生		立津 順至		タテツ ジュンジ		10/4/13		9		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1-16-6-1302				096-363-8212						2500		1		確認				10/3/22 21:31		パソコン		クレジットカード		10/3/22 21:31		2500														ご家族																																																																																																																												tatetsu@gmail.com		0:17:00				車		080-17596-795		1

		RUNNET		9048889		C00029757415		37919184								ハーフマラソン 男子　40代		立津 央		タテツ ヒロ		6/25/73		49		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1-16-6-1302				096-363-8212						5000		1		同意				10/3/22 21:45		パソコン		クレジットカード		10/3/22 21:45		5000														個人																																																																																																																												tatetsu@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-7826-2581		1

		RUNNET		9054950		C00029856756		38027134								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						24000		1		同意				10/23/22 14:45		パソコン		クレジットカード		10/23/22 14:45		24000														チーム		宇城総合病院A		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		50		9/9/72		男性		なし		毛井 純一		ケイ ジュンイチ		68		11/27/54		男性		なし		蓑田 将平		ミノダ ショウヘイ		40		8/21/82		男性		なし		川崎 裕美		カワサキ ユミ		37		4/2/85		女性		なし		坂口 侑矢		サカグチ ユウヤ		27		11/21/95		男性		なし		中岡 いずみ		ナカオカ イズミ		41		9/20/81		女性		なし		園田 千聖		ソノダ チサト		25		9/17/97		男性		なし		松本 聖士		マツモト セイシ		39		5/16/83		男性		なし																										tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9054950		C00029856801		38027182								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						18000		1		同意				10/23/22 14:55		パソコン		クレジットカード		10/23/22 14:55		18000														チーム		宇城総合病院B		石井 謙生		イシイ ケンセイ		43		6/15/79		男性		なし		木下 圭一		キノシタ ケイイチ		47		10/20/75		男性		なし		森崎 清司		モリサキ キヨシ		51		8/6/71		男性		なし		山田 真司		ヤマダ シンジ		39		7/2/83		男性		なし		藤原 幸二		フジハラ コウジ		50		7/4/72		男性		なし		坂口 万稀		サカグチ マキ		25		1/26/97		女性		なし																																																		tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9054950		C00029856833		38027218								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						18000		1		同意				10/23/22 15:01		パソコン		クレジットカード		10/23/22 15:01		18000														チーム		宇城総合病院C		永吉 渚		ナガヨシ ナギサ		40		9/2/82		女性		なし		岩田 祐貴		イワタ ユウキ		28		8/11/94		男性		なし		飯干 雄大		イイホシ ユウダイ		21		11/29/00		男性		なし		藤木 博紀		フジキ ヒロキ		40		5/7/82		男性		なし		山口 里美		ヤマグチ サトミ		53		11/8/69		女性		なし		本田 悠成		ホンダ ユウセイ		25		3/19/97		男性		なし																																																		tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9067110		C00029861201		38031913								ハーフマラソン 男子　30代		佐藤 康平		サトウ コウヘイ		8/19/92		30		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森5-19-5		エクセラン光の森203		090-5994-7188						5000		1		同意				10/24/22 9:07		パソコン		PayPal		10/24/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												asshimarga@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		042-664-4968								1

		RUNNET		9074776		C00029645398		37792167								3kmキッズラン 女子　小学生		前田 蘭		マエダ ラン		5/19/10		12		女性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見2丁目12-43				090-5387-3790						2500		1		同意				9/14/22 20:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 9:37		2500														個人																																																																																																																												lc900jp@yahoo.co.jp		0:12:00				車		9053873790		1								1

		RUNNET		9085576		C00029661900		37810812								ハーフマラソン 男子　40代		甲斐 剛		カイ ツヨシ		8/18/76		46		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３－１６－７		オーヴィジョン新屋敷７０２		096-362-1703				090-1511-5622		5000		1		同意				9/17/22 21:02		パソコン		クレジットカード		9/17/22 21:02		5000														個人																																																																																																																												kaituyo@ebony.plala.or.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9053897482		1

		RUNNET		9097300		C00029840487		38009695								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		平野 みえ		ヒラノ ミエ		5/28/84		38		女性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西7-15-32				090-2855-2117						30000		1		同意				10/19/22 9:17		パソコン		クレジットカード		10/19/22 9:17		30000														チーム		くろちゃん		桐谷 宏信		キリタニ ヒロノブ		31		2/27/91		男性		なし		黒坂 和文		クロサカ カズフミ		46		5/1/76		男性		なし		宮田 悠史		ミヤタ ユウジ		28		1/4/94		男性		なし		満木 雄大		ミツキ ユウダイ		29		5/15/93		男性		なし		北川 裕基		キタガワ ヒロキ		27		2/13/95		男性		なし		関 勇一		セキ ユウイチ		39		1/6/83		男性		なし		辻原 康秀		ツジハラ ヤスヒデ		36		9/1/86		男性		なし		神脇 豊美		ジンワキ トヨミ		46		5/13/76		女性		なし		福島 克典		フクシマ カツノリ		37		4/4/85		男性		なし		上村 優真		ウエムラ ユウマ		26		11/30/95		男性		なし		mie40165@yahoo.co.jp						車		090-2855-2117				1

		RUNNET		9097300		C00029915312		38093244								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		平野 みえ		ヒラノ ミエ		5/28/84		38		女性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西7-15-32				090-2855-2117						21000		1		同意				11/4/22 13:27		パソコン		クレジットカード		11/4/22 13:27		21000														チーム		うさちゃん		平野 みえ		ヒラノ ミエ		38		5/28/84		女性		なし		宇佐見 一徳		ウサミ カズノリ		50		5/17/72		男性		なし		廣田 直樹		ヒロタ ナオキ		34		4/29/88		男性		なし		近藤 洋平		コンドウ ヨウヘイ		40		8/8/82		男性		なし		堂福 忠幸		ドウフク タダユキ		46		8/6/76		男性		なし		松岡 亮太		マツオカ リョウタ		28		3/16/94		男性		なし		大溝 悠樹		オオミゾ ユウキ		30		5/2/92		男性		なし																																						mie40165@yahoo.co.jp						車		090-2855-2117				1

		RUNNET		9114059		C00029852534		38022570								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		石田 淳		イシダ ジュン		11/18/93		29		男性		861-8037		43		熊本県		熊本市東区長嶺西2丁目3-16		ハウス.バンブー103		080-6445-0356						5000		1		同意				10/22/22 12:29		パソコン		クレジットカード		10/22/22 12:29		5000														個人																																																																																																																												1.e.w-9_tf5-1-69@ezweb.ne.jp		1:24:00		Sサイズ		自転車・バイク		080-6445-0356		1

		RUNNET		9123347		C00029842909		38012280								ハーフマラソン 男子　50代		角谷 明伸		カクタニ アキノブ		11/19/63		59		男性		861-0382		43		熊本県		山鹿市方保田1301-1		グロリアス山鹿1　203号		086-270-1835				080-3891-7980		5000		1		同意				10/19/22 21:28		パソコン		Amazon Pay		10/19/22 21:28		5000														個人																																																																																																																												a.kakutani@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-2864-2135				1				1

		RUNNET		9130316		C00029666812		37816482								ハーフマラソン 女子　40代		田尻 美穂		タジリ ミホ		10/26/76		46		女性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平3-19-15				090-4345-3980				090-4345-3980		5000		1		同意				9/18/22 21:56		パソコン		クレジットカード		9/18/22 21:56		5000														個人																																																																																																																												3k.miho@gmail.com		2:50:00		Mサイズ		車に同乗		090-9581-9724				1				1

		RUNNET		9135800		C00029904877		38081795								ハーフマラソン 男子　40代		奈須 寛実		ナス ヒロミ		4/23/75		47		男性		868-0302		43		熊本県		球磨郡錦町一武2176-10				0966-38-0229						5000		1		同意				11/2/22 14:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 14:27		5000														個人																																																																																																																												ko8-6-47fn208g@docomo.ne.jp		1:40:00		Mサイズ		車		0966-38-0229										1		1

		RUNNET		9138158		C00029922353		38100882								9km 男子　高校生以上		山下 暁彦		ヤマシタ アキヒコ		11/22/75		47		男性		869-6115		43		熊本県		八代市坂本町荒瀬885				0965-45-4021				090-9073-1251		4000		1		同意				11/5/22 19:35		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 17:26		4000														個人																																																																																																																												akihiko-ym@hotmail.co.jp		0:50:00				車		090-9073-1251		1										1

		RUNNET		9147217		C00029868280		38039697								ハーフマラソン 女子　40代		重元 佳奈美		シゲモト カナミ		4/28/76		46		女性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南４丁目15-18				070-3663-4953				070-3663-4953		5000		1		同意				10/25/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/25/22 21:44		5000		福岡陸上競技協会		福岡陸上競技協会		3324		SHIGEMOTO		Kanami		174310319		個人																																																																																																																												428kanami@gmail.com		1:30:00		Sサイズ		車		070-3662-6822		1		1				1

		RUNNET		9172169		C00029644806		37791483								ハーフマラソン 男子　60代		上田 寿俊		ウエダ ヒサトシ		3/28/57		65		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田255				096-232-0280				080-1200-6022		5000		1		同意				9/14/22 17:38		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 13:39		5000														個人																																																																																																																												uhisa14255@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車		096-232-0280												1

		RUNNET		9192352		C00029646419		37793371								ハーフマラソン 男子　40代		井上 光男		イノウエ ミツオ		3/4/73		49		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-10				090-9581-9677				090-9581-9677		5000		1		同意				9/14/22 23:15		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 7:54		5000														個人																																																																																																																												mitsuo4712@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		9087652553		1

		RUNNET		9192661		C00029773490		37936945								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		宮本 千佳		ミヤモト チカ		5/31/84		38		女性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江9-16				090-7469-4636						3000		1		同意				10/6/22 10:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/7/22 17:49		3000														個人																																																																																																																												momoka.2015@icloud.com		0:10:00				車		9020893168		1														宮本　奈々花		ミヤモト　ナナカ		女		2/3/17

		RUNNET		9205139		C00029665816		37815315								ハーフマラソン 男子　40代		佐潟 義彦		サガタ ヨシヒコ		7/23/73		49		男性		899-1628		46		鹿児島県		阿久根市塩鶴町1丁目276				0996-77-4031				090-2967-4636		5000		1		同意				9/18/22 18:50		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												perfect.combustion1205@ezweb.ne.jp		1:40:00		Lサイズ		車		9029674636												1

		RUNNET		9206119		C00029693805		37846883								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田代 健太郎		タシロ ケンタロウ		11/6/78		44		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見4-13-1		コンシェリア平成南201		090-7460-5379		090-7460-5379		090-7460-5379		3000		1		同意				9/23/22 21:27		パソコン		PayPal		9/23/22 21:27		3000														個人																																																																																																																												cjrmk1106@yahoo.co.jp		0:09:00				車		080-1704-8848		1						1		1		1				田代　丈太郎		タシロ　ジョウタロウ		男		8/27/16

		RUNNET		9218780		C00029905608		38082645								ハーフマラソン 男子　40代		益田 勇一		マスダ ユウイチ		4/16/76		46		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間1-11-20				090-2503-8872						5000		1		同意				11/2/22 18:42		パソコン		クレジットカード		11/2/22 18:42		5000														個人																																																																																																																												masuda1335@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		090-7164-9373		1										1		1

		RUNNET		9246604		C00029601599		37741869								9km 男子　高校生以上		小出 勝		コイデ マサル		1/2/57		65		男性		861-8028		43		熊本県		熊本市東区新南部4-9-52				096-382-2293						4000		1		同意				9/6/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 21:03		4000														個人																																																																																																																												mas-kaz-mei-kyon@docomo.ne.jp		1:30:00				車		090-5472-9636										1

		RUNNET		9282579		C00029601813		37742133								9km 男子　高校生以上		渡邉 康司		ワタナベ コウジ		9/15/80		42		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町33-12				090-7158-2439						4000		1		同意				9/6/22 5:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 17:53		4000														個人																																																																																																																												kjwtnb1980915@icloud.com		0:38:00				車		080-1783-0190		1

		RUNNET		9284832		C00029798161		37963188								ハーフマラソン 男子　30代		岩熊 保嗣		イワクマ ヤスシ		6/11/86		36		男性		807-1312		40		福岡県		鞍手郡鞍手町大字中山2768番地187				0949-42-4937		090-3661-6467				5000		1		同意				10/10/22 10:47		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ihome003@vir.bbiq.jp		1:54:59		Lサイズ		車		080-6353-3249		1		1				1

		RUNNET		9313438		C00029786830		37950949								ハーフマラソン 女子　40代		堂園 美香		ドウゾノ ミカ		4/17/80		42		女性		860-0814		43		熊本県		熊本市中央区琴平本町5-23				096-372-1486				080-6410-8702		5000		1		同意				10/7/22 22:54		パソコン		クレジットカード		10/7/22 22:54		5000														個人																																																																																																																												ve9888a8e7awfee@i.softbank.jp		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		963721486		1

		RUNNET		9375309		C00029643755		37790294								ハーフマラソン 男子　40代		西 弘二		ニシ コウジ		5/19/75		47		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平２－２５－８３		ガウディ高平A　102号		090-4666-7009						5000		1		同意				9/14/22 12:08		パソコン		クレジットカード		9/14/22 12:08		5000														個人																																																																																																																												k.nishi.0519@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		0986-38-1403										1

		RUNNET		9389580		C00029848871		38018599								ハーフマラソン 男子　40代		西山 誠一		ニシヤマ セイイチ		4/24/75		47		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山3丁目5-38				096-355-2859						5000		1		同意				10/21/22 10:35		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/22/22 15:18		5000														個人																																																																																																																												kamuro.don.0424@ezweb.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車		963552859		1

		RUNNET		9393060		C00029867450		38038772								9km 女子　高校生以上		石橋 舞子		イシバシ マイコ		8/17/85		37		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山3-8-46				090-5737-9847						4000		1		同意				10/25/22 19:12		パソコン		クレジットカード		10/25/22 19:12		4000														個人																																																																																																																												yunariku1484@gmail.com		1:30:00				徒歩		090-5737-9847		1

		RUNNET		9400153		C00029650732		37798313								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 照護		サカイ ショウゴ		10/19/82		40		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7丁目20-58				090-5027-3680				090-5027-3680		5000		1		同意				9/15/22 20:47		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 17:30		5000														個人																																																																																																																												treasure.time.19@gmail.com		1:32:00		Lサイズ		車		9050273680		1

		RUNNET		9432990		C00029615343		37757417								9km 女子　高校生以上		竹野 愛		タケノ アイ		11/5/76		46		女性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷1-16-30		サンビレッジ八景水谷IIA203		090-7154-2177				090-7154-2177		4000		1		同意				9/7/22 23:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/10/22 21:29		4000														個人																																																																																																																												osorani_ai-n_001115@docomo.ne.jp		0:53:00				車		969351690				1

		RUNNET		9452824		C00029901560		38078075								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		小林 周平		コバヤシ シュウヘイ		9/25/97		25		男性		859-2206		42		長崎県		南島原市有家町中須川40-3		201号室		080-5218-6547				080-5218-6547		5000		1		同意				11/1/22 21:41		パソコン		クレジットカード		11/1/22 21:41		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		538		KOBAYASHI		Syuuhei		143593833		個人																																																																																																																												koba.0925@docomo.ne.jp		1:18:00		Sサイズ		車		0956-22-3313		1		1		1

		RUNNET		9469062		C00029610560		37751936								ハーフマラソン 男子　60代		高木 雄二		タカキ ユウジ		7/9/60		62		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-22-2				096-389-7592				090-1977-7665		5000		1		同意				9/7/22 5:03		パソコン		Amazon Pay		9/7/22 5:03		5000														個人																																																																																																																												dream196979@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		徒歩		096-389-7592		1

		RUNNET		9469062		C00029638440		37784005		4839265		高木 雄二		096-389-7592		9km 女子　高校生以上		高木 里実		タカキ サトミ		2/28/91		31		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-22-2				096-389-7592				090-1977-7665		4000		1		確認				9/12/22 23:30		パソコン		Amazon Pay		9/12/22 23:30		4000														ご家族																																																																																																																												dream196979@yahoo.co.jp		1:00:00				徒歩		096-389-7592		1

		RUNNET		9477627		C00029644245		37790852								9km 男子　高校生以上		木村 正士		キムラ セイシ		9/18/59		63		男性		861-4115		43		熊本県		熊本市南区川尻6-11-56				096-358-1590				090-7156-4162		4000		1		同意				9/14/22 14:01		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/15/22 9:07		4000														個人																																																																																																																												kawashiripapa@yahoo.co.jp		1:40:00				車		090-7156-4162		1										1

		RUNNET		9517419		C00029827500		37995469								ハーフマラソン 男子　30代		林田 章		ハヤシダ アキラ		4/14/83		39		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市中央区保田窪1-1-51		モンパレ上水前寺601		090-3660-1285				090-3660-1285		5000		1		同意				10/16/22 17:10		パソコン		クレジットカード		10/16/22 17:10		5000														個人																																																																																																																												a_hayashida1983@yahoo.co.jp		2:10:30		Mサイズ		車		0964-33-1285		1

		RUNNET		9518751		C00029656267		37804484		4841211		南 智志		090-5923-9995		ハーフマラソン 男子　30代		南 智志		ミナミ サトシ		2/16/84		38		男性		836-0872		40		福岡県		大牟田市黄金町2-21-3				090-5923-9995						5000		1		同意				9/16/22 21:04		パソコン		クレジットカード		9/16/22 21:04		5000														ご家族																																																																																																																												seyhh.3733@gmail.com		1:35:00		Lサイズ		車		090-8624-5525		1

		RUNNET		9518751		C00029656267		37804485		4841211		南 智志		090-5923-9995		3kmキッズラン 男子　小学生		南 羽琉		ミナミ ハル		5/24/12		10		男性		836-0872		40		福岡県		大牟田市黄金町2-21-3				090-5923-9995						2500		1		確認				9/16/22 21:04		パソコン		クレジットカード		9/16/22 21:04		2500														ご家族																																																																																																																												seyhh.3733@gmail.com		0:15:00				車		9059239995		1

		RUNNET		9582765		C00029691079		37843797								ハーフマラソン 男子　40代		竹内 晴彦		タケウチ ハルヒコ		1/24/80		42		男性		869-1237		43		熊本県		菊池郡大津町美咲野4-18-7				096-201-4839				090-8006-8397		5000		1		同意				9/23/22 12:27		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/30/22 18:09		5000														個人																																																																																																																												ac-jabara@docomo.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		090-1166-7331										1

		RUNNET		9602598		C00029671258		37821731								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		冨永 郁弥		トミナガ フミヤ		7/22/87		35		男性		832-0815		40		福岡県		柳川市三橋町白鳥487-5				080-1746-6512		080-1746-6512		080-1746-6512		3000		1		同意				9/19/22 20:43		パソコン		クレジットカード		9/19/22 20:43		3000														個人																																																																																																																												fmy0722@yahoo.co.jp		0:10:00				車		080-1746-6512		1		1												冨永　大智		トミナガ　タイチ		男		2/22/17

		RUNNET		9612212		C00029637481		37782828								ハーフマラソン 男子　40代		山之口 哲也		ヤマノクチ テツヤ		5/23/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1468-7				080-1721-3168				080-1721-3168		5000		1		同意				9/12/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												yatsutechikunomaya23_0107@yahoo.co.jp		1:55:00		Lサイズ		車		090-2582-8515												1

		RUNNET		9619649		C00029641737		37788004								9km 男子　高校生以上		坂木 直哉		サカキ ナオヤ		10/15/94		28		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎3-9-18		チアフルビューティ田迎701		090-1877-1898						4000		1		同意				9/13/22 21:48		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/14/22 17:56		4000														個人																																																																																																																												naayouymai@yahoo.co.jp		1:20:00				車		9027111898		1

		RUNNET		9621707		C00029614335		37756231								ハーフマラソン 男子　50代		一門 和哉		イチカド カズヤ		4/3/64		58		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江3-4-35				096-382-8935				090-1193-7517		5000		1		同意				9/7/22 21:07		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/8/22 7:19		5000														個人																																																																																																																												kazuichi6443@gem.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車		9062999666				1

		RUNNET		9625492		C00029644655		37791309								ハーフマラソン 男子　70歳以上		神田 眞一郎		カンダ シンイチロウ		9/22/49		73		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘7丁目1番66号				080-5863-7682		080-5863-7682		080-5863-7682		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 14:14		5000														個人																																																																																																																												akog7is@gmail.com		2:18:00		Mサイズ		車		080-6406-3778		1

		RUNNET		9631173		C00029866506		38037717								9km 男子　高校生以上		前田 直也		マエダ ナオヤ		4/18/85		37		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日8-2-27				090-8417-2634						4000		1		同意				10/25/22 13:54		パソコン		Amazon Pay		10/25/22 13:54		4000														個人																																																																																																																												n09084172633@outlook.jp		0:45:00				車		9084172633		1

		RUNNET		9675751		C00029921480		38099959		4871936		石崎 宙也		080-1740-7128		9km 男子　高校生以上		石崎 宙也		イシザキ ヒロヤ		9/12/92		30		男性		886-0003		45		宮崎県		小林市堤2075-2				080-1740-7128						4000		1		同意				11/5/22 16:04		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:04		4000														ご家族																																																																																																																												tyuuya_hiroya@icloud.com		0:55:00				車		8097364856										1

		RUNNET		9675751		C00029921480		38099960		4871936		石崎 宙也		080-1740-7128		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		石崎 咲紀		イシザキ サキ		1/23/92		30		女性		886-0003		45		宮崎県		小林市堤2075-2				080-1740-7128						3000		1		確認				11/5/22 16:04		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:04		3000														ご家族																																																																																																																												tyuuya_hiroya@icloud.com		0:20:00				車に同乗		8017407128										1						石崎　愛月		イシザキ　アヅキ		女		9/5/20

		RUNNET		9696859		C00029771114		37934336								ハーフマラソン 男子　30代		菊池 厚介		キクチ コウスケ		4/19/86		36		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷1丁目25-60		レーベンパレス102		080-1720-7353						5000		1		同意				10/5/22 20:57		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/5/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												kouchanto19@icloud.com		2:59:59		Mサイズ		車		963575041						1

		RUNNET		9697013		C00029664586		37813917								ハーフマラソン 男子　60代		髙沢 眞一		タカサワ シンイチ		11/18/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山1-25-17		ニューステージ帯山807		096-385-6112		090-5087-7615		090-5087-7615		5000		1		同意				9/18/22 14:16		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:16		5000														個人																																																																																																																												obiyama12517@yahoo.co.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		090-5387-0745								1

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775483		4838358		田上 肇		090-2085-6601		ハーフマラソン 男子　40代		田上 肇		タガミ ハジメ		8/26/78		44		男性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						5000		1		同意				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		5000														ご家族																																																																																																																												hajime.tagami@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-2085-6601		1

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775484		4838358		田上 肇		090-2085-6601		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田上 真里		タガミ マリ		10/23/86		36		女性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						3000		1		確認				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		3000														ご家族																																																																																																																												marichan.1986.1023@gmail.com		0:08:00				車に同乗		090-2085-6601		1														田上　実佳		タガミ　ミカ		女		11/10/16

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775485		4838358		田上 肇		090-2085-6601		3kmキッズラン 女子　小学生		田上 奈々		タガミ ナナ		8/8/14		8		女性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						2500		1		確認				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		2500														ご家族																																																																																																																												hajime.tagami@gmail.com		0:18:00				車に同乗		090-2085-6601		1

		RUNNET		9705241		C00029916244		38094227								ハーフマラソン 男子　30代		横山 良平		ヨコヤマ リョウヘイ		11/28/86		35		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田1丁目15-25		サンシャイン三ノ宮203号		090-1347-8452						5000		1		同意				11/4/22 16:35		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												goripa1128@yahoo.co.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-9480-7250		1

		RUNNET		9710170		C00029717750		37874633		4848172		増村 麻美		090-9486-4638		3kmキッズラン 女子　小学生		増村 虹那		マスムラ ニナ		8/25/10		12		女性		819-0055		40		福岡県		福岡市西区生の松原1-12-11				090-9486-4638				090-9486-4638		2500		1		確認				9/29/22 18:00		パソコン		クレジットカード		9/29/22 18:00		2500														ご家族																																																																																																																												asamitowaninaanji@gmail.com		0:15:00				車		090-9486-4638		1

		RUNNET		9710170		C00029729167		37887616								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		増村 麻美		マスムラ アサミ		12/13/80		41		女性		819-0055		40		福岡県		福岡市西区生の松原1-12-11				090-9486-4638				090-9486-4638		3000		1		同意				9/30/22 21:13		パソコン		クレジットカード		9/30/22 21:13		3000														個人																																																																																																																												asamitowaninaanji@gmail.com		0:08:00				車		090-9486-4638		1														増村　杏慈		マスムラ　アンジ		女		8/2/16

		RUNNET		9716824		C00029601521		37741768								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		古田 明宏		フルタ アキヒロ		2/17/79		43		男性		836-0082		40		福岡県		大牟田市片平町148-9				079-676-3406				090-9622-0071		3000		1		同意				9/6/22 0:03		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/11/22 17:55		3000														個人																																																																																																																												tafuru.34060217@docomo.ne.jp		0:20:00				車		9096220071		1														古田　悠真		フルタ　ユウマ		男		12/20/17

		RUNNET		9721094		C00029787799		37951987								9km 男子　高校生以上		永田 浩二		ナガタ コウジ		9/16/61		61		男性		865-0023		43		熊本県		玉名市大倉15-2				050-1200-1340				090-5736-1594		4000		1		同意				10/8/22 8:34		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/14/22 18:41		4000														個人																																																																																																																												koujirunrun@icloud.com		0:38:00				車		9043570251		1

		RUNNET		9723974		C00029648353		37795566								ハーフマラソン 男子　40代		田尻 隆幸		タジリ タカユキ		12/20/77		44		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平３－１９ー１５				090-9581-9724						5000		1		同意				9/15/22 11:19		パソコン		クレジットカード		9/15/22 11:19		5000														個人																																																																																																																												karinkuuga3434@docomo.ne.jp		1:50:00		Lサイズ		車		9043453980														1

		RUNNET		9732241		C00029699683		37853560								ハーフマラソン 男子　40代		吹田 宏樹		フキタ ヒロキ		10/11/73		49		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田1-15-73		サーパス京町台403		096-324-7728				090-2506-1153		5000		1		同意				9/25/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:56		5000														個人																																																																																																																												daichanmandayon@yahoo.co.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-2582-2423						1

		RUNNET		9740334		C00029645348		37792114								ハーフマラソン 男子　60代		上妻 利博		コウヅマ トシヒロ		6/16/58		64		男性		861-4111		43		熊本県		熊本市南区合志2-6-22				096-357-5179				090-2967-5309		5000		1		同意				9/14/22 20:09		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												kozumatoshi@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		080-3227-1904		1												1

		RUNNET		9740548		C00029711597		37867273								ハーフマラソン 男子　40代		家入 隆弘		イエイリ タカヒロ		8/19/77		45		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7-8-146				090-7258-5426						5000		1		同意				9/27/22 22:15		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/29/22 7:56		5000														個人																																																																																																																												smaplove-2006-@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車に同乗		090-1083-8236		1

		RUNNET		9744837		C00029821085		37988473								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		中野 靖夫		ナカノ ヤスオ		8/12/77		45		男性		862-0911		43		熊本県		熊本市東区健軍3-11-11				090-9590-2318		090-9590-2318		090-9590-2318		30000		1		同意				10/15/22 10:02		パソコン		クレジットカード		10/15/22 10:02		30000														チーム		健軍小おやじの会		中野 靖夫		ナカノ ヤスオ		45		8/12/77		男性		なし		甲斐原 聡臣		カイバラ サトオミ		43		6/11/79		男性		なし		濱野 隆一		ハマノ リュウイチ		46		9/26/76		男性		なし		前田 洋一郎		マエダ ヨウイチロウ		45		4/2/77		男性		なし		前田 秀美		マエダ ヒデミ		14		4/3/08		女性		なし		上田 杏香		ウエダ アンナ		14		5/2/08		女性		なし		上田 笙悟		ウエダ ショウゴ		11		6/2/11		男性		なし		浅野 竜彦		アサノ タツヒコ		46		6/1/76		男性		なし		坂上 真也		サカガミ シンヤ		38		8/10/84		男性		なし		小柳 香織		コヤナギ カオリ		39		8/13/83		女性		なし		yasu2120055@gmail.com						車		9095902318		1										1

		RUNNET		9745139		C00029604810		37745397								ハーフマラソン 男子　60代		荒砂 久雄		アラスナ ヒサオ		7/15/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2-2-27-605				096-340-1553				080-1786-8597		5000		1		同意				9/6/22 12:41		パソコン		クレジットカード		9/6/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												suna3551ara@docomo.ne.jp		2:48:00		Lサイズ		車		096-340-1553		1								1

		RUNNET		9746498		C00029784308		37948228								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		松木 健		マツキ タケシ		1/24/94		28		男性		860-0078		43		熊本県		熊本市中央区京町2-14-33		アストリー京町台302		090-7451-4088						15000		1		同意				10/7/22 14:58		パソコン		PayPal		10/7/22 14:58		15000														チーム		アスリートクラブXYZ		松木 健		マツキ タケシ		28		1/24/94		男性		なし		鶴田 大貴		ツルタ ヒロキ		29		6/26/93		男性		なし		中村 航		ナカムラ ワタル		29		8/27/93		男性		なし		武田 龍一郎		タケダ リュウイチロウ		29		8/12/93		男性		なし		金子 亮介		カネコ リョウスケ		29		8/9/93		男性		なし																																																														pine-takechan-1@docomo.ne.jp						車		090-7451-4088		1

		RUNNET		9752802		C00029867791		38039166								ハーフマラソン 女子　50代		石橋 八千代		イシバシ ヤチヨ		11/12/68		54		女性		869-1112		43		熊本県		菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1-27-23				096-339-1453		070-4545-9663		070-4545-9663		5000		1		同意				10/25/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/25/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												kanimi55@yahoo.co.jp		1:59:00		Sサイズ		車		090-3606-2363				1				1

		RUNNET		9768100		C00029683952		37836001								ハーフマラソン 男子　50代		浦上 博充		ウラガミ ヒロミツ		8/1/70		52		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-5-51-1				096-388-0646						5000		1		同意				9/22/22 8:42		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/29/22 16:02		5000														個人																																																																																																																												hiro-uragami@outlook.jp		1:45:00		Lサイズ		自転車・バイク		080-4277-3994		1		1

		RUNNET		9771881		C00029710190		37865618								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		浅野 友紀		アサノ ユウキ		7/13/78		44		男性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-7		1006		090-9597-9499				090-9597-9499		15000		1		同意				9/27/22 17:18		パソコン		クレジットカード		9/27/22 17:18		15000														チーム		村上商会		浅野 友紀		アサノ ユウキ		44		7/13/78		男性		なし		竹下 龍二		タケシタ リュウジ		46		9/26/76		男性		なし		安武 佑弥		ヤスタケ ユウヤ		36		3/27/86		男性		なし		木村 貴将		キムラ タカヒト		49		4/25/73		男性		なし		阿曽田 真		アソダ マサシ		33		11/26/89		男性		なし																																																														yuki0553@icloud.com						車に同乗		090-9597-9499		1

		RUNNET		9774403		C00029663409		37812526								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		松崎 公太郎		マツザキ コウタロウ		4/7/75		47		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町18-13				090-3046-9449						3000		1		同意				9/18/22 9:37		パソコン		PayPal		9/18/22 9:37		3000														個人																																																																																																																												powerkm@icloud.com		0:12:00				車		9030469449		1		1				1								松崎　大知		マツザキ　ダイチ		男		9/6/16

		RUNNET		9774403		C00029922151		38100670								ハーフマラソン 男子　40代		松崎 公太郎		マツザキ コウタロウ		4/7/75		47		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町18-13				090-3046-9449						5000		1		同意				11/5/22 18:51		パソコン		PayPal		11/5/22 18:51		5000														個人																																																																																																																												powerkm@icloud.com		1:28:00		Lサイズ		車		9079267223										1

		RUNNET		9802681		C00029922946		38101506								ハーフマラソン 男子　30代		荒木 崇士		アラキ タカシ		6/3/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3-1-72		プレミスト大江ザレジデンス1209号		080-5263-0263				080-5263-0263		5000		1		同意				11/5/22 21:18		パソコン		クレジットカード		11/5/22 21:18		5000														個人																																																																																																																												t.alucky020603@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		9036363107		1

		RUNNET		9816811		C00029665567		37815040								ハーフマラソン 男子　40代		水上 和臣		ミズカミ カズオミ		12/6/76		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出5-1-155				096-367-6767		096-367-6767		090-1870-4798		5000		1		同意				9/18/22 17:56		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/25/22 10:27		5000														個人																																																																																																																												kazu.1976.12.6@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		096-367-6766		1		1				1

		RUNNET		9818594		C00029867911		38039295								ハーフマラソン 男子　50代		田村 義史		タムラ ヨシフミ		10/28/64		58		男性		890-0053		46		鹿児島県		鹿児島市中央町5-26-701		セントラルヒルズ		096-338-9833		090-7161-7422		090-7161-7422		5000		1		同意				10/25/22 20:48		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/28/22 13:35		5000														個人																																																																																																																												yt391028@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		963389833		1										1

		RUNNET		9864044		C00029630738		37775081								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐々木 悠		ササキ ユウ		4/6/83		39		男性		864-0002		43		熊本県		荒尾市万田993-2				080-1780-8321		080-1780-8321		080-1780-8321		3000		1		同意				9/11/22 14:20		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 14:20		3000														個人																																																																																																																												sayunine46@gmail.com		0:10:00				車		8017808321		1		1												佐々木　湊		ササキ　ミナト		男		6/24/16

		RUNNET		9870906		C00029761984		37924285		4852045		後藤 ともみ		0968-24-2452		3kmキッズラン 女子　小学生		後藤 彩音		ゴトウ アヤネ		5/31/11		11		女性		861-1302		43		熊本県		菊池市下河原756-1				0968-24-2452						2500		1		確認				10/4/22 13:23		パソコン		クレジットカード		10/4/22 13:23		2500														ご家族																																																																																																																												y-1z0..t-1m3@docomo.ne.jp		0:12:00				車		080-1777-7601								1

		RUNNET		9902387		C00029637557		37782919								ハーフマラソン 男子　30代		高橋 祐貴		タカハシ ユウキ		5/31/87		35		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山7丁目1-116				090-7538-1439				090-7538-1439		5000		1		同意				9/12/22 21:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/13/22 14:06		5000														個人																																																																																																																												takahashiryou0407@icloud.com		1:34:58		LLサイズ		徒歩		9075381439										1

		RUNNET		9908497		C00029863685		38034632								ハーフマラソン 男子　40代		中原 隆浩		ナカハラ タカヒロ		8/3/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1673-1		ラフィネーラ四方寄503		090-9595-1358		090-9595-1358		090-9595-1358		5000		1		同意				10/24/22 20:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/25/22 20:20		5000														個人																																																																																																																												taka.run0801@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8398-4115		1		1

		RUNNET		9914925		C00029868467		38039901								3kmキッズラン 男子　小学生		重元 晴喜		シゲモト ハルキ		2/5/13		9		男性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822						2500		1		同意				10/25/22 22:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 17:36		2500														個人																																																																																																																												025haruki@gmail.com		0:18:00				車		7036626822		1

		RUNNET		9945885		C00029878119		38051885								ハーフマラソン 女子　40代		三木 里美		ミキ サトミ		6/17/80		42		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-119				050-1121-8745				090-9512-0311		5000		1		同意				10/28/22 19:48		パソコン		クレジットカード		10/28/22 19:48		5000														個人																																																																																																																												one-love-wonderful-world.617@softbank.ne.jp		2:45:00		Mサイズ		車		090-2782-3871		1

		RUNNET		9963523		C00029652517		37800327								ハーフマラソン 男子　40代		福島 祐樹		フクシマ ユウキ		12/29/81		40		男性		861-0136		43		熊本県		熊本市北区植木町岩野974-1				096-272-5919				090-9560-1606		5000		1		同意				9/16/22 8:09		パソコン		クレジットカード		9/16/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												fukushima.8510@gmail.com		1:29:00		Lサイズ		車に同乗		080-1735-0127												1

		RUNNET		9986791		C00029794880		37959639								ハーフマラソン 男子　40代		中邨 順一		ナカムラ ジュンイチ		2/17/78		44		男性		889-1602		45		宮崎県		宮崎市清武町大字今泉甲3707-2番地				0985-85-2583				080-3227-9022		5000		1		同意				10/9/22 17:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/9/22 18:00		5000		宮崎陸協		宮崎陸上競技協会		3114		MIYAZAKISI		Riikuyou		5845931		個人																																																																																																																												junichi0217@q.vodafone.ne.jp		1:20:00		Sサイズ		車		0985-85-2583										1		1

		RUNNET		10024903		C00029614443		37756357								ハーフマラソン 男子　40代		坪水 将士		ツボミズ マサシ		5/31/77		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出１丁目７－４６ロイヤルコーポ月出５０４				080-5260-1942						5000		1		同意				9/7/22 21:20		パソコン		PayPal		9/7/22 21:20		5000		熊本マスターズ		熊本陸上競技協会		172668535		TSUBOMIZU		Masashi		172668535		個人																																																																																																																												marphyjr@yahoo.co.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-4312-7120				1						1		1

		RUNNET		10043823		C00029743617		37903420								ハーフマラソン 男子　40代		宮田 武志		ミヤタ タケシ		10/18/79		43		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						5000		1		同意				10/2/22 20:13		パソコン		PayPal		10/2/22 20:13		5000														個人																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10043823		C00029743717		37903524		4850482		宮田 武志		090-1977-7921		3kmキッズラン 男子　小学生		宮田 願生		ミヤタ ネガウ		5/27/14		8		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						2500		1		確認				10/2/22 20:25		パソコン		PayPal		10/2/22 20:25		2500														ご家族																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10043823		C00029743717		37903525		4850482		宮田 武志		090-1977-7921		3kmキッズラン 男子　小学生		宮田 想生		ミヤタ オモウ		10/6/15		7		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						2500		1		確認				10/2/22 20:25		パソコン		PayPal		10/2/22 20:25		2500														ご家族																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10044285		C00029669417		37819539								ハーフマラソン 男子　50代		佐藤 博之		サトウ ヒロユキ		1/1/65		57		男性		869-5146		43		熊本県		八代市日奈久大坪町1906-2				090-1361-7400				090-1361-7400		5000		1		同意				9/19/22 15:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 15:11		5000														個人																																																																																																																												hiro9464smaile1230@gmail.com		1:39:59		Mサイズ		車		080-1786-2793		1								1

		RUNNET		10094465		C00029646145		37793037		4840167		有吉 啓二郎		090-5735-0968		3kmキッズラン 男子　小学生		有吉 康汰		アリヨシ コウタ		11/9/10		12		男性		809-0015		40		福岡県		中間市太賀3-16-10				090-5735-0968		090-5735-0968		090-5735-0968		2500		1		確認				9/14/22 22:18		パソコン		クレジットカード		9/14/22 22:18		2500														ご家族																																																																																																																												ariyoshijidousha@gmail.com		0:11:30				車		9057350968		1		1				1

		RUNNET		10124609		C00029658768		37807257								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		小野 千尋		オノ チヒロ		10/14/86		36		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘9丁目6-87		コモドヴィラ光の森３０３		090-7923-1478						3000		1		同意				9/17/22 8:52		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/24/22 21:11		3000														個人																																																																																																																												onochi.1014@gmail.com		0:07:00				車に同乗		9049956501								1								小野　葵		オノ　アオイ		男		10/3/16

		RUNNET		10146133		C00029644656		37791310								ハーフマラソン 男子　70歳以上		尾形 三喜雄		オガタ ミキオ		11/18/50		72		男性		861-1103		43		熊本県		合志市野々島５６７７ー５４				096-242-5247				080-7724-6465		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		Amazon Pay		9/14/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												gga610584@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		096-242-5247		1

		RUNNET		10148409		C00029857307		38027756								ハーフマラソン 男子　30代		本田 城光		ホンダ ジョウコウ		9/24/86		36		男性		861-4607		43		熊本県		上益城郡甲佐町豊内457		ヴェルファーレ西ノ宮B棟		096-234-1680				090-6892-2498		5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/24/22 8:19		5000														個人																																																																																																																												hondajyoko@gmail.com		1:27:50		Mサイズ		車		090-9078-8778				1

		RUNNET		10163023		C00029714981		37871305								ハーフマラソン 男子　40代		重留 正行		シゲトメ マサユキ		7/23/82		40		男性		899-2441		46		鹿児島県		日置市伊集院町桑畑590-2				090-5089-2043				090-5089-2043		5000		1		同意				9/28/22 21:31		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/28/22 21:35		5000														個人																																																																																																																												masauike_gackt_5723@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		080-1731-5908										1		1

		RUNNET		10168063		C00029617367		37759729								ハーフマラソン 男子　30代		西川 翔大		ニシカワ ショウタ		12/3/82		39		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森1-10-15				096-297-7776				090-5011-0254		5000		1		同意				9/8/22 14:24		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 9:28		5000														個人																																																																																																																												s.n.571203.k.t@ezweb.ne.jp		1:20:00		LLサイズ		車		096-297-7776		1

		RUNNET		10176784		C00029704743		37859285								ハーフマラソン 男子　40代		一 孝徳		ハジメ タカノリ		5/2/82		40		男性		861-8075		43		熊本県		熊本市北区清水新地６丁目5-43				090-4481-6046				090-4481-6046		5000		1		同意				9/26/22 9:57		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/1/22 8:25		5000														個人																																																																																																																												hjmtknr@icloud.com		1:19:00		Lサイズ		車		9097963790		1

		RUNNET		10176785		C00029704748		37859290								ハーフマラソン 男子　30代		藤井 康弘		フジイ ヤスヒロ		4/23/88		34		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見3丁目2-26				090-5939-1495		090-5939-1495		090-5939-1495		5000		1		同意				9/26/22 9:58		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/2/22 13:53		5000														個人																																																																																																																												remon-4.23@docomo.ne.jp		1:19:00		Lサイズ		車		9059391495														1

		RUNNET		10192117		C00029605482		37746124								ハーフマラソン 男子　30代		古賀 雅志		コガ マサシ		12/17/88		33		男性		837-0926		40		福岡県		大牟田市上白川町2丁目90-6				080-1716-6829						5000		1		同意				9/6/22 13:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 18:16		5000														個人																																																																																																																												i_just_gotta_do_it_my_way@i.softbank.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-4584-3647		1		1

		RUNNET		10208915		C00029870079		38041642								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		井手 廉太郎		イデ レンタロウ		6/27/01		21		男性		861-5534		43		熊本県		熊本市北区釜尾町12-2		ベルメゾン大勢　208		0955-22-1290		090-1971-7279		090-1971-7279		5000		1		同意				10/26/22 12:07		パソコン		クレジットカード		10/26/22 12:07		5000														個人																																																																																																																												waurinka007@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		電車		9018705766		1		1

		RUNNET		10225843		C00029848511		38018225								ハーフマラソン 男子　40代		野田 智之		ノダ トモユキ		12/5/74		47		男性		860-0823		43		熊本県		熊本市中央区世安町248-8				096-265-4939				090-2711-5621		5000		1		同意				10/21/22 7:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/24/22 11:25		5000														個人																																																																																																																												ichimei8787@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5938-3540		1

		RUNNET		10231257		C00029656085		37804279								ハーフマラソン 男子　30代		後藤 公徳		ゴトウ キミノリ		2/16/87		35		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-10-38				090-9562-8099						5000		1		同意				9/16/22 20:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 7:14		5000														個人																																																																																																																												kiminori0216@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-1871-1127		1										1

		RUNNET		10233503		C00029637036		37782318								ハーフマラソン 女子　40代		平川 悦子		ヒラカワ エツコ		12/11/72		49		女性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出1-1-40		エイルマンション帯山東310		090-3660-4635						5000		1		同意				9/12/22 19:42		パソコン		Amazon Pay		9/12/22 19:42		5000														個人																																																																																																																												echuco.h@gmail.com		2:40:00		Mサイズ		車		9036646510		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10255545		C00029810130		37976180								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮崎 晴太郎		ミヤザキ セイタロウ		3/13/00		22		男性		861-6101		43		熊本県		上天草市松島町阿村436-8				0969-56-0173		080-3988-0173				5000		1		同意				10/12/22 15:53		パソコン		ペイジー対応ATM		10/12/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												haretarou0313@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-7468-0173						1				1

		RUNNET		10266585		C00029687914		37840288								ハーフマラソン 男子　30代		林田 隆典		ハヤシダ タカノリ		12/26/83		38		男性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町17-17		アイランドコート保田窪803		090-2586-2215						5000		1		同意				9/22/22 20:56		パソコン		クレジットカード		9/22/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												rindanri@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9025862215		1

		RUNNET		10267417		C00029645665		37792474								ハーフマラソン 男子　60代		久保田 継臣		クボタ ツギオミ		10/29/56		66		男性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				0965-36-1331				090-8224-1029		5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kubotsugi.1029@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8224-1029		1

		RUNNET		10272460		C00029823888		37991532								ハーフマラソン 女子　40代		髙嶋 綾		タカシマ アヤ		6/16/80		42		女性		862-0955		43		熊本県		熊本市中央区神水本町21-21		アソシア神水ガーデンテラス206		090-9575-2690						5000		1		同意				10/15/22 21:29		パソコン		クレジットカード		10/15/22 21:29		5000														個人																																																																																																																												takaaya2000@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8762-2492		1

		RUNNET		10313345		C00029689270		37841800								ハーフマラソン 男子　30代		千馬 靖弘		センバ ヤスヒロ		10/31/85		37		男性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-7-2-2				090-9587-5330						5000		1		同意				9/23/22 0:11		パソコン		クレジットカード		9/23/22 0:11		5000														個人																																																																																																																												yasusen1031@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		9049913629		1		1

		RUNNET		10343232		C00029857308		38027757								ハーフマラソン 女子　50代		有野 紀子		アリノ ノリコ		10/22/64		58		女性		866-0831		43		熊本県		八代市萩原町1-7-28				0965-32-7516						5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 14:11		5000														個人																																																																																																																												nancybar18red@gmail.com		2:30:30		Mサイズ		車		9096582520		1

		RUNNET		10350176		C00029645664		37792473								ハーフマラソン 女子　60代		久保田 祐子		クボタ ユウコ		6/23/61		61		女性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				090-1927-3136						5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												yuko19610623@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		9082241029		1

		RUNNET		10394188		C00029918283		38096439								ハーフマラソン 女子　30代		八田 智美		ヤツダ トモミ		12/23/87		34		女性		862-0916		43		熊本県		熊本市東区佐土原2-5-36				080-3972-1311						5000		1		同意				11/4/22 21:47		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												y.tomo.0814@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		8052540860				1								1

		RUNNET		10394264		C00029707239		37862190								ハーフマラソン 男子　60代		木下 堅		キノシタ カタシ		10/13/58		64		男性		869-0552		43		熊本県		宇城市不知火町高良2091-1				0964-32-3607				090-2718-5662		5000		1		同意				9/26/22 21:11		パソコン		クレジットカード		9/26/22 21:11		5000														個人																																																																																																																												run.k.k151013@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-2517-1509		1

		RUNNET		10396671		C00029808477		37974386		4856819		谷川 莉玖		096-338-5068		3kmキッズラン 男子　中学生		谷川 莉玖		タニガワ リク		3/23/10		12		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘4-2-8				096-338-5068		090-7392-6363		090-7392-6363		2500		1		同意				10/12/22 6:25		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/19/22 19:48		2500														ご家族																																																																																																																												k.tanigawa829@gmail.com		0:15:00				車		090-7392-6363						1

		RUNNET		10396671		C00029808477		37974387		4856819		谷川 莉玖		096-338-5068		3kmキッズラン 女子　小学生		谷川 結良		タニガワ ユラ		3/9/12		10		女性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘4-2-8				096-338-5068		090-7392-6363		090-7392-6363		2500		1		確認				10/12/22 6:25		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/19/22 19:48		2500														ご家族																																																																																																																												k.tanigawa829@gmail.com		0:15:00				車		090-7392-6363						1

		RUNNET		10407723		C00029682382		37834231								ハーフマラソン 男子　40代		松本 泰彦		マツモト ヤスヒコ		12/11/73		48		男性		864-0041		43		熊本県		荒尾市荒尾1770				0968-64-4423				090-4775-9104		5000		1		同意				9/21/22 21:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/25/22 15:39		5000														個人																																																																																																																												g.1973ym@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9043404112		1		1

		RUNNET		10413747		C00029716586		37873222								ハーフマラソン 男子　60代		井 二郎		イ ジロウ		4/9/58		64		男性		869-2704		43		熊本県		阿蘇郡産山村田尻233				0967-25-2405				080-5240-3349		5000		1		同意				9/29/22 10:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/4/22 17:00		5000														個人																																																																																																																												0km42118325314k@ezweb.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		8052490716		1						1				1

		RUNNET		10447262		C00029871286		38043422								9km 男子　高校生以上		中島 雅弘		ナカシマ マサヒロ		12/8/66		55		男性		864-0026		43		熊本県		荒尾市牛水牛水		610-9		0968-63-2485		0968-63-2485		090-7921-9604		4000		1		同意				10/26/22 18:23		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/29/22 16:50		4000														個人																																																																																																																												ffsn30h8xfq6h5hsvyjb@docomo.ne.jp		0:55:30				車		0968-63-2485		1		1

		RUNNET		10468808		C00029635679		37780694								ハーフマラソン 男子　40代		髙橋 大輔		タカハシ ダイスケ		8/29/82		40		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1-13-302				070-3532-0502						5000		1		同意				9/12/22 12:49		パソコン		クレジットカード		9/12/22 12:49		5000														個人																																																																																																																												daisuke@growth-capability.com		1:30:30		Mサイズ		車		8059046999		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10498505		C00029912042		38089828								9km 女子　高校生以上		松岡 南		マツオカ ミナミ		11/8/99		23		女性		869-0545		43		熊本県		宇城市松橋町砂川801				0964-33-0693		080-8371-1108		080-8371-1108		4000		1		同意				11/3/22 22:07		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 21:25		4000														個人																																																																																																																												minamin1108@icloud.com		0:40:30				車		090-2852-9377		1

		RUNNET		10511044		C00029648333		37795532								ハーフマラソン 男子　50代		山下 淳一		ヤマシタ ジュンイチ		1/13/67		55		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町3-7				096-381-3167						5000		1		同意				9/15/22 11:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/21/22 22:06		5000														個人																																																																																																																												koinunojun@yahoo.co.jp		1:50:00		Sサイズ		車		096-381-3167												1

		RUNNET		10517103		C00029647610		37794670								ハーフマラソン 男子　40代		中林 之隆		ナカバヤシ ユキタカ		2/16/73		49		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石288-11				080-6422-1063						5000		1		同意				9/15/22 8:14		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/17/22 15:22		5000														個人																																																																																																																												kantanseikatu@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		080-6444-3026								1		1

		RUNNET		10517256		C00029601705		37742006								ハーフマラソン 男子　30代		牧 貴浩		マキ タカヒロ		8/24/83		39		男性		861-1211		43		熊本県		菊池市泗水町亀尾3568-1				0968-38-3523				090-7450-1594		5000		1		同意				9/6/22 1:31		パソコン		クレジットカード		9/6/22 1:31		5000														個人																																																																																																																												potatohead0824carpbaka@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		車		968383523		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10522852		C00029601561		37741817								ハーフマラソン 男子　50代		内山 和久		ウチヤマ カズヒサ		8/7/67		55		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1ー25-602				096-325-3617				090-3321-9071		5000		1		同意				9/6/22 0:09		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 19:19		5000														個人																																																																																																																												chamapapa8.7@gmail.com		2:20:00		Mサイズ		車		9018762706		1

		RUNNET		10528481		C00029870383		38042080								ハーフマラソン 女子　40代		須本 江穂		スモト ミズホ		3/6/77		45		女性		808-0032		40		福岡県		北九州市若松区老松2-9-26				093-751-2772		090-7462-3534		090-7462-3534		5000		1		同意				10/26/22 12:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 17:25		5000														個人																																																																																																																												minop.shop@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		093-751-2772		1

		RUNNET		10530263		C00029668962		37819007								ハーフマラソン 男子　60代		竹口 亮二		タケグチ リョウジ		3/27/61		61		男性		862-0903		43		熊本県		熊本市東区若葉3-13-30		サーパス若葉第二704		096-367-9477		090-4982-6503		090-4982-6503		5000		1		同意				9/19/22 13:25		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ryo860-8799t@docomo.ne.jp		2:10:00		LLサイズ		車		090-5923-7232		1		1

		RUNNET		10541354		C00029649445		37796843								ハーフマラソン 男子　40代		川口 大介		カワグチ ダイスケ		12/4/79		42		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷4-3-11				096-344-2075		090-9572-3606		090-9572-3606		5000		1		同意				9/15/22 15:41		パソコン		クレジットカード		9/15/22 15:41		5000														個人																																																																																																																												dice.k.moccosu@gmail.com		1:59:59		Mサイズ		車		090-4779-7611		1		1								1

		RUNNET		10554892		C00029905160		38082110								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		植村 優太		ウエムラ ユウタ		9/9/05		17		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿3丁目6番10号				096-201-4603				090-1345-6598		5000		1		同意				11/2/22 16:06		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 11:00		5000														個人																																																																																																																												yutagarden2020@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		9094958288		1

		RUNNET		10563049		C00029807851		37973742								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		下村 栄見子		シモムラ エミコ		2/3/67		55		女性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺1-5-4				096-387-6708				090-4346-6728		9000		1		同意				10/11/22 23:14		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 23:14		9000														チーム		FUN RUN GIRLS		下村 栄見子		シモムラ エミコ		55		2/3/67		女性		なし		明石 美和子		アカシ ミワコ		42		6/18/80		女性		なし		井藤 えつこ		イトウ エツコ		50		12/4/71		女性		なし																																																																																						emikoshimomu@yahoo.co.jp						車に同乗		090-1513-6840		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10578089		C00029818850		37986050								9km 女子　高校生以上		松本 のどか		マツモト ノドカ		2/21/85		37		女性		866-0051		43		熊本県		八代市麦島東町3-28-102				090-5470-5162				090-5470-5162		4000		1		同意				10/14/22 20:02		パソコン		クレジットカード		10/14/22 20:02		4000														個人																																																																																																																												nodouu.1613@gmail.com		1:25:00				車		090-5290-0896		1		1				1		1		1

		RUNNET		10611565		C00029672649		37823314								ハーフマラソン 女子　30代		合力 佳奈		ゴウリキ カナ		7/2/90		32		女性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-11-18		304		080-1782-0371						5000		1		同意				9/20/22 3:29		パソコン		Amazon Pay		9/20/22 3:29		5000														個人																																																																																																																												fxb-core.72kn@docomo.ne.jp		2:30:00		Sサイズ		車		9087636080		1		1

		RUNNET		10654878		C00029917945		38096081								ハーフマラソン 男子　50代		山田 祐治		ヤマダ ユウジ		9/24/65		57		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘2-16-29				096-337-3444				090-5384-4950		5000		1		同意				11/4/22 21:05		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:05		5000														個人																																																																																																																												santa924.yujji@docomo.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-337-3444		1

		RUNNET		10659896		C00029917223		38095304								ハーフマラソン 男子　40代		瀧川 尚樹		タキガワ ナオキ		7/3/80		42		男性		866-0884		43		熊本県		八代市松崎町193-7				090-1355-1440						5000		1		同意				11/4/22 19:28		パソコン		Amazon Pay		11/4/22 19:28		5000														個人																																																																																																																												challengernaoki@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9072959755		1

		RUNNET		10668668		C00029750763		37911620								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		中村 武蔵		ナカムラ ムサシ		6/17/80		42		男性		869-0454		43		熊本県		宇土市古城町202-2				090-8410-6120						9000		1		同意				10/3/22 12:56		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/5/22 7:39		9000														チーム		中ちゃん		中村 武蔵		ナカムラ ムサシ		42		6/17/80		男性		なし		野上 良一		ノガミ リョウイチ		62		12/21/59		男性		なし		田添 雅人		タゾエ マサト		45		12/2/76		男性		なし																																																																																						hasori@docomo.ne.jp						車		090-8410-6120												1

		RUNNET		10672868		C00029601592		37741862								ハーフマラソン 男子　60代		村上 健二		ムラカミ ケンジ		9/16/59		63		男性		800-0041		40		福岡県		北九州市門司区泉ケ丘2番35号				093-372-1683				090-5086-7888		5000		1		同意				9/6/22 0:19		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/6/22 12:24		5000														個人																																																																																																																												momokenpapa@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		093-372-1683		1				1		1

		RUNNET		10681659		C00029654682		37802773								ハーフマラソン 男子　30代		田中 健太		タナカ ケンタ		4/22/86		36		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1丁目9-30		ハイリッヒ新屋敷202		090-9608-8278						5000		1		同意				9/16/22 19:37		パソコン		クレジットカード		9/16/22 19:37		5000														個人																																																																																																																												ken-t_sh-147529.7a@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		099-257-2558												1

		RUNNET		10682081		C00029874667		38047882								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		川原 翔悟		カワハラ ショウゴ		2/7/95		27		男性		810-0014		40		福岡県		福岡市中央区平尾4-4-16		アイヴェール平尾702		080-1542-7370						5000		1		同意				10/27/22 18:27		パソコン		クレジットカード		10/27/22 18:27		5000														個人																																																																																																																												shokawaha@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		電車		090-9597-1016		1

		RUNNET		10693677		C00029629492		37773623								ハーフマラソン 女子　40代		西浦 沙織		ニシウラ サオリ		6/28/81		41		女性		869-0415		43		熊本県		宇土市古保里町534-3		14番街Ａ-1		090-7927-1224				090-7927-1224		5000		1		同意				9/11/22 9:20		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/11/22 11:40		5000														個人																																																																																																																												saya.nana.07070707@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9079271224								1				1

		RUNNET		10695803		C00029884204		38059069								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		西岡 一斗		ニシオカ カズト		7/28/99		23		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6-6-7		ラフォーレ2 103号		080-2790-0728		080-2790-0728		080-2790-0728		5000		1		同意				10/30/22 13:46		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/30/22 20:55		5000														個人																																																																																																																												kazuto.n28@gmail.com		1:15:00		Lサイズ		電車		9084118629						1

		RUNNET		10701001		C00029610259		37751592								9km 男子　高校生以上		寺園 沢		テラゾノ タク		7/30/90		32		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田5丁目13-27				096-227-6641						4000		1		同意				9/7/22 0:00		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/14/22 15:29		4000														個人																																																																																																																												taku@sus03.com		1:10:00				自転車・バイク		9054792214		1

		RUNNET		10701001		C00029610266		37751599								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		寺園 沢		テラゾノ タク		7/30/90		32		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田5丁目13-27				096-227-6641						3000		1		同意				9/7/22 0:02		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/14/22 15:29		3000														個人																																																																																																																												taku@sus03.com		0:20:00				自転車・バイク		9054792214		1														寺園　湊		テラゾノ　ソウ		男		8/31/16

		RUNNET		10701017		C00029875757		38049176								ハーフマラソン 男子　40代		松永 裕樹		マツナガ ユウキ		5/5/81		41		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領6丁目1-38		プレミール壱番館301		090-7983-6341				090-7983-6341		5000		1		同意				10/27/22 22:48		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/28/22 10:40		5000														個人																																																																																																																												yuuki0505ss@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		9079836341		1

		RUNNET		10704714		C00029707338		37862311								ハーフマラソン 男子　50代		牛島 誠一		ウシジマ セイイチ		4/1/66		56		男性		860-0088		43		熊本県		熊本市西区津浦町6-61				090-4771-5070						5000		1		同意				9/26/22 21:26		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/27/22 12:23		5000														個人																																																																																																																												sarm-2004@lilac.plala.or.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-4771-5070		1

		RUNNET		10705678		C00029601600		37741870								9km 女子　高校生以上		小出 和代		コイデ カズヨ		2/6/67		55		女性		861-8028		43		熊本県		熊本市東区新南部4-9-52				090-4994-6625						4000		1		同意				9/6/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/7/22 14:44		4000														個人																																																																																																																												kaz.mie-kyon@docomo.ne.jp		1:30:00				車		9054729636										1

		RUNNET		10712347		C00029635129		37780092								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井本 恵理子		イノモト エリコ		10/24/80		42		女性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2791-5				090-7296-2285						3000		1		同意				9/12/22 10:22		パソコン		クレジットカード		9/12/22 10:22		3000														個人																																																																																																																												erimo393@gmail.com		0:15:00				車		9084032216		1														井本　彩百合		イノモト　サユリ		女		9/5/16

		RUNNET		10716028		C00029667730		37817525								ハーフマラソン 男子　50代		飯干 智裕		イイホシ トモヒロ		11/15/70		52		男性		861-4105		43		熊本県		熊本市南区元三町3-2-9				096-358-9596				090-7452-0416		5000		1		同意				9/19/22 8:10		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 17:59		5000														個人																																																																																																																												hoshi-land4547@ezweb.ne.jp		2:20:00		Lサイズ		車		096-358-9596										1

		RUNNET		10719489		C00029667787		37817589								ハーフマラソン 男子　40代		井本 慶一郎		イノモト ケイイチロウ		12/25/81		40		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2791-5				090-8403-2216		090-8403-2216		090-8403-2216		5000		1		同意				9/19/22 8:38		パソコン		クレジットカード		9/19/22 8:38		5000														個人																																																																																																																												ki10241225@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8403-2216		1		1

		RUNNET		10721369		C00029676668		37827797								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		西野 勝彦		ニシノ カツヒコ		11/12/75		47		男性		843-0301		41		佐賀県		嬉野市嬉野町下宿丁207-54				0954-43-5850				090-7925-5452		12000		1		同意				9/20/22 21:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/26/22 12:50		12000														チーム		ももちゃんと愉快な仲間たち		西野 勝彦		ニシノ カツヒコ		47		11/12/75		男性		なし		西野 紘子		ニシノ ヒロコ		46		9/22/76		女性		なし		西野 心彩		ニシノ ココア		11		9/19/11		女性		なし		西野 萌々		ニシノ モモ		8		4/17/14		女性		なし																																																																										rei.coco.momo.922@icloud.com						車		090-7925-5452		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10721666		C00029678039		37829335		4843576		馬原 正展		090-2089-7234		3kmキッズラン 男子　小学生		馬原 葵惟		マハラ キイ		4/15/12		10		男性		865-0003		43		熊本県		玉名市溝上3番地				090-2089-7234						2500		1		確認				9/21/22 6:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/28/22 20:38		2500														ご家族																																																																																																																												m.masanobu0209@gmail.com		0:30:00				車		9020897234		1

		RUNNET		10721778		C00029678555		37829913								ハーフマラソン 女子　40代		吉永 清美		ヨシナガ キヨミ		8/26/75		47		女性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-1-29				070-2262-2468		070-2262-2468		070-2262-2468		5000		1		同意				9/21/22 9:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/26/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												a2b4c6d8a2b4c6d8@icloud.com		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-8418-7719		1										1

		RUNNET		10723809		C00029689699		37842270								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 修		クロキ オサム		9/3/65		57		男性		891-0113		46		鹿児島県		鹿児島市東谷山2丁目49-11		パークサイド吉留301		090-1779-6726						5000		1		同意				9/23/22 6:53		パソコン		クレジットカード		9/23/22 6:53		5000														個人																																																																																																																												doradora0574@docomo.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-6524-1922												1

		RUNNET		10724381		C00029692372		37845259								ハーフマラソン 男子　60代		池田 博信		イケダ ヒロノブ		11/25/58		64		男性		869-0511		43		熊本県		宇城市松橋町曲野3137-3				0964-33-0161		090-3079-9614		090-3079-9614		5000		1		同意				9/23/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/23/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												dec527282@yahoo.co.jp		1:59:00		Mサイズ		車		9030799614												1

		RUNNET		10724876		C00029694944		37848230								ハーフマラソン 女子　50代		本田 春美		ホンダ ハルミ		2/4/65		57		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-24-86				096-380-0589				090-5736-5596		5000		1		同意				9/24/22 7:43		パソコン		クレジットカード		9/24/22 7:43		5000														個人																																																																																																																												haru0204sk@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		徒歩		9030140589		1

		RUNNET		10725740		C00029735729		37894936								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		田中 玲衣		タナカ レイ		5/31/97		25		女性		861-4115		43		熊本県		熊本市南区川尻1-4-67				096-357-9366				080-2707-9959		5000		1		同意				10/1/22 15:16		パソコン		クレジットカード		10/1/22 15:16		5000														個人																																																																																																																												rtrt.0531@gmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9090775117		1

		RUNNET		10725913		C00029857513		38027974								ハーフマラソン 女子　40代		木村 慶子		キムラ ケイコ		4/17/80		42		女性		870-0028		44		大分県		大分市新町8-10		エイルマンション大分中央401号		090-7156-2398						5000		1		同意				10/23/22 17:27		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:27		5000														個人																																																																																																																												keiko_hmn@hotmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9095873767								1

		RUNNET		10727671		C00029882327		38056897								9km 男子　高校生以上		清田 茂		キヨタ シゲル		6/6/69		53		男性		869-0524		43		熊本県		宇城市松橋町豊福5504				080-4289-2779		080-4289-2779				4000		1		同意				10/29/22 21:39		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/31/22 17:54		4000														個人																																																																																																																												sm60vhtaiken16@gmail.com		1:10:00				車		8042892779		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10730321		C00029852698		38022753								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		谷口 拓未		タニグチ タクミ		1/21/02		20		男性		839-0809		40		福岡県		久留米市東合川3丁目20-3		シャルム1		070-4788-6120		070-4788-6120		070-4788-6120		5000		1		同意				10/22/22 13:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 13:23		5000														個人																																																																																																																												takumi140121@icloud.com		3:00:00		Lサイズ		電車		7047886120		1		1

		RUNNET		10731176		C00029918514		38096691								ハーフマラソン 男子　50代		古澤 文也		フルサワ フミヤ		10/24/68		54		男性		869-1404		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村河陽5839				080-3953-1895						5000		1		同意				11/4/22 22:19		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 10:50		5000														個人																																																																																																																												fumiya10241968@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5925-577								1		1		1

		RUNNET		10732357		C00029799661		37964792								9km 女子　高校生以上		野上 実千代		ノガミ ミチヨ		12/12/59		62		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園3-30-1301				096-285-5315				090-7981-7319		4000		1		同意				10/10/22 15:47		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/17/22 12:35		4000														個人																																																																																																																												pinkgrapefruits-mission36green@docomo.ne.jp		1:20:00				車に同乗		080-5609-1944		1						1				1

		RUNNET		10733268		C00029727739		37885892								9km 男子　高校生以上		松本 慶使朗		マツモト ケイシロウ		12/22/85		36		男性		861-2211		43		熊本県		上益城郡益城町福原499-39				090-7985-1060						4000		1		同意				9/30/22 18:46		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/2/22 9:23		4000														個人																																																																																																																												keimei1207@gmail.com		1:00:00				車		9079851060		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10739939		C00029759845		37921955		4851902		上田 覚		090-2505-9251		3kmキッズラン 男子　小学生		上田 竣太郎		ウエダ シュンタロウ		3/2/15		7		男性		860-0078		43		熊本県		熊本市中央区京町1-6-9				090-2505-9251		090-2505-9251		090-2505-9251		2500		1		確認				10/4/22 7:31		パソコン		クレジットカード		10/4/22 7:31		2500														ご家族																																																																																																																												sato.y-tourstage.ts-201@docomo.ne.jp0		0:25:00				車に同乗		090-2505-9251		1

		RUNNET		10740047		C00029760328		37922485		4851941		田中 智子		090-5735-4779		3kmキッズラン 男子　小学生		田中 蓮都		タナカ レント		11/1/12		10		男性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水7-88-13				090-5735-4779				090-5735-4779		2500		1		確認				10/4/22 9:05		パソコン		クレジットカード		10/4/22 9:05		2500														ご家族																																																																																																																												y230128_r241101@yahoo.ne.jp		0:15:00				車		9057354779		1				1

		RUNNET		10740340		C00029761777		37924053								9km 男子　高校生以上		永田 明		ナガタ アキラ		3/14/84		38		男性		869-1207		43		熊本県		菊池市旭志新明1609-1				0968-37-2618		090-6892-8855		090-3335-9510		4000		1		同意				10/4/22 13:00		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/7/22 20:35		4000														個人																																																																																																																												ak.m_b07_07@docomo.ne.jp		1:20:00				車		9068928855						1		1

		RUNNET		10740561		C00029762755		37925122								ハーフマラソン 男子　40代		児玉 勇嗣		コダマ ユウジ		11/29/79		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田8-10-24				096-285-6937						5000		1		同意				10/4/22 15:33		パソコン		クレジットカード		10/4/22 15:33		5000														個人																																																																																																																												l.yamato4627@icloud.com		2:01:01		Lサイズ		車		8092424627		1

		RUNNET		10740857		C00029763893		37926388								9km 男子　高校生以上		森川 颯馬		モリカワ ソウマ		8/18/00		22		男性		865-0135		43		熊本県		玉名郡和水町瀬川887-2				0968-86-4847		080-2715-8538		080-2715-8538		4000		1		同意				10/4/22 19:24		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/11/22 17:42		4000														個人																																																																																																																												morikawa.soma@icloud.com		1:00:00				車に同乗		0968-86-4847		1

		RUNNET		10742231		C00029771128		37934352								ハーフマラソン 男子　40代		鎌田 浩幹		カマタ ヒロキ		11/21/78		44		男性		862-0965		43		熊本県		熊本市南区田井島1丁目7-23		1005		090-1873-1978				090-1873-1978		5000		1		同意				10/5/22 20:59		パソコン		クレジットカード		10/5/22 20:59		5000														個人																																																																																																																												k4u4169@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-1178-7798		1

		RUNNET		10743209		C00029779511		37943183								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		牧 浩司		マキ コウジ		12/21/82		39		男性		861-1323		43		熊本県		菊池市西寺1552-1		キャトルセゾン西寺2		080-6417-1982						3000		1		同意				10/6/22 20:57		パソコン		クレジットカード		10/6/22 20:57		3000														個人																																																																																																																												kj0532@gmail.com		0:09:00				車		090-5023-5874										1						牧　琉翔		マキ　リュウト		男		9/6/16

		RUNNET		10743806		C00029783956		37947849								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		黒木 真吾		クロキ シンゴ		12/13/86		35		男性		866-0815		43		熊本県		八代市長田町3378-2		テンジンハイツA105		090-9657-3523				090-9657-3523		3000		1		同意				10/7/22 13:34		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/9/22 13:12		3000														個人																																																																																																																												ctpzshingo@gmail.com		0:15:00				車		090-5081-4073		1										1				黒木　結仁		クロキ　ユイト		男		9/27/19

		RUNNET		10743895		C00029786142		37950194								3kmキッズラン 男子　小学生		有田 健人		アリタ ケント		9/10/15		7		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪5-20-13				090-4981-4393						2500		1		同意				10/7/22 21:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/11/22 16:58		2500														個人																																																																																																																												ktkm0507@yahoo.co.jp		0:20:00				車		090-4981-4393		1

		RUNNET		10745002		C00029791289		37955766		4854897		福島 佳奈		090-5682-9630		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		福島 望		フクシマ ノゾミ		10/29/86		36		男性		860-0817		43		熊本県		熊本市中央区迎町1-7-18-903				090-5682-9630						3000		1		確認				10/8/22 21:12		パソコン		Amazon Pay		10/8/22 21:12		3000														ご家族																																																																																																																												kk_hina-ai_xxx@docomo.ne.jp		0:06:00				車		9056829630		1		1												福島　結翔		フクシマ　ユウト		男		5/15/16

		RUNNET		10747284		C00029801343		37966621								ハーフマラソン 男子　40代		松本 聡		マツモト サトル		2/29/80		42		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-16-13				080-8385-5512						5000		1		同意				10/10/22 20:29		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:29		5000														個人																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		0965-67-5211		1		1						1		1

		RUNNET		10747284		C00029801774		37967097		4856068		松本 聡		080-8385-5512		ハーフマラソン 女子　30代		冨田 枝里		トミタ エリ		2/9/88		34		女性		860-0019		43		熊本県		熊本市中央区船場町3-27		vinsent船場505		080-1728-9986						5000		1		確認				10/10/22 21:15		パソコン		クレジットカード		10/10/22 21:15		5000														お仲間																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		8083855512		1		1

		RUNNET		10747655		C00029803274		37968717								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		葉山 大志		ハヤマ タイシ		12/25/00		21		男性		860-0851		43		熊本県		熊本市中央区子飼本町17-33		マーカス子飼102		070-2388-1225		070-2388-1225		070-2388-1225		5000		1		同意				10/11/22 2:11		パソコン		クレジットカード		10/11/22 2:11		5000														個人																																																																																																																												hayataigg25@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		080-5245-8777		1				1

		RUNNET		10747745		C00029803700		37969166								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井野 由依		イノ ユイ		8/8/90		32		女性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３丁目5-3-201				0967-32-0080				080-5206-4119		3000		1		同意				10/11/22 8:19		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 8:19		3000														個人																																																																																																																												vykyiv888@gmail.com		0:15:00				車に同乗		9019271418								1								井野　翔惺		イノ　ショウセイ		男		12/2/16

		RUNNET		10747745		C00029803719		37969191		4856290		井野 由依		0967-32-0080		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井野 尊晴		イノ タカハル		3/14/86		36		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３丁目5-3-201				0967-32-0080				080-5206-4119		3000		1		確認				10/11/22 8:24		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 8:24		3000														ご家族																																																																																																																												vykyiv888@gmail.com		0:20:00				車		8052064119								1								井野　瑛翔		イノ　エイト		男		6/1/18

		RUNNET		10750027		C00029841945		38011256		4860678		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 男子　小学生		佐多 蓮乃介		サタ レンノスケ		4/9/12		10		男性		860-0001		43		熊本県		熊本市中央区千葉城町4-8		アンピール熊本城210		080-3991-9044						2500		1		確認				10/19/22 18:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														ご家族																																																																																																																												stella.1203t@gmail.com		0:30:00				車に同乗		9074462662												1

		RUNNET		10750027		C00029841945		38011257		4860678		佐多 たき		080-3991-9044		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐多 佑介		サタ ユウスケ		10/30/84		38		男性		860-0001		43		熊本県		熊本市中央区千葉城町4-8		アンピール熊本城210		080-3991-9044						3000		1		確認				10/19/22 18:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		3000														ご家族																																																																																																																												stella.1203t@gmail.com		0:02:05				車		9074462692												1				佐多　椋乃介		サタ　クラノスケ		男		1/31/17

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011270		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		橋本 真琴		ハシモト マコト		5/9/84		38		男性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										3000		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		3000														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:25:00				車		9088301745												1				橋本　貫汰		ハシモト　カンタ		男		2/11/18

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011271		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 女子　小学生		橋本 花菜		ハシモト ハナ		11/23/11		11		女性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										2500		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:30:00				車に同乗		9088301745												1

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011272		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 女子　小学生		橋本 陽菜		ハシモト ヒナ		11/23/11		11		女性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										2500		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:30:00				車に同乗		9088301745												1

		RUNNET		10752858		C00029828221		37996241		4859053		小嶋 俊介		090-9593-9394		3kmキッズラン 男子　小学生		小嶋 唯斗		コジマ ユイト		5/1/11		11		男性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町3丁目4-25				090-9593-9394		080-2752-1764				2500		1		確認				10/16/22 19:01		パソコン		クレジットカード		10/16/22 19:01		2500														ご家族																																																																																																																												sensyaninaritai@yahoo.co.jp		0:15:00				車		090-9593-9394				1

		RUNNET		10752858		C00029828221		37996242		4859053		小嶋 俊介		090-9593-9394		3kmキッズラン 男子　小学生		小嶋 斗紀也		コジマ トキヤ		10/31/13		9		男性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町3丁目4-25				090-9593-9394		080-2752-1764				2500		1		確認				10/16/22 19:01		パソコン		クレジットカード		10/16/22 19:01		2500														ご家族																																																																																																																												sensyaninaritai@yahoo.co.jp		0:18:00				車		090-9593-9394				1

		RUNNET		10753431		C00029863279		38034187								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		坂田 賢吾		サカタ ケンゴ		8/7/81		41		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江4-2-30		708		090-3412-6252						30000		1		同意				10/24/22 18:39		パソコン		ペイジー対応ATM		10/26/22 13:38		30000														チーム		タックス東		松下 拓矢		マツシタ タクヤ		27		6/10/95		男性		なし		小幡 哲郎		コバタ テツロウ		31		5/21/91		男性		なし		赤嶺 詩旺		アカミネ シオ		24		9/1/98		男性		なし		濱本 昌志		ハマモト マサシ		32		5/29/90		男性		なし		坂田 賢吾		サカタ ケンゴ		41		8/7/81		男性		なし		吉山 萌百花		ヨシヤマ モモカ		24		9/1/98		女性		なし		西村 優奈		ニシムラ ユウナ		20		12/9/01		女性		なし		木田 悠介		キダ ユウスケ		22		5/15/00		男性		なし		中山 智公		ナカヤマ トモヒロ		32		9/19/90		男性		なし		池平 和央		イケヒラ カズヒロ		36		9/10/86		男性		なし		shi-3-puta@i.softbank.jp						車		090-3412-6252								1		1		1

		RUNNET		10753438		C00029913001		38090851								ハーフマラソン 男子　50代		本山 忍		モトヤマ シノブ		8/11/69		53		男性		811-1213		40		福岡県		那珂川市中原5丁目98-1アルファスマート博多南202				090-2500-5612						5000		1		同意				11/4/22 7:27		パソコン		クレジットカード		11/4/22 7:27		5000														個人																																																																																																																												tozinbara@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		電車		9025005612		1										1

		RUNNET		10753715		C00029839947		38009109								9km 男子　高校生以上		倉原 準一		クラハラ ジュンイチ		2/11/50		72		男性		879-6104		44		大分県		竹田市荻町藤渡604番地				0974-68-2709		0974-68-2709		090-7292-2426		4000		1		同意				10/19/22 3:36		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/20/22 13:46		4000														個人																																																																																																																												j.kurahara0211@gmail.com		0:54:00				徒歩		9079839876				1				1		1		1

		RUNNET		10755044		C00029843225		38012625		4860835		菊池 ゆかり		090-9563-3181		3kmキッズラン 女子　小学生		菊池 莉央		キクチ リオ		6/6/14		8		女性		860-0824		43		熊本県		熊本市中央区十禅寺１丁目８－１５ボヌール十禅寺Ｂ棟２０２				090-9563-3181				090-9563-3181		2500		1		確認				10/19/22 22:12		パソコン		クレジットカード		10/19/22 22:12		2500														ご家族																																																																																																																												yukarikikuchi0615@gmail.com		0:20:00				車		090-9563-3181		1								1

		RUNNET		10755933		C00029842625		38011982								ハーフマラソン 男子　40代		近藤 昭仁		コンドウ アキヒト		9/20/75		47		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田8-9-36				090-9564-1357						5000		1		同意				10/19/22 20:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/20/22 19:53		5000														個人																																																																																																																												akihito-ak@docomo.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		自転車・バイク		090-9564-1357		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10756089		C00029843400		38012807		4860853		田村 和代		096-370-3043		3kmキッズラン 女子　小学生		田村 樹莉		タムラ ジュリ		7/27/13		9		女性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江6丁目1-60-308				096-370-3043				090-8912-6737		2500		1		確認				10/19/22 22:37		パソコン		クレジットカード		10/19/22 22:37		2500														ご家族																																																																																																																												kacchan.wara@docomo.ne.jp		0:20:00				車に同乗		9089126737		1

		RUNNET		10757181		C00029848850		38018577								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		坂本 健盛		サカモト ケンセイ		10/3/90		32		男性		860-0854		43		熊本県		熊本市中央区東子飼町1-15		サクシード藤崎201		080-4284-1496		080-4284-1496		080-4284-1496		3000		1		同意				10/21/22 10:28		パソコン		クレジットカード		10/21/22 10:28		3000														個人																																																																																																																												skmt.sei.yu@gma		0:20:00				車		090-8838-2245		1														坂本　圭		サカモト　ケイ		女		6/7/18

		RUNNET		10757860		C00029851812		38021797								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		倉原 未波		クラハラ ミナミ		7/25/97		25		女性		869-1109		43		熊本県		菊池郡菊陽町新山3-16-12				080-2781-8992						5000		1		同意				10/22/22 8:55		パソコン		クレジットカード		10/22/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												kurachann2@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		自転車・バイク		090-4345-0561		1				1		1		1

		RUNNET		10759007		C00029856321		38026680								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		福田 裕美子		フクダ ユミコ		10/10/94		28		女性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12		オリエンス八反田４０５		080-1709-9156						5000		1		同意				10/23/22 12:38		パソコン		クレジットカード		10/23/22 12:38		5000														個人																																																																																																																												yumiiiiko.1010@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		080-6440-9818		1

		RUNNET		10759235		C00029857464		38027924								3kmキッズラン 女子　小学生		有田 桜		アリタ サクラ		10/26/13		9		女性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2486-10 A201		サウザンドタウン		080-6652-5200				090-7163-5752		2500		1		同意				10/23/22 17:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 17:39		2500														個人																																																																																																																												a.youki.sun.i@gmail.com		0:20:00				車		9071635752								1		1

		RUNNET		10760304		C00029875168		38048482								9km 男子　高校生以上		坂内 健吾		バンナイ ケンゴ		5/3/81		41		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷3-5-3-101				080-8080-7890						4000		1		同意				10/27/22 20:46		パソコン		クレジットカード		10/27/22 20:46		4000														個人																																																																																																																												kengo.bannai@accenture.com		0:50:00				車		9079906703		1

		RUNNET		10761201		C00029873509		38046423								ハーフマラソン 女子　30代		和泉 佳奈		イズミ カナ		8/13/83		39		女性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間4-19-6				090-2079-2293						5000		1		同意				10/27/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												corarlli13@yahoo.co.jp		2:38:14		Lサイズ		車		9094944238		1						1

		RUNNET		10761774		C00029868547		38039985								3kmキッズラン 女子　小学生		重元 佳笑		シゲモト ヨシエ		2/17/15		7		女性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822						2500		1		同意				10/25/22 22:35		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 17:36		2500														個人																																																																																																																												20150217yoshie@gmail.com		0:20:30				車		7036626822		1

		RUNNET		10762786		C00029871399		38043566		4864297		市原 大揮		090-8417-6662		3kmキッズラン 男子　小学生		市原 颯大		イチハラ ソウタ		11/24/12		10		男性		860-0813		43		熊本県		熊本市中央区琴平1-1-13				090-8417-6662		090-8417-6662		090-8417-6662		2500		1		確認				10/26/22 19:03		パソコン		クレジットカード		10/26/22 19:03		2500														ご家族																																																																																																																												monkey-15737@docomo.ne.jp		0:30:00				車		090-4512-9992		1

		RUNNET		10764386		C00029875826		38049253								ハーフマラソン 男子　30代		濵本 祥吾		ハマモト ショウゴ		8/6/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江2-2-1		MJRザ・ガーデン大江810		080-1751-9007						5000		1		同意				10/27/22 23:04		パソコン		クレジットカード		10/27/22 23:04		5000														個人																																																																																																																												sh.sho.shon@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車		090-6294-3837		1

		RUNNET		10766830		C00029882101		38056646								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		福田 晃平		フクダ コウヘイ		2/19/95		27		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12-405		オリエンス八反田405号		080-6440-9818		080-6440-9818		080-6440-9818		5000		1		同意				10/29/22 20:56		パソコン		クレジットカード		10/29/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												kouhei_0219supermiracle@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-1709-9156		1

		RUNNET		10769773		C00029885424		38060419								3kmキッズラン 男子　小学生		沖 勲希		オキ イサキ		4/27/11		11		男性		861-4171		43		熊本県		熊本市南区御幸西2-2-20-3				090-5477-9999						2500		1		同意				10/30/22 18:23		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/30/22 19:34		2500														個人																																																																																																																												hatsuizuisa8291@gmail.com		0:15:00				車		9054779999		1

		RUNNET		10774373		C00029892944		38068775								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		林田 大幸		ハヤシダ ヒロユキ		11/28/86		35		男性		862-0911		43		熊本県		熊本市東区健軍1-8-2		カーネリアン健軍102		080-8358-5107		080-8358-5107		080-8358-5107		3000		1		同意				10/31/22 22:19		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 20:05		3000														個人																																																																																																																												hiroyuki11286295@gmail.com		0:10:00				車		080-8358-5107		1														林田　大幸		ハヤシダ　ユウト		男		10/19/16

		RUNNET		10778987		C00029906575		38083717								ハーフマラソン 男子　50代		西川 志水		ニシカワ シスイ		7/5/70		52		男性		861-0556		43		熊本県		山鹿市平山2811-3				090-4353-8454						5000		1		同意				11/2/22 21:43		パソコン		クレジットカード		11/2/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												hina0770@iCloud.com		2:30:00		LLサイズ		車		9043538454		1								1		1

		RUNNET		10781369		C00029912029		38089815								9km 男子　高校生以上		佐々木 將人		ササキ マサヒト		2/15/00		22		男性		862-0916		43		熊本県		熊本市東区佐土原1-15-20				080-8573-6403						4000		1		同意				11/3/22 22:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 21:09		4000														個人																																																																																																																												s.03110ssk@gmail.com		1:10:00				車		080-8573-6403										1

		RUNNET		10782776		C00029917581		38095696								ハーフマラソン 男子　30代		溝口 英		ミゾグチ ヒデ		3/8/92		30		男性		865-0065		43		熊本県		玉名市築地2006-2		グランパティオ1-202		080-6435-0308						5000		1		同意				11/4/22 20:14		パソコン		クレジットカード		11/4/22 20:14		5000														個人																																																																																																																												bnr32.mh@gmail.com		1:55:00		Sサイズ		車		090-2714-4244		1		1

		RUNNET		10784336		C00029922844		38101401								9km 男子　高校生以上		秋山 準弥		アキヤマ ジュンヤ		8/10/03		19		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江3-7-7		ロイヤル新大江111号室		080-3604-8100						4000		1		同意				11/5/22 20:59		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:04		4000														個人																																																																																																																												ju810nya@icloud.com		1:00:00				車		080-3604-8100		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10784345		C00029922854		38101411								9km 男子　高校生以上		三輪 充志		ミワ アツシ		12/4/92		29		男性		860-0822		43		熊本県		熊本市中央区本山町203-3		アーバニスト606		080-2697-1204						4000		1		同意				11/5/22 21:01		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:04		4000														個人																																																																																																																												atsushi.5589@icloud.com		1:00:00				車		8027187700		1		1				1		1

		RUNNET		10784369		C00029922953		38101513								9km 男子　高校生以上		石原 佑輔		イシハラ ユウスケ		9/21/92		30		男性		861-8044		43		熊本県		熊本市東区神園2-3-63		クアトロディーオガーデンB102		080-1774-5491						4000		1		同意				11/5/22 21:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:24		4000														個人																																																																																																																												ishihara921921@gmail.com		1:00:00				車		8042713378												1





スポーツエントリー

		sid		orderdate		settlementdate		paylimit		event		fee		name		namef		sex		birthday		zip		area		address		address2		tel1		tel2		大会誓約書		備考		メールアドレス		予想タイム		Tシャツのサイズ（ハーフマラソン）		緊急連絡先・続柄		今後の開催地について		当日の交通手段		申込み方法		メモ

		30161117		10/24/22 21:18		10/24/22 21:18				ハーフマラソン		5000		四位　純徳		シイ　スミノリ		M		10/29/59		886-0004		宮崎県		宮崎県小林市細野2294-1		 		090-1515-3844		--		1				smkss.smile53@i.softbank.jp		1:55:00		LLサイズ				宮崎県		車		インターネット

		30164052		10/26/22 22:11		10/28/22 16:06		11/2/22		ハーフマラソン		5000		西村　優美		ニシムラ　マサミ		F		8/31/84		869-0552		熊本県		宇城市不知火町高良2193-2		 ビレッジハウス不知火1-206、西村方		080-6456-7758		--		1				macha0968465759@gmail.com		1:25:00		Sサイズ		080-1792-2584 夫				車		インターネット

		30166723		10/29/22 7:41		10/29/22 7:41				ハーフマラソン		5000		藤川　靖		フジカワ　ヤスシ		M		6/27/80		860-0051		熊本県		熊本市西区二本木２－３－８		 フォーエス熊本駅前３ ２０２		090-4487-9172		--		1				xallobjectsinnaturex@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		0967723146 藤川睦子(母)				車		インターネット

		30168987		10/30/22 21:26		10/30/22 21:26				ハーフマラソン		5000		西山　一夫		ニシヤマ　カズオ		M		10/18/62		869-0123		熊本県		玉名郡長洲町長洲387		 一戸建て		090-1083-0103		--		1				zuo.rskt@icloud.com		2:30:00		Lサイズ						車		インターネット

		30177370		11/2/22 14:50		11/3/22 23:50		11/5/22		3kmキッズラン(小学生の部）		2500		板坂　昌磨		イタサカ　ショウマ		M		5/14/13		862-0976		熊本県		熊本市中央区九品寺二丁目2-40-202		  板坂　純那様方		080-2714-2416		--		2				j.ak.s.1218@au.com		0:15:00		Sサイズ		08027142416 母		福岡県		車		インターネット

		30180477		11/3/22 22:58		11/4/22 12:44		11/5/22		ハーフマラソン		5000		有江　勝成		アリエ カツナリ		M		11/1/50		861-8045		熊本県		熊本市小山5丁目32番15号		 		096-388-2137		--		1				arie_0917@yahoo.co.jp		1:48:00		Mサイズ		有江春代　・　妻		福岡県		徒歩		インターネット

		30183368		11/5/22 21:49		11/5/22 21:49				ハーフマラソン		5000		村上　将太		ムラカミ　ショウタ		M		1/8/90		860-0056		熊本県		熊本市西区新土河原2-9-30		 シャルマンヒル301		080-6423-3978		--		1				sagawasyouta@icloud.com		1:30:00		Mサイズ						車		インターネット
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		RUNNET		1244		C00029792262		37956832								ハーフマラソン 男子　70歳以上		原谷 勤		ハラタニ ツトム		12/26/51		70		男性		802-0051		40		福岡県		北九州市小倉北区黒原2-11-15				090-9940-5613						5000		1		同意				10/9/22 5:29		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/11/22 13:34		5000														個人																																																																																																																												tharatan51@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		電車		090-9401-6723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10793		C00029683798		37835821								ハーフマラソン 男子　50代		高森 聖人		タカモリ マサト		10/9/67		55		男性		870-0862		44		大分県		大分市大字中尾４９８番地の６				097-549-2806				090-7298-3131		5000		1		同意				9/22/22 7:53		パソコン		PayPal		9/22/22 7:53		5000														個人																																																																																																																												hashigo@me.com		1:45:00		LLサイズ		車		090-5930-4007		1						1		1

		RUNNET		10935		C00029864373		38035398								ハーフマラソン 男子　50代		松木 孝仁		マツキ タカヒト		11/7/69		53		男性		892-0846		46		鹿児島県		鹿児島市加治屋町19-13		D-Designまちの杜901		0985-54-5074				090-6817-6914		5000		1		同意				10/24/22 22:09		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:09		5000		宮崎市陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		3127		MATSUKI		Takahio		96579137		個人																																																																																																																												takaini@icloud.com		1:25:00		Mサイズ		車		9068176914										1		1

		RUNNET		10942		C00029865286		38036364								ハーフマラソン 男子　60代		福田 隆弘		フクダ タカヒロ		7/26/60		62		男性		816-0873		40		福岡県		春日市日の出町３－２－１－１－９０２		アーベインビオ春日		090-3418-4215				090-3418-4215		5000		1		同意				10/25/22 7:24		パソコン		クレジットカード		10/25/22 7:24		5000														個人																																																																																																																												t_fukuda2003@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		8049580923		1

		RUNNET		18416		C00029715089		37871427								ハーフマラソン 男子　60代		渡部 徹		ワタナベ トオル		8/1/62		60		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3丁目28-45		アルバB105		090-9951-3066		090-8630-2289		090-8630-2289		5000		1		同意				9/28/22 21:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:13		5000														個人																																																																																																																												attr78910-w@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9099513066		1		1

		RUNNET		52401		C00029747932		37908133								9km 男子　高校生以上		吉田 義美		ヨシダ ヨシミ		12/5/61		60		男性		899-1601		46		鹿児島県		阿久根市折口573-7				0996-73-4207		0996-73-4207		090-3322-2489		4000		1		同意				10/3/22 10:02		パソコン		クレジットカード		10/3/22 10:02		4000														個人																																																																																																																												yoshimi361205@docomo.ne.jp		0:40:00				車		090-5088-1875												1

		RUNNET		66826		C00029752108		37913161								ハーフマラソン 男子　60代		若宮 洋一		ワカミヤ ヨウイチ		4/15/62		60		男性		869-2235		43		熊本県		阿蘇市狩尾917		内藤様方		0967-32-4188		096-293-9130		080-1707-3528		5000		1		同意				10/3/22 15:32		パソコン		クレジットカード		10/3/22 15:32		5000														個人																																																																																																																												yoichi4118ryokolovelove@docomo.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		090-2519-1821								1

		RUNNET		78885		C00029648770		37796059								ハーフマラソン 男子　60代		松尾 慎治		マツオ シンジ		3/24/58		64		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府３－８－５		コアマンション新水前寺２　611号		096-295-3594				090-2096-6544		5000		1		同意				9/15/22 12:42		パソコン		クレジットカード		9/15/22 12:42		5000														個人																																																																																																																												dbfsm060@ybb.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-2096-9994		1

		RUNNET		80401		C00029858893		38029429								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		井 和章		イ カズアキ		12/4/82		39		男性		861-8066		43		熊本県		熊本市北区清水亀井町43-48				096-295-0016				090-4117-0964		15000		1		同意				10/23/22 21:08		パソコン		クレジットカード		10/23/22 21:08		15000														チーム		平田機工競走部		井 和章		イ カズアキ		39		12/4/82		男性		なし		遠山 嘉胤		トウヤマ ヨシツグ		50		3/2/72		男性		なし		松村 いずみ		マツムラ イズミ		47		12/4/74		女性		なし		岩本 敏伸		イワモト トシノブ		50		11/3/72		男性		なし		米倉 武弘		ヨネクラ タケヒロ		54		12/21/67		男性		なし																																																														maru_batsu_game@yahoo.co.jp						車		090-4117-0964				1

		RUNNET		98191		C00029640704		37786761								ハーフマラソン 男子　60代		山本 次郎		ヤマモト ジロウ		10/26/55		67		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石3628-5				0967-67-2821				070-4579-2225		5000		1		同意				9/13/22 18:10		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 14:36		5000														個人																																																																																																																												ji.ya5526@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-3522-7866								1		1

		RUNNET		149867		C00029794840		37959586								ハーフマラソン 男子　50代		筑紫 孝司		チクシ コウジ		10/21/71		51		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目１番５号				096-328-6181						5000		1		同意				10/9/22 17:42		パソコン		クレジットカード		10/9/22 17:42		5000														個人																																																																																																																												kouji_chikushi@kyuden.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		090-2083-8350		1

		RUNNET		166290		C00029810727		37976895								9km 男子　高校生以上		西村 貴浩		ニシムラ タカヒロ		8/10/72		50		男性		869-5131		43		熊本県		八代市日奈久馬越町甲７８１				080-1726-9387		080-1726-9387		080-1726-9387		4000		1		同意				10/12/22 19:22		パソコン		クレジットカード		10/12/22 19:22		4000														個人																																																																																																																												hinagu4781@gmail.com		1:00:00				車		8017269387										1		1

		RUNNET		190087		C00029865007		38036084								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		鈴木 裕二		スズキ ユウジ		3/13/67		55		男性		869-1233		43		熊本県		菊池郡大津町大津5-1		ナリッシュ207		096-285-7400				080-7792-0684		24000		1		同意				10/25/22 1:18		パソコン		クレジットカード		10/25/22 1:18		24000														チーム		阿蘇くじゅう国立公園管理事務所		三宅 悠介		ミヤケ ユウスケ		37		7/28/85		男性		なし		吉岡 一也		ヨシオカ カズヤ		57		4/22/65		男性		なし		山下 淳一		ヤマシタ ジュンイチ		37		3/14/85		男性		なし		姥原 悠		ウバハラ ユウ		24		9/10/98		男性		なし		藤田 幸代		フジタ サチヨ		55		2/27/67		女性		なし		高江 咲良		タカエ サクラ		9		1/29/13		女性		なし		鈴木 潤子		スズキ ジュンコ		51		10/27/71		女性		なし		鈴木 裕二		スズキ ユウジ		55		3/13/67		男性		なし																										suu004@gmail.com						車		080-7792-0684								1

		RUNNET		263811		C00029908268		38085641								9km 男子　高校生以上		池田 英孝		イケダ ヒデタカ		10/19/63		59		男性		869-5431		43		熊本県		葦北郡芦北町乙千屋184				0966-82-5774				090-4486-4419		4000		1		同意				11/3/22 9:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/4/22 9:48		4000														個人																																																																																																																												ikeda@sanwa-con.co.jp		1:20:00				車		090-9725-1762										1		1

		RUNNET		309063		C00029637915		37783324								ハーフマラソン 男子　50代		山本 真也		ヤマモト シンヤ		2/24/63		59		男性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削2丁目9番18号				096-339-6260		096-339-6260		090-8621-1703		5000		1		同意				9/12/22 21:58		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/16/22 17:19		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		500		YAMAMOTO		Shinya		41656628		個人																																																																																																																												yamashin5238@jcom.zaq.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		096-339-6260		1		1				1

		RUNNET		6042135		C00029669119		37819197								ハーフマラソン 男子　50代		平川 勝規		ヒラカワ カツノリ		4/12/69		53		男性		866-0833		43		熊本県		八代市夕葉町7-32				0965-33-3311				090-2532-4749		5000		1		同意				9/19/22 13:59		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:59		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2487		HIRAKAWA		Katsunori		41655223		個人																																																																																																																												giants.katsu@x3.gmobb.jp		1:23:00		Lサイズ		車		090-2532-4749										1

		RUNNET		6068193		C00029601528		37741777								ハーフマラソン 男子　50代		山口 昌孝		ヤマグチ マサタカ		7/10/68		54		男性		860-0804		43		熊本県		熊本市中央区辛島町4-35		ラ・シック辛島617		090-3487-2176		090-3487-2176		090-3487-2176		5000		1		同意				9/6/22 0:04		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:04		5000														個人																																																																																																																												yamachan19680710@docomo.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		電車		072-621-1172		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6069005		C00029661695		37810585								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田原 大輔		タハラ ダイスケ		8/19/82		40		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山3ー47ー9		102		090-7505-5917						3000		1		同意				9/17/22 20:29		パソコン		クレジットカード		9/17/22 20:29		3000														個人																																																																																																																												daisuke_tahara19820819@yahoo.co.jp		0:20:00				車		090-7505-5917		1														田原　大地		タハラ　ダイチ		男		1/20/17

		RUNNET		6136691		C00029648152		37795319								ハーフマラソン 男子　60代		下雅意 清		シモガイ キヨシ		5/12/55		67		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木４－１７－３０				096-367-0864						5000		1		同意				9/15/22 10:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:21		5000														個人																																																																																																																												shimogai@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		車		096-367-0864		1		1								1

		RUNNET		6137737		C00029797853		37962854								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田畑 恵美子		タバタ エミコ		9/24/85		37		女性		860-0051		43		熊本県		熊本市西区二本木2-7-30		オーヴィジョン熊本駅南506		090-8296-2938						3000		1		同意				10/10/22 9:52		パソコン		クレジットカード		10/10/22 9:52		3000														個人																																																																																																																												kunitan0924@yahoo.co.jp		0:10:00				車		090-8296-2938		1														田畑　千夏		タバタ　チナツ		女		8/12/16

		RUNNET		6275806		C00029629077		37773143								ハーフマラソン 男子　60代		藤元 幸人		フジモト ユキト		6/9/55		67		男性		890-0046		46		鹿児島県		鹿児島市西田３丁目３０番２０号		ライオンズマンション西田５０３		099-297-6100		099-813-2832		090-9581-8899		5000		1		同意				9/11/22 6:48		パソコン		クレジットカード		9/11/22 6:48		5000														個人																																																																																																																												yf550609@gray.plala.or.jp		1:44:00		Mサイズ		車		090-5084-0001										1

		RUNNET		6340138		C00029601612		37741884								ハーフマラソン 男子　50代		吉村 友明		ヨシムラ トモアキ		10/21/66		56		男性		861-8005		43		熊本県		熊本市北区龍田陳内３－２２－２０				096-337-3262						5000		1		同意				9/6/22 0:26		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:26		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		519						121180215		個人																																																																																																																												tommy@js3.so-net.ne.jp		1:27:12		Mサイズ		車		096-337-3262		1		1

		RUNNET		6359971		C00029815931		37982765								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		高野 英才		タカノ ヒデトシ		7/8/71		51		男性		861-4125		43		熊本県		熊本市南区奥古閑町1849				096-223-2593				090-4585-5889		18000		1		同意				10/13/22 23:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 19:36		18000														チーム		かねやんず		高野 英才		タカノ ヒデトシ		51		7/8/71		男性		なし		金子 健太		カネコ ケンタ		40		9/7/82		男性		なし		久保山 正大		クボヤマ マサヒロ		46		9/5/76		男性		なし		高野 真記		タカノ マキ		45		7/20/77		女性		なし		田口 智久		タグチ トモヒサ		35		10/8/87		男性		なし		白木 優香		シラキ ユカ		29		4/24/93		女性		なし																																																		kame.mika.tkn@icloud.com						車		090-4585-5889		1		1

		RUNNET		6489795		C00029830694		37999091								ハーフマラソン 男子　60代		松本 拓也		マツモト タクヤ		11/30/54		67		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２６８０－１５				096-242-4766		090-5082-7229		090-5082-7229		5000		1		同意				10/17/22 1:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/17/22 11:26		5000		熊本ＣＡＣ		熊本陸上競技協会		3020						41684831		個人																																																																																																																												takuya355017@cnc.bbiq.jp		1:58:30		Mサイズ		車		096-242-4766		1

		RUNNET		6590054		C00029916219		38094198								ハーフマラソン 男子　50代		嶋村 久光		シマムラ ヒサミツ		8/3/63		59		男性		865-0048		43		熊本県		玉名市小野尻577-2				090-7475-3484				090-7475-3484		5000		1		同意				11/4/22 16:30		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:30		5000														個人																																																																																																																												shimamura@world-ss.jp		2:06:35		Lサイズ		車		080-6464-2217		1

		RUNNET		6591600		C00029741842		37901505								ハーフマラソン 男子　50代		石元 光弘		イシモト ミツヒロ		2/8/64		58		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿2-2-14				096-366-5852						5000		1		同意				10/2/22 15:34		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/3/22 18:15		5000		熊本県庁		熊本陸上競技協会		3498		ISHIMOTO		Mtsuhiro		46059024		個人																																																																																																																												ittcy@tuc.bbiq.jp		1:34:00		Mサイズ		車		096-366-5852				1				1

		RUNNET		6602374		C00029668907		37818943								ハーフマラソン 男子　50代		小菜 一範		オザイ カズノリ		1/27/69		53		男性		813-0014		40		福岡県		福岡市東区香椎台4-15-9				092-985-8761				080-6458-7026		5000		1		同意				9/19/22 13:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:11		5000														個人																																																																																																																												ozai@adben.co.jp		2:45:00		LLサイズ		車		9020897027		1		1		1		1

		RUNNET		6605975		C00029645904		37792756								ハーフマラソン 女子　50代		美野田 久美子		ミノダ クミコ		10/3/63		59		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木2-5-5		シャルム桜木103号		096-369-2205				080-3220-0913		5000		1		同意				9/14/22 21:37		パソコン		クレジットカード		9/14/22 21:37		5000														個人																																																																																																																												rabbit935kkk@softbank.ne.jp		2:05:00		Mサイズ		車		9096595530		1

		RUNNET		6658399		C00029922462		38100993								ハーフマラソン 男子　40代		石橋 和義		イシバシ カズヨシ		6/17/80		42		男性		880-0806		45		宮崎県		宮崎市広島1-17-21		ポレスターアーバンシティ広島1202号		0985-88-3533		080-5607-1333		080-5607-1333		5000		1		同意				11/5/22 19:56		パソコン		クレジットカード		11/5/22 19:56		5000														個人																																																																																																																												kazukingkazu1@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-8296-2154		1

		RUNNET		6666468		C00029763647		37926127								ハーフマラソン 男子　40代		宮村 泰朗		ミヤムラ ヤスヲ		10/10/73		49		男性		154-0011		13		東京都		世田谷区上馬５－３７－１				03-3419-3287		03-3419-3287		090-1736-8188		5000		1		同意				10/4/22 18:43		パソコン		PayPal		10/4/22 18:43		5000														個人																																																																																																																												miy@bouse.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-6109-7920		1												1

		RUNNET		6694118		C00029668639		37818625								ハーフマラソン 男子　30代		伊東 宏晃		イトウ ヒロアキ		6/29/83		39		男性		244-0002		14		神奈川県		横浜市戸塚区矢部町1544-30		アークヒルズ戸塚202		090-1050-9506				090-1050-9506		5000		1		同意				9/19/22 12:05		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:05		5000														個人																																																																																																																												essay.hiro0629@gmail.com		1:25:00		Mサイズ		電車		090-1050-9506		1						1				1

		RUNNET		6703047		C00029881168		38055593								ハーフマラソン 男子　40代		上薗 幸作		ウエゾノ コウサク		8/21/73		49		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町4丁目6-53		サンパーク東町レジデンス203号		096-360-2552						5000		1		同意				10/29/22 16:58		パソコン		Amazon Pay		10/29/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												kousaku_uezono@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		096-360-2552		1										1

		RUNNET		6730368		C00029921218		38099664								ハーフマラソン 男子　30代		梅木 俊彦		ウメキ トシヒコ		4/20/84		38		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江1-10-22-2-B103				090-9523-7294						5000		1		同意				11/5/22 14:53		パソコン		クレジットカード		11/5/22 14:53		5000														個人																																																																																																																												toshi_yellow_23_green_2@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		080-1183-6849												1

		RUNNET		6746097		C00029849716		38019504								ハーフマラソン 男子　40代		大石 雄基		オオイシ ユウキ		9/12/80		42		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山８－６－１４				090-4588-6760						5000		1		同意				10/21/22 16:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/21/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												love_wonder1118@hotmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-5938-4193		1								1		1

		RUNNET		6751528		C00029643541		37790055								ハーフマラソン 男子　60代		宮村 重幸		ミヤムラ シゲユキ		2/8/61		61		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺6-14-4				096-382-1952						5000		1		同意				9/14/22 10:54		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:54		5000														個人																																																																																																																												shimiya-ind@umin.ac.jp		1:40:00		Lサイズ		車		963821952								1				1

		RUNNET		6775110		C00029873497		38046410								9km 女子　高校生以上		荒井 雅子		アライ マサコ		5/20/81		41		女性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町1-2-3-1203				090-9963-0130						4000		1		同意				10/27/22 9:40		パソコン		Amazon Pay		10/27/22 9:40		4000														個人																																																																																																																												mahsha02@yahoo.co.jp		1:20:00				車		9099630130														1

		RUNNET		6786162		C00029739047		37898492								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		荻 優子		オギ ユウコ		10/24/81		41		女性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田２丁目４ー５				070-2660-9816						24000		1		同意				10/2/22 0:07		パソコン		クレジットカード		10/2/22 0:07		24000														チーム		画図Run run		西村 孝子		ニシムラ タカコ		56		4/23/66		女性		なし		乙丸 リミ子		オトマル リミコ		55		11/25/67		女性		なし		田浦 武宏		タウラ タケヒロ		53		2/18/69		男性		なし		田代 貴子		タシロ タカコ		48		8/13/74		女性		なし		荻 優子		オギ ユウコ		41		10/24/81		女性		なし		肝付 英臣		キモツキ ヒデオミ		36		8/25/86		男性		なし		星合 智史		ホシアイ サトシ		31		1/9/91		男性		なし		福田 早紀		フクダ サキ		29		11/4/93		女性		なし																										y002e2216@yahoo.co.jp						車		070-2660-9816		1

		RUNNET		6848027		C00029649550		37796969								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		齊藤 友樹		サイトウ ユウキ		6/5/84		38		男性		860-0079		43		熊本県		熊本市西区上熊本1-9-17		806		090-2960-7679				080-2690-4111		3000		1		同意				9/15/22 16:18		パソコン		クレジットカード		9/15/22 16:18		3000														個人																																																																																																																												y-saitou@sysken.co.jp		0:12:00				車		090-2960-7679		1														齊藤　澄		サイトウ　スミ		女		1/18/19

		RUNNET		6880209		C00029779935		37943630								ハーフマラソン 男子　50代		永野 義人		ナガノ ヨシト		9/28/64		58		男性		892-0871		46		鹿児島県		鹿児島市吉野町５３６４－５				099-248-8446						5000		1		同意				10/6/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/6/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												sharin1899@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		099-248-8446										1		1

		RUNNET		6886082		C00029691695		37844493								希望の襷リレー【3時間】  2人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		6000		1		同意				9/23/22 15:04		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:04		6000														チーム		Kaja_MK		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		50		12/21/71		男性		なし		神崎 彩吏		カンザキ アヤリ		26		8/18/96		女性		なし																																																																																																		matsutad@kajima.com						徒歩		090-3227-0494		1

		RUNNET		6886082		C00029691734		37844537								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		12000		1		同意				9/23/22 15:13		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:13		12000														チーム		Kaja_JM		山下 直哉		ヤマシタ ナオヤ		37		10/15/85		男性		なし		山下 佑侑子		ヤマシタ ユキコ		37		11/5/85		女性		なし		桑江 秀行		クワエ ヒデユキ		45		1/5/77		男性		なし		辻 明宏		ツジ アキヒロ		27		7/18/95		男性		なし																																																																										matsutad@kajima.com						車に同乗		070-4018-4328		1

		RUNNET		6886082		C00029691767		37844574								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		12000		1		同意				9/23/22 15:21		パソコン		クレジットカード		9/23/22 15:21		12000														チーム		Kaja_KT		権田 和彦		ゴンダ カズヒコ		48		6/28/74		男性		なし		山田 潤		ヤマダ ジュン		44		6/24/78		男性		なし		渡邊 賢矢		ワタナベ ケンヤ		42		11/10/80		男性		なし		大矢 嘉樹		オオヤ ヨシキ		25		10/7/97		男性		なし																																																																										matsutad@kajima.com						車に同乗		070-2651-0147		1

		RUNNET		6886082		C00029732766		37891775								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		松岡 忠義		マツオカ タダヨシ		12/21/71		50		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領8丁目8-78		エスティール203号		045-892-4826				090-3227-0494		18000		1		同意				10/1/22 8:27		パソコン		クレジットカード		10/1/22 8:27		18000														チーム		Kaja_MEP		岡村 泰成		オカムラ ヤスナリ		27		2/13/95		男性		なし		河崎 水晶		カワサキ ミズキ		23		2/17/99		男性		なし		津本 達也		ツモト タツヤ		34		10/1/88		男性		なし		松田 光美		マツダ ココミ		21		12/20/00		女性		なし		橋本 大		ハシモト ダイ		28		1/26/94		男性		なし		宮田 和彦		ミヤタ カズヒコ		52		3/27/70		男性		なし																																																		matsutad@kajima.com						車に同乗		090-3227-0494		1

		RUNNET		6888844		C00029888748		38064123		4867653		坂本 達昭		090-7736-4517		3kmキッズラン 男子　小学生		坂本 理一		サカモト リイチ		11/19/15		7		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東1-2-46		熊本県立大学教員住宅B103		090-7736-4517						2500		1		確認				10/31/22 10:04		パソコン		Amazon Pay		10/31/22 10:04		2500														ご家族																																																																																																																												tatsuaki.sakamoto@gmail.com		0:18:00				車		090-7736-4517		1

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004622		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		ハーフマラソン 男子　40代		田邉 正広		タナベ マサヒロ		10/13/73		49		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				5000		1		同意				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		5000														ご家族																																																																																																																												le13.octobre@icloud.com		2:00:00		LLサイズ		車		090-5727-4626								1

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004623		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田邉 幸子		タナベ ユキコ		11/30/80		41		女性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				3000		1		確認				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		3000														ご家族																																																																																																																												kaden_0311@yahoo.co.jp		0:12:00				車に同乗		9021986992								1								田邉　祐太		タナベ　ユウタ		男		10/8/16

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004624		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		3kmキッズラン 男子　小学生		田邉 新		タナベ アラタ		6/10/14		8		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				2500		1		確認				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		2500														ご家族																																																																																																																												le13.octobre@icloud.com		0:20:00				車に同乗		9021986992								1

		RUNNET		6921711		C00029664000		37813212								ハーフマラソン 男子　60代		谷口 育聖		タニグチ イクセイ		1/28/61		61		男性		869-0452		43		熊本県		宇土市高柳町９８－６				0964-22-6214		0969-22-3318		080-1734-4324		5000		1		同意				9/18/22 11:47		パソコン		クレジットカード		9/18/22 11:47		5000														個人																																																																																																																												Ikusei4123@gmail.com		1:50:00		Sサイズ		車		0964-22-6214												1

		RUNNET		6947239		C00029842943		38012317								ハーフマラソン 女子　60代		嶋田 秀美		シマダ ヒデミ		12/11/60		61		女性		865-0035		43		熊本県		玉名市青野680				090-4987-1991				090-4987-1991		5000		1		同意				10/19/22 21:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 17:26		5000														個人																																																																																																																												hi11-ka14@outlook.jp		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-5723-6117		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6955079		C00029864648		38035705								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		中村 朋文		ナカムラ トモフミ		5/10/75		47		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋604－2				096-343-7957				090-9564-7977		18000		1		同意				10/24/22 22:58		パソコン		PayPal		10/24/22 22:58		18000														チーム		合志第7運動愛好会		中村 朋文		ナカムラ トモフミ		47		5/10/75		男性		なし		中村 仁咲		ナカムラ ヒサキ		10		1/20/12		女性		なし		馬場 祐一郎		ババ ユウイチロウ		46		7/10/76		男性		なし		明石 和弘		アカシ カズヒロ		49		5/3/73		男性		なし		新美 貴也		ニイミ タカヤ		34		2/5/88		男性		なし		井澤 香奈		イザワ カナ		40		6/14/82		女性		なし																																																		konoharutaka@live.jp						車		090-9564-7977		1

		RUNNET		6957105		C00029660012		37808654								ハーフマラソン 男子　50代		山中 晋一郎		ヤマナカ シンイチロウ		11/17/70		52		男性		869-1101		43		熊本県		菊池郡菊陽町津久礼２９５２－６				096-233-2688				090-4220-1490		5000		1		同意				9/17/22 13:40		パソコン		Amazon Pay		9/17/22 13:40		5000														個人																																																																																																																												yamarvin45@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		徒歩		052-822-6279		1		1				1

		RUNNET		6965451		C00029614673		37756636								ハーフマラソン 男子　50代		武田 東史		タケダ トウシ		4/30/65		57		男性		860-0068		43		熊本県		熊本市西区上代８丁目７－２８		サンプレイン５０１		080-1792-9702				080-1792-9702		5000		1		同意				9/7/22 21:47		パソコン		クレジットカード		9/7/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												rinsoul2007@yahoo.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		080-1792-9702				1

		RUNNET		6975310		C00029766135		37928900								ハーフマラソン 男子　50代		知識 茂雄		チシキ シゲオ		5/18/63		59		男性		861-5262		43		熊本県		熊本市南区浜口町19-2				096-227-2669				090-5734-5446		5000		1		同意				10/4/22 23:06		パソコン		クレジットカード		10/4/22 23:06		5000														個人																																																																																																																												chishiki@kyf.biglobe.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-5289-9789		1

		RUNNET		6978077		C00029847079		38016703								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		11/17/84		38		男性		861-4146		43		熊本県		熊本市南区富合町榎津790-2				090-3606-2563		090-3606-2563		090-3606-2563		15000		1		同意				10/20/22 21:08		パソコン		クレジットカード		10/20/22 21:08		15000														チーム		TEAM まりちゃん		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		38		11/17/84		男性		なし		河野 満理		カワノ マリ		57		1/17/65		女性		なし		古田 愛乃		フルタ ヨシノ		23		8/18/99		女性		なし		鳥井 みどり		トリイ ミドリ		48		12/3/73		女性		なし		宮本 彬文		ミヤモト アキフミ		30		9/18/92		男性		なし																																																														kenshinagamatsu@yahoo.co.jp						車		9036062563		1

		RUNNET		6978077		C00029847137		38016763								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		長松 堅志		ナガマツ ケンシ		11/17/84		38		男性		861-4146		43		熊本県		熊本市南区富合町榎津790-2				090-3606-2563		090-3606-2563		090-3606-2563		18000		1		同意				10/20/22 21:16		パソコン		クレジットカード		10/20/22 21:16		18000														チーム		TEAM えりちゃん		河野 恵理子		カワノ エリコ		62		4/25/60		女性		なし		柏木 佐代子		カシワギ サヨコ		54		8/5/68		女性		なし		津志田 善史		ツシダ ヨシフミ		49		10/26/73		男性		なし		山本 晋也		ヤマモト シンヤ		31		9/6/91		男性		なし		田代 聖人		タシロ セイト		29		9/7/93		男性		なし		光井 愛理		ミツイ アイリ		27		3/7/95		女性		なし																																																		kenshinagamatsu@yahoo.co.jp						車		9036062563		1

		RUNNET		6982721		C00029601520		37741767								ハーフマラソン 男子　50代		多賀 昭男		タガ アキオ		7/17/68		54		男性		860-0053		43		熊本県		熊本市西区田崎1丁目3-93		サンパーク熊本駅南グラッセ７０４		090-3017-8876				090-3017-8876		5000		1		同意				9/6/22 0:03		パソコン		Amazon Pay		9/6/22 0:03		5000														個人																																																																																																																												akiosan@tea.ocn.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		963543074		1

		RUNNET		6998565		C00029811407		37977655								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		北崎 達雄		キタザキ タツオ		12/20/79		42		男性		860-0064		43		熊本県		熊本市西区城山半田1丁目１－２０				096-329-0870						18000		1		同意				10/12/22 21:38		パソコン		クレジットカード		10/12/22 21:38		18000														チーム		ざっきぃず		北﨑 達雄		キタザキ タツオ		42		12/20/79		男性		なし		深瀬 芳夫		フカセ ヨシオ		53		2/13/69		男性		なし		川田 裕一郎		カワタ ユウイチロウ		46		3/16/76		男性		なし		井芹 銀河		イセリ ギンガ		31		7/29/91		男性		なし		木村 瞳		キムラ ヒトミ		42		4/15/80		女性		なし		松崎 一平		マツザキ イッペイ		39		7/29/83		男性		なし																																																		yuirock9-r.y.m@ymobile.ne.jp						車		090-4583-0721								1

		RUNNET		7006985		C00029910803		38088439								ハーフマラソン 男子　50代		村上 浩幸		ムラカミ ヒロユキ		11/26/72		50		男性		861-5341		43		熊本県		熊本市西区河内町大多尾224				096-277-2538				090-1924-5275		5000		1		同意				11/3/22 18:57		パソコン		クレジットカード		11/3/22 18:57		5000														個人																																																																																																																												tri.hiro@docomo.ne.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-8560-0589		1

		RUNNET		7061516		C00029865106		38036185		4862972		園村 憲司		096-223-1330		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		園村 憲司		ソノムラ ケンシ		5/22/87		35		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田１－１－１		グリナージュ・フロール２０２		096-223-1330				080-3946-7100		3000		1		同意				10/25/22 4:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 23:54		3000		熊本県陸上競技協会		熊本陸上競技協会		2739								ご家族																																																																																																																												g1067754@icloud.com		0:25:00				車		9044830674		1														園村　健仁		ソノムラ　ケント		男		5/29/20

		RUNNET		7061516		C00029865106		38036186		4862972		園村 憲司		096-223-1330		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		園村 恵子		ソノムラ ケイコ		8/15/86		36		女性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田１－１－１		グリナージュ・フロール２０２		096-223-1330				080-3946-7100		3000		1		確認				10/25/22 4:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 23:54		3000														ご家族																																																																																																																												g1067754@icloud.com		0:25:00				車		8039467100		1														園村　咲真		ソノムラ　エマ		女		3/12/18

		RUNNET		7080095		C00029619201		37761853								ハーフマラソン 男子　50代		高田 雅裕		タカダ マサヒロ		10/19/70		52		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3丁目2番1号		白川住宅2-11		092-831-3162						5000		1		同意				9/8/22 21:42		パソコン		クレジットカード		9/8/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												takachan.07114@docomo.ne.jp		1:35:00		LLサイズ		電車		090-5385-7066		1

		RUNNET		7080982		C00029675673		37826624								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		片山 誠也		カタヤマ セイヤ		9/3/85		37		男性		861-2243		43		熊本県		上益城郡益城町辻の城346-1				096-286-8291		090-2507-2898				3000		1		同意				9/20/22 19:44		パソコン		Amazon Pay		9/20/22 19:44		3000														個人																																																																																																																												seiya8593@yahoo.co.jp		0:10:00				車		9054745121		1														片山　慶人		カタヤマ　ケイト		男		11/11/16

		RUNNET		7082016		C00029634946		37779880								ハーフマラソン 男子　60代		西木 哲雄		ニシキ テツオ		9/24/53		69		男性		830-1103		40		福岡県		久留米市北野町金島１９９９－１４				0942-78-6591						5000		1		同意				9/12/22 9:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 16:15		5000														個人																																																																																																																												nishiki1004@kumin.ne.jp		1:58:00		Mサイズ		車		090-9598-8551		1						1

		RUNNET		7108330		C00029646069		37792941								ハーフマラソン 女子　70歳以上		小牧 陽子		コマキ ヨウコ		1/17/49		73		女性		861-8029		43		熊本県		熊本市東区西原１－７－１				096-382-0775		090-7909-9443		090-5931-9797		5000		1		同意				9/14/22 22:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:04		5000														個人																																																																																																																												yoko117@jcom.zaq.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		090-3191-9177		1

		RUNNET		7213134		C00029651091		37798713								ハーフマラソン 女子　40代		中村 智美		ナカムラ トモミ		7/5/75		47		女性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削1-17-3				096-338-4695		090-9232-2090		090-9232-2090		5000		1		同意				9/15/22 21:31		パソコン		クレジットカード		9/15/22 21:31		5000														個人																																																																																																																												75.t.nakamura@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9011924100		1

		RUNNET		7237457		C00029644817		37791496								ハーフマラソン 男子　60代		小篠 一郎		オザサ イチロウ		12/24/60		61		男性		869-4703		43		熊本県		八代市千丁町新牟田1033-1				0965-46-0059				090-1322-0623		5000		1		同意				9/14/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/14/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												ichiro1960@kdp.biglobe.ne.jp		1:46:00		Lサイズ		車		090-1322-0623		1

		RUNNET		7246533		C00029882658		38057273								ハーフマラソン 男子　40代		田坂 光昭		タサカ ミツアキ		10/8/79		43		男性		813-0013		40		福岡県		福岡市東区香椎駅前３－１６－３３		パークナード香椎１１０５		090-5693-8765						5000		1		同意				10/29/22 23:09		パソコン		PayPal		10/29/22 23:09		5000														個人																																																																																																																												mitsu19791008@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		8071001642		1

		RUNNET		7269460		C00029742037		37901708								9km 男子　高校生以上		合志 熊次		コウシ クマジ		7/24/51		71		男性		861-8005		43		熊本県		熊本市北区龍田陳内2丁目11－7				096-348-1028		090-3417-9639		090-8836-8317		4000		1		同意				10/2/22 16:09		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/7/22 18:06		4000														個人																																																																																																																												koushi@giga.ocn.ne.jp		0:59:00				車に同乗		090-3417-9639								1

		RUNNET		7271869		C00029793979		37958685		4855207		東 真彦		096-338-6078		3kmキッズラン 女子　小学生		東 真波		ヒガシ マナミ		2/4/13		9		女性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘6-1-18				096-338-6078				090-1338-9044		2500		1		確認				10/9/22 14:29		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/11/22 18:23		2500														ご家族																																																																																																																												masa19811114@i.softbank.jp		0:30:00				車		090-1338-9044				1				1

		RUNNET		7297374		C00029666802		37816472								ハーフマラソン 男子　40代		坂本 知芳		サカモト トモヨシ		12/31/80		41		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯3丁目2-107				090-2508-0296				090-2508-0296		5000		1		同意				9/18/22 21:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												tom.s.3316@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-1878-8755		1

		RUNNET		7303666		C00029664238		37813524								ハーフマラソン 女子　40代		岩石 由佳		イワイシ ユカ		12/20/73		48		女性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町23-19				096-285-5020				090-8415-0844		5000		1		同意				9/18/22 12:50		パソコン		クレジットカード		9/18/22 12:50		5000														個人																																																																																																																												ciao-primo1212-yuka1220@docomo.ne.jp		2:40:00		Sサイズ		車		090-8415-0844		1												1

		RUNNET		7306210		C00029835349		38004141								ハーフマラソン 男子　40代		迫田 雄介		サコタ ユウスケ		4/8/81		41		男性		862-0942		43		熊本県		熊本市東区江津2-31-5				090-3600-7162				090-3600-7162		5000		1		同意				10/17/22 23:21		パソコン		Amazon Pay		10/17/22 23:21		5000														個人																																																																																																																												ysakotay@gmail.com		2:15:30		Lサイズ		車		090-9724-5736		1		1		1		1

		RUNNET		7327675		C00029865010		38036087								ハーフマラソン 男子　50代		廣田 孝史		ヒロタ タカシ		9/2/69		53		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎１丁目６－１００－８０３				096-297-2237		096-373-5663		090-4582-4210		5000		1		同意				10/25/22 1:23		パソコン		クレジットカード		10/25/22 1:23		5000														個人																																																																																																																												takaper0902@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		自転車・バイク		9027100192		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7336364		C00029604863		37745452								ハーフマラソン 男子　50代		稲垣 昌宏		イナガキ マサヒロ		11/14/70		52		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪４丁目１４－３０				096-221-6092		090-9371-7710		090-9371-7710		5000		1		同意				9/6/22 12:44		パソコン		PayPal		9/6/22 12:44		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2301		INAGAKI		Masahiro		97294132		個人																																																																																																																												marr@sandakan.org		1:27:00		Mサイズ		車		096-221-6092				1

		RUNNET		7374751		C00029602281		37742692								ハーフマラソン 男子　50代		柴田 隆志		シバタ タカシ		9/3/63		59		男性		861-8074		43		熊本県		熊本市北区清水本町2-39		シティライフ北熊本502		096-345-1385				090-7532-1223		5000		1		同意				9/6/22 8:29		パソコン		クレジットカード		9/6/22 8:29		5000														個人																																																																																																																												runshibata1223@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車に同乗		080-6452-0302		1

		RUNNET		7401184		C00029883525		38058297								ハーフマラソン 男子　60代		円城寺 高志		エンジョウジ タカシ		6/7/62		60		男性		818-0036		40		福岡県		筑紫野市光が丘２－８－１５				092-926-5992				090-7463-2049		5000		1		同意				10/30/22 10:20		パソコン		クレジットカード		10/30/22 10:20		5000														個人																																																																																																																												tubuan0512@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		車		090-9590-3312		1

		RUNNET		7458352		C00029614939		37756958								ハーフマラソン 男子　50代		浜崎 哲		ハマサキ サトル		1/26/66		56		男性		892-0848		46		鹿児島県		鹿児島市平之町1-8		フラワーマンション平之町505		099-248-7951		090-5478-6104		090-2396-0112		5000		1		同意				9/7/22 22:20		パソコン		クレジットカード		9/7/22 22:20		5000														個人																																																																																																																												satochan37tetu@docomo.ne.jp		1:45:00		Lサイズ		車		090-5478-6104										1		1

		RUNNET		7462247		C00029685936		37838145								ハーフマラソン 男子　60代		坂口 誠也		サカグチ セイヤ		1/6/62		60		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南3丁目4-95		ﾃﾞｨｱﾏﾝｼｮﾝ長嶺303号		096-213-0885		096-213-0885		090-5293-4109		5000		1		同意				9/22/22 15:09		パソコン		クレジットカード		9/22/22 15:09		5000														個人																																																																																																																												s.sakaguchi@tachibana-k.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		080-2691-6133												1

		RUNNET		7482762		C00029841247		38010511								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		中村 正徳		ナカムラ マサノリ		11/24/62		60		男性		866-0802		43		熊本県		八代市妙見町229				0965-34-2531				090-4475-7552		24000		1		同意				10/19/22 13:39		パソコン		クレジットカード		10/19/22 13:39		24000														チーム		ヤマハ		中村 正徳		ナカムラ マサノリ		60		11/24/62		男性		なし		千原 健二		チハラ ケンジ		50		9/10/72		男性		なし		満田 浩一		ミツタ コウイチ		58		6/9/64		男性		なし		濱田 洋輔		ハマダ ヨウスケ		43		3/31/79		男性		なし		安土 良秀		アヅチ ヨシヒデ		58		7/22/64		男性		なし		前田 雅弘		マエダ マサヒロ		50		2/25/72		男性		なし		松下 良一		マツシタ リョウイチ		51		5/26/71		男性		なし		米崎 朋仁		ヨネザキ トモヒト		46		7/1/76		男性		なし																										mitonoya@ab.auone-net.jp						車に同乗		090-4475-7552										1

		RUNNET		7487619		C00029872170		38044633								ハーフマラソン 男子　50代		冨田 伸次郎		トミタ シンジロウ		10/13/69		53		男性		850-0017		42		長崎県		長崎市新大工町2-26-4				095-823-3478				090-5072-8597		5000		1		同意				10/26/22 21:43		パソコン		クレジットカード		10/26/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												ssttommyy@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9016489185						1

		RUNNET		7492960		C00029811364		37977608								ハーフマラソン 男子　40代		羽山 幸輝		ハヤマ ユキテル		2/5/77		45		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪1-11-14		ロマネスク黒髪203		090-4486-0990						5000		1		同意				10/12/22 21:32		パソコン		クレジットカード		10/12/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												sugpe1@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		090-4486-0990		1

		RUNNET		7501293		C00029790875		37955325								ハーフマラソン 男子　60代		中村 隆		ナカムラ タカシ		8/20/61		61		男性		860-0863		43		熊本県		熊本市中央区坪井3-6-2				096-344-7355		096-344-7355		090-1193-7112		5000		1		同意				10/8/22 20:05		パソコン		クレジットカード		10/8/22 20:05		5000														個人																																																																																																																												nakamura.takasi@lib.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		090-9725-0102		1										1

		RUNNET		7503042		C00029923604		38102214								9km 男子　高校生以上		惠良 晃将		エラ テルマサ		11/15/74		48		男性		860-0023		43		熊本県		熊本市中央区河原町4-1-305				096-355-4360		090-8299-7634				4000		1		同意				11/5/22 23:51		パソコン		クレジットカード		11/5/22 23:51		4000														個人																																																																																																																												e_365andy@yahoo.co.jp		1:00:00				車		090-1199-9744				1

		RUNNET		7528173		C00029838903		38007974								ハーフマラソン 男子　40代		上妻 靖治		コウヅマ ヤスハル		7/16/74		48		男性		895-0013		46		鹿児島県		薩摩川内市宮崎町1544-7		ステーションハイツ宮崎102		090-1879-0593		090-1879-0593		090-1879-0593		5000		1		同意				10/18/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/18/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												mirugadassosichattayo_0_7_1_6_@ezweb.ne.jp		2:00:00		Lサイズ		車		090-8221-6062										1		1

		RUNNET		7572751		C00029889822		38065274								ハーフマラソン 女子　40代		林田 紀子		ハヤシダ ノリコ		8/6/77		45		女性		869-0236		43		熊本県		玉名市岱明町西照寺10-54				0968-57-1309				090-4588-4565		5000		1		同意				10/31/22 12:56		パソコン		PayPal		10/31/22 12:56		5000														個人																																																																																																																												nori_issho@hotmail.co.jp		2:00:00		Sサイズ		車		0968-57-1309				1				1

		RUNNET		7575503		C00029603500		37744007								9km 男子　高校生以上		北森 誠也		キタモリ セイヤ		1/6/71		51		男性		866-0895		43		熊本県		八代市大村町1061-1				0965-80-4298		080-6443-9320		080-6443-9320		4000		1		同意				9/6/22 11:03		パソコン		PayPal		9/6/22 11:03		4000														個人																																																																																																																												s_kitamori@icloud.com		1:35:00				車		8064439320		1

		RUNNET		7575503		C00029603540		37744052		4835673		北森 誠也		0965-80-4298		9km 女子　高校生以上		蛇嶋 千佳子		ジャジマ チカコ		5/7/83		39		女性		866-0011		43		熊本県		八代市井揚町2409-2				090-1510-4322						4000		1		確認				9/6/22 11:06		パソコン		PayPal		9/6/22 11:06		4000														お仲間																																																																																																																												m.c.ku-@ezweb.ne.jp		1:35:00				車		9015104322		1

		RUNNET		7582023		C00029852138		38022147								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		金谷 大輔		カネヤ ダイスケ		5/25/79		43		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江2-2-1		305		080-1003-6728						3000		1		同意				10/22/22 10:29		パソコン		クレジットカード		10/22/22 10:29		3000														個人																																																																																																																												kameya.daisuke.dc@daiichisankyo.co.jp		0:20:00				車		8010036728		1														金谷　康太郎		カネヤ　コウタロウ		男		11/28/18

		RUNNET		7610069		C00029682650		37834523								ハーフマラソン 男子　50代		藤本 洋一		フジモト ヨウイチ		3/29/65		57		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南6丁目7-25				096-367-3971				090-3076-4708		5000		1		同意				9/21/22 22:11		パソコン		クレジットカード		9/21/22 22:11		5000														個人																																																																																																																												you1_fujimo@docomo.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-367-3971		1

		RUNNET		7612157		C00029923099		38101669								ハーフマラソン 男子　50代		西田 清一		ニシダ セイイチ		2/16/68		54		男性		899-1601		46		鹿児島県		阿久根市折口1747-19				0996-75-0831						5000		1		同意				11/5/22 21:46		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 19:23		5000														個人																																																																																																																												bt8u-h66a-caut@sky.hi-ho.ne.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-2096-2316										1		1

		RUNNET		7636165		C00029744499		37904367								ハーフマラソン 男子　50代		久末 勝義		ヒサスエ カツヨシ		8/21/71		51		男性		869-1102		43		熊本県		菊池郡菊陽町原水1131-15		フォーレストYANO　A 202		096-232-7065				090-1977-2517		5000		1		同意				10/2/22 21:46		パソコン		クレジットカード		10/2/22 21:46		5000														個人																																																																																																																												sachilove0930@uqmobile.jp		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		962327065		1

		RUNNET		7652862		C00029644416		37791055								ハーフマラソン 男子　40代		森崎 由貴		モリサキ ヨシタカ		6/8/76		46		男性		861-3502		43		熊本県		上益城郡山都町御所3505				0967-76-0514				090-6291-3282		5000		1		同意				9/14/22 15:10		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/15/22 19:07		5000														個人																																																																																																																												morimori35to30@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-6291-3282										1

		RUNNET		7713588		C00029913482		38091367								ハーフマラソン 男子　40代		下田 敏史		シモダ トシフミ		8/21/81		41		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山5丁目34-88				096-385-2220						5000		1		同意				11/4/22 10:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/4/22 20:21		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1101								個人																																																																																																																												usavich_factory@yahoo.co.jp		1:30:00		Mサイズ		車		096-385-2220		1

		RUNNET		7713950		C00029609269		37750484								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐々木 絵麻		ササキ エマ		5/7/79		43		女性		861-1113		43		熊本県		合志市栄3791-81				090-7399-9729				090-7399-9729		3000		1		同意				9/6/22 21:59		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/7/22 11:02		3000														個人																																																																																																																												mochironi62810@gmail.com		0:15:00				車		8039180730		1														佐々木　椿		ササキ　ツバキ		男		11/28/17

		RUNNET		7715921		C00029801317		37966593								ハーフマラソン 男子　50代		石山 幸介		イシヤマ コウスケ		3/23/72		50		男性		862-0946		43		熊本県		熊本市東区画図町所島1008				096-378-4704				090-3198-3335		5000		1		同意				10/10/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												ishiyama.kkrr@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-3198-3335		1

		RUNNET		7716047		C00029643585		37790105								ハーフマラソン 男子　60代		佐藤 善次郎		サトウ ゼンジロウ		2/7/54		68		男性		882-1101		45		宮崎県		西臼杵郡高千穂町三田井９８７－８				0982-72-7454						5000		1		同意				9/14/22 11:08		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/16/22 13:20		5000														個人																																																																																																																												maki2815@khaki.plala.or.jp		1:50:00		Mサイズ		車		090-7160-7682		1		1				1		1

		RUNNET		7716652		C00029753577		37914856								ハーフマラソン 男子　30代		猿渡 允敏		サルワタリ マサトシ		4/8/88		34		男性		864-0033		43		熊本県		荒尾市緑ケ丘5-4-6				0968-66-1031		090-5736-5651				5000		1		同意				10/3/22 19:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 18:13		5000														個人																																																																																																																												araomidoriga0ka@yahoo.co.jp		1:50:00		Lサイズ		車		090-5736-5651		1

		RUNNET		7735710		C00029828876		37996955								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		山本 奎祐		ヤマモト ケイスケ		11/8/95		27		男性		860-0038		43		熊本県		熊本市中央区古桶屋町50		プレシャス507号		089-953-3630				090-5271-3280		5000		1		同意				10/16/22 20:27		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:27		5000														個人																																																																																																																												yamakei.club@gmail.com		1:30:00		Lサイズ		車		090-6884-6686				1

		RUNNET		7738569		C00029653114		37801011								ハーフマラソン 男子　60代		伊藤 博		イトウ ヒロシ		4/26/62		60		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東６丁目２－６				096-389-0080				090-3799-5725		5000		1		同意				9/16/22 11:24		パソコン		Amazon Pay		9/16/22 11:24		5000														個人																																																																																																																												rugbyitoh@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		090-3604-8944												1

		RUNNET		7748455		C00029638436		37784001								ハーフマラソン 男子　40代		村上 俊介		ムラカミ シュンスケ		6/10/80		42		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田4-24-36				096-338-0338		090-9470-1069		090-9470-1069		5000		1		同意				9/12/22 23:29		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 13:32		5000														個人																																																																																																																												s-murakami55@outlook.jp		3:00:00		Lサイズ		車		9049966860		1		1				1		1

		RUNNET		7761738		C00029835650		38004469								ハーフマラソン 男子　50代		鉄川 基通		テツカワ モトミチ		5/8/70		52		男性		811-1302		40		福岡県		福岡市南区井尻3－16－5－907				090-8913-3182						5000		1		同意				10/18/22 1:08		パソコン		クレジットカード		10/18/22 1:08		5000														個人																																																																																																																												mtetsu@blue.ocn.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		徒歩		9074470968		1

		RUNNET		7766846		C00029695159		37848473								ハーフマラソン 男子　50代		福島 勝浩		フクシマ カツヒロ		6/15/65		57		男性		861-4137		43		熊本県		熊本市南区野口２-５-１				096-358-1161						5000		1		同意				9/24/22 9:02		パソコン		クレジットカード		9/24/22 9:02		5000														個人																																																																																																																												hnpsq065@yahoo.co.jp		1:29:00		Mサイズ		車		090-1088-7275		1

		RUNNET		7767017		C00029908962		38086418								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		中嶋 健詞		ナカシマ ケンジ		8/12/75		47		男性		861-2241		43		熊本県		上益城郡益城町宮園728-4				080-1740-9034		080-1740-9034		080-1740-9034		21000		1		同意				11/3/22 11:56		パソコン		クレジットカード		11/3/22 11:56		21000														チーム		BELIEVE　絆		中嶋 健詞		ナカシマ ケンジ		47		8/12/75		男性		なし		坂本 美保		サカモト ミホ		39		8/21/83		女性		なし		佐藤 従		サトウ ヨリ		46		4/20/76		女性		なし		西山 豊		ニシヤマ ユタカ		13		3/8/09		男性		なし		坂井 信之		サカイ ノブユキ		54		2/4/68		男性		なし		守住 孝輔		モリズミ コウスケ		50		6/20/72		男性		なし		陳 愛宝		チン アイホウ		58		4/26/64		女性		なし																																						naka-ken.ma.yuta-0705@nifty.com						車		080-1740-9034		1

		RUNNET		7769770		C00029651870		37799611								ハーフマラソン 男子　40代		森本 忠司		モリモト タダシ		4/16/79		43		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2－22－23				096-357-5500		090-9588-7118		090-9588-7118		5000		1		同意				9/15/22 23:43		パソコン		クレジットカード		9/15/22 23:43		5000														個人																																																																																																																												sophie1117@orange.plala.or.jp		1:45:00		Mサイズ		車		096-357-5500		1

		RUNNET		7807825		C00029636129		37781263								ハーフマラソン 男子　50代		木村 武司		キムラ タケシ		9/1/72		50		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田2-12-15		ダイイチライフ弐番館205号		096-388-3521				090-4582-3536		5000		1		同意				9/12/22 14:58		パソコン		PayPal		9/12/22 14:58		5000														個人																																																																																																																												kimutake9.1@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車に同乗		096-388-3521		1

		RUNNET		7809361		C00029792506		37957095								ハーフマラソン 男子　40代		横田 崇		ヨコタ タカシ		3/16/73		49		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-6-30				096-288-9362		090-9491-1092		090-9491-1092		5000		1		同意				10/9/22 8:12		パソコン		クレジットカード		10/9/22 8:12		5000														個人																																																																																																																												t-yokota1936@hi2.enjoy.ne.jp		1:58:00		LLサイズ		車		080-6437-6153		1		1						1

		RUNNET		7830035		C00029808848		37974779								ハーフマラソン 男子　30代		小山 隼平		オヤマ ジュンペイ		11/22/90		32		男性		862-0918		43		熊本県		熊本市東区花立5-9-1		トラストレジデンス花立901		096-245-0249				090-4484-7682		5000		1		同意				10/12/22 8:54		パソコン		PayPal		10/12/22 8:54		5000														個人																																																																																																																												jump.jumpei@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-6415-1480		1

		RUNNET		7852730		C00029886915		38062098								ハーフマラソン 男子　60代		永石 秀喜		ナガイシ ヒデキ		5/20/60		62		男性		818-0005		40		福岡県		筑紫野市原139-71				092-928-7924						5000		1		同意				10/30/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/30/22 21:44		5000														個人																																																																																																																												hideki-ipusamu520@softbank.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-4311-4010		1

		RUNNET		7856274		C00029816293		37983142								ハーフマラソン 男子　30代		松山 広秋		マツヤマ ヒロアキ		10/11/83		39		男性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西4丁目9番95-2				090-7444-0597				090-7444-0597		5000		1		同意				10/14/22 6:56		パソコン		クレジットカード		10/14/22 6:56		5000														個人																																																																																																																												hiroakimatsuyama6@gmail.com		1:50:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059218932		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7872038		C00029876244		38049729								9km 男子　高校生以上		坂本 栄資		サカモト エイスケ		4/28/63		59		男性		861-4707		43		熊本県		下益城郡美里町川越１６９０				0964-48-0134		0964-34-3368		090-1517-4793		4000		1		同意				10/28/22 5:13		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/29/22 17:07		4000														個人																																																																																																																												kawagoshisoft@yahoo.co.jp		1:00:00				車		090-5024-5991										1		1

		RUNNET		7882532		C00029649709		37797156								ハーフマラソン 男子　40代		梁木 理史		ヤナキ マサシ		4/24/81		41		男性		836-0843		40		福岡県		大牟田市不知火町3-108-6				090-8804-7526						5000		1		同意				9/15/22 17:13		パソコン		PayPal		9/15/22 17:13		5000														個人																																																																																																																												wwwyanaking@yahoo.co.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-1512-7791		1

		RUNNET		7886114		C00029915708		38093658								ハーフマラソン 男子　40代		石川 涼一		イシカワ リョウイチ		2/25/80		42		男性		861-1351		43		熊本県		菊池市七城町砂田257-9				090-6891-6321				090-6891-6321		5000		1		同意				11/4/22 14:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 7:45		5000		熊本山鹿RC		熊本陸上競技協会		3055		ISHIKAWA		Ryoichi		97879343		個人																																																																																																																												hma.children@icloud.com		1:23:00		Lサイズ		車		090-7394-9305						1

		RUNNET		7896609		C00029706660		37861496		4846806		日高 弘志		090-4513-9750		ハーフマラソン 男子　40代		日高 弘志		ヒダカ ヒロシ		10/25/80		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田3丁目18-33				090-4513-9750						5000		1		同意				9/26/22 19:35		パソコン		クレジットカード		9/26/22 19:35		5000														ご家族																																																																																																																												h.good-time.h.09045139750@docomo.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		090-1085-5624		1

		RUNNET		7896609		C00029706660		37861497		4846806		日高 弘志		090-4513-9750		3kmキッズラン 男子　小学生		日高 颯斗		ヒダカ ハヤト		3/16/12		10		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田3丁目18-33				090-4513-9750						2500		1		確認				9/26/22 19:35		パソコン		クレジットカード		9/26/22 19:35		2500														ご家族																																																																																																																												h.good-time.h.09045139750@docomo.ne.jp		0:16:00				車に同乗		090-1085-5624		1

		RUNNET		7899155		C00029654296		37802341								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 覚		サカイ サトル		5/31/76		46		男性		816-0806		40		福岡県		春日市光町1-74		島田第二ビル303号室		090-2338-7723						5000		1		同意				9/16/22 17:44		パソコン		クレジットカード		9/16/22 17:44		5000														個人																																																																																																																												sakaisat@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		電車		0895-25-7723		1		1		1		1				1

		RUNNET		7920321		C00029771184		37934416								ハーフマラソン 男子　30代		高木 大樹		タカキ ダイキ		12/2/86		35		男性		861-0531		43		熊本県		山鹿市中688-8				090-7154-9774						5000		1		同意				10/5/22 21:06		パソコン		クレジットカード		10/5/22 21:06		5000														個人																																																																																																																												initiald02@icloud.com		1:45:00		LLサイズ		車に同乗		090-7154-9774		1

		RUNNET		7935775		C00029876973		38050563								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		杉本 浩介		スギモト コウスケ		5/4/79		43		男性		869-4614		43		熊本県		八代市興善寺町328-1				0965-39-0559		090-5029-7871		090-5029-7871		9000		1		同意				10/28/22 12:09		パソコン		クレジットカード		10/28/22 12:09		9000														チーム		飲むために走る		杉本 浩介		スギモト コウスケ		43		5/4/79		男性		なし		岩崎 裕貴		イワサキ ユウキ		41		12/8/80		男性		なし		竹本 義巳		タケモト ヨシミ		42		7/20/80		男性		なし																																																																																						blue_x-trail.no1@docomo.ne.jp						車		9086224375		1										1

		RUNNET		7935795		C00029674498		37825337								ハーフマラソン 男子　60代		福田 浩二		フクダ アリサ		12/12/56		65		男性		860-0066		43		熊本県		熊本市西区城山下代2-1-14				096-329-3018						5000		1		同意				9/20/22 14:33		パソコン		クレジットカード		9/20/22 14:33		5000														個人																																																																																																																												gomasaba541fukuda@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9011983626		1

		RUNNET		7981021		C00029842067		38011386								ハーフマラソン 男子　30代		和田 浩平		ワダ コウヘイ		1/23/90		32		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田2-11-47				096-325-0046		090-6777-9219		090-6777-9219		5000		1		同意				10/19/22 18:55		独自		クレジットカード		10/19/22 18:55		5000														個人																																																																																																																												my-street-style@softbank.ne.jp		1:29:03		Mサイズ		車		090-6777-9219		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7982952		C00029661847		37810752		4841781		寺本 昌功		0964-43-0001		ハーフマラソン 男子　40代		寺本 昌功		テラモト マサノリ		2/17/78		44		男性		869-0631		43		熊本県		宇城市小川町北新田716-5				0964-43-0001				090-6953-4984		5000		1		同意				9/17/22 20:53		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/23/22 14:31		5000														ご家族																																																																																																																												itohanna.1@gmail.com		1:50:00		LLサイズ		車		9096534984		1

		RUNNET		7982952		C00029661847		37810753		4841781		寺本 昌功		0964-43-0001		3kmキッズラン 女子　小学生		寺本 純葉		テラモト イトハ		2/19/13		9		女性		869-0631		43		熊本県		宇城市小川町北新田716-5				0964-43-0001				090-6953-4984		2500		1		確認				9/17/22 20:53		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/23/22 14:31		2500														ご家族																																																																																																																												itohanna.1@gmail.com		0:20:00				車		9096534984		1

		RUNNET		7996609		C00029863442		38034364								ハーフマラソン 男子　30代		田本 一了		タモト カズアキ		5/29/84		38		男性		869-4702		43		熊本県		八代市千丁町吉王丸1563				090-5381-9455						5000		1		同意				10/24/22 19:27		パソコン		クレジットカード		10/24/22 19:27		5000		オーデンAC		熊本陸上競技協会		3402		TAMOTO		Kazuaki		41692426		個人																																																																																																																												wycbt799@yahoo.co.jp		1:13:30		Lサイズ		車		9073948245		1

		RUNNET		8052694		C00029710410		37865869								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		村田 浩之		ムラタ ヒロユキ		5/5/67		55		男性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2198				0965-46-1414		0965-46-1414		090-7462-9632		21000		1		同意				9/27/22 18:31		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/4/22 18:46		21000														チーム		走RUN会		都 安		ト アン		30		1/29/92		男性		なし		部位 伴分		ブイ バンフン		32		2/20/90		男性		なし		鎌瀧 章		カマタキ アキラ		47		4/25/75		男性		なし		畑野 好彦		ハタノ ヨシヒコ		51		11/30/70		男性		なし		島崎 佳世		シマサキ カヨ		55		4/17/67		女性		なし		國光 瞳		クニミツ ヒトミヒトミ		46		10/20/76		女性		なし		村田 小百合		ムラタ サユリ		50		12/2/71		女性		なし																																						sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp						車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8052694		C00029806517		37972250								ハーフマラソン 男子　50代		村田 浩之		ムラタ ヒロユキ		5/5/67		55		男性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2198				0965-46-1414		0965-46-1414		090-7462-9632		5000		1		同意				10/11/22 20:13		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														個人																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-4583-9905														1

		RUNNET		8052694		C00029806772		37972545		4856629		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		里 申		リ ザル		6/18/97		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273　熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8052694		C00029806812		37972590		4856632		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		不亜 鳥		フア ドリ		12/6/96		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273 熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8057885		C00029883768		38058582		4866754		能勢 直弘		090-2495-5773		ハーフマラソン 男子　50代		能勢 直弘		ノセ ナオヒロ		2/28/70		52		男性		882-0872		45		宮崎県		延岡市愛宕町2-5-5		医師公舎　305号室		090-2495-5773		090-2495-5773		090-2495-5773		5000		1		同意				10/30/22 11:35		パソコン		クレジットカード		10/30/22 11:35		5000		宮崎陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		6030		NOSE		Naohiro		120604922		ご家族																																																																																																																												pencil@med.uoeh-u.ac.jp		2:30:00		Mサイズ		電車		9050889381										1

		RUNNET		8057885		C00029883768		38058583		4866754		能勢 直弘		090-2495-5773		3kmキッズラン 男子　小学生		能勢 千弘		ノセ チヒロ		12/3/10		11		男性		882-0872		45		宮崎県		延岡市愛宕町2-5-5		医師公舎　305号室		090-2495-5773		090-2495-5773		090-2495-5773		2500		1		確認				10/30/22 11:35		パソコン		クレジットカード		10/30/22 11:35		2500														ご家族																																																																																																																												pencil@med.uoeh-u.ac.jp		0:21:00				電車		090-5088-9381										1

		RUNNET		8058724		C00029734472		37893612								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮窪 祐允		ミヤクボ ユウスケ		5/24/94		28		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋2759-10		シャーメゾン黒石B201		080-3965-3890						5000		1		同意				10/1/22 12:36		パソコン		クレジットカード		10/1/22 12:36		5000														個人																																																																																																																												yusuke3890@gmail.com		1:15:00		Mサイズ		車		070 8454 2247										1

		RUNNET		8069211		C00029618456		37760993								ハーフマラソン 男子　40代		岡口 貴喜		オカグチ タカヨシ		6/26/74		48		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２９７２-２９１				090-9988-0193				090-9988-0193		5000		1		同意				9/8/22 19:49		パソコン		PayPal		9/8/22 19:49		5000														個人																																																																																																																												takayoshi1701@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-6676-1902		1						1

		RUNNET		8094888		C00029922547		38101080								ハーフマラソン 女子　50代		安枝 寿恵		ヤスエダ ヒサエ		9/29/69		53		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木1-7-6		TK3-101		090-3883-0929				090-3883-0929		5000		1		同意				11/5/22 20:13		パソコン		クレジットカード		11/5/22 20:13		5000		Y&I Group		熊本陸上競技協会		3387		YASUEDA		Hisae				個人																																																																																																																												hisa-.-v929ymm_@ezweb.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-3733-6323		1								1

		RUNNET		8095234		C00029818269		37985356								ハーフマラソン 男子　40代		塚本 達也		ツカモト タツヤ		1/21/75		47		男性		861-2104		43		熊本県		熊本市東区秋津3-13-5				090-5749-9150						5000		1		同意				10/14/22 17:03		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 19:32		5000														個人																																																																																																																												tatuya-j21@docomo.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車に同乗		080-1742-1350		1		1				1

		RUNNET		8110585		C00029921581		38100068		4871957		岡野 雄一		0964-28-3958		9km 女子　高校生以上		岡野 和美		オカノ カズミ		5/5/77		45		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						4000		1		確認				11/5/22 16:32		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:32		4000														ご家族																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		1:30:00				車に同乗		090-8669-2136		1

		RUNNET		8110585		C00029921589		38100076		4871958		岡野 雄一		0964-28-3958		3kmキッズラン 女子　小学生		岡野 葵		オカノ アオイ		9/19/13		9		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						2500		1		確認				11/5/22 16:34		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:34		2500														ご家族																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		0:22:00				車に同乗		090-8669-2136		1

		RUNNET		8110585		C00029921600		38100087								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岡野 雄一		オカノ ユウイチ		1/16/79		43		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-71				0964-28-3958						3000		1		同意				11/5/22 16:36		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:36		3000														個人																																																																																																																												yuichiokano9626sei@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-8669-2136		1														岡野　旺史郎		オカノ　オウジロウ		男		10/18/16

		RUNNET		8118540		C00029828734		37996791								ハーフマラソン 男子　40代		山田 伸哉		ヤマダ シンヤ		6/14/79		43		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3-23-18				096-372-1530						5000		1		同意				10/16/22 20:09		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:09		5000														個人																																																																																																																												shinya3665@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		車		7041615025		1

		RUNNET		8128305		C00029854930		38025175								ハーフマラソン 男子　30代		前田 隆志		マエダ タカシ		3/28/92		30		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2-14-7				096-358-7808		080-5273-2315		080-5273-2315		5000		1		同意				10/22/22 23:05		パソコン		クレジットカード		10/22/22 23:05		5000														個人																																																																																																																												takashi.maeda55@gmail.com		1:23:00		Mサイズ		車		9011663478		1

		RUNNET		8132049		C00029709206		37864486								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		西 賢		ニシ サトシ		7/9/70		52		男性		861-3452		43		熊本県		上益城郡山都町田小野1823				0967-75-0165				090-8834-2904		24000		1		同意				9/27/22 11:41		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/3/22 12:53		24000														チーム		やまとSDGｓ１班		村山 浩司		ムラヤマ コウジ		50		10/31/72		男性		なし		木村 恭平		キムラ キョウヘイ		29		3/10/93		男性		なし		古田 賢史		フルタ ケンシ		36		9/21/86		男性		なし		松本 文孝		マツモト フミタカ		51		1/21/71		男性		なし		高野 高也		タカノ タカヤ		55		3/30/67		男性		なし		藤本 朋広		フジモト トモヒロ		46		11/7/76		男性		なし		小崎 康護		コザキ ヤスモリ		49		4/16/73		男性		なし		後藤 裕孝		ゴトウ ヒロタカ		48		9/2/74		男性		なし																										s88342904@docomo.ne.jp						車		090-8834-2904		1

		RUNNET		8132049		C00029709231		37864512								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		西 賢		ニシ サトシ		7/9/70		52		男性		861-3452		43		熊本県		上益城郡山都町田小野1823				0967-75-0165				090-8834-2904		24000		1		同意				9/27/22 11:50		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/3/22 12:53		24000														チーム		やまとSDGｓ２班		荒木 達也		アラキ タツヤ		45		3/13/77		男性		なし		水田 博文		ミズタ ヒロフミ		48		3/28/74		男性		なし		西 賢		ニシ サトシ		52		7/9/70		男性		なし		阪本 洋一		サカモト ヨウイチ		45		9/5/77		男性		なし		藤原 義嗣		フジワラ ヨシツグ		45		6/30/77		男性		なし		高橋 尚孝		タカハシ ナオタカ		53		12/26/68		男性		なし		甲斐 尚子		カイ ナオコ		49		9/11/73		女性		なし		木野 貴之		キノ タカユキ		46		2/10/76		男性		なし																										s88342904@docomo.ne.jp						車		090-8834-2904		1

		RUNNET		8166322		C00029864622		38035675								ハーフマラソン 男子　40代		古賀 博孝		コガ ヒロタカ		9/21/82		40		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府2-6-79		アルファステイツ国府103号		090-5082-0958						5000		1		同意				10/24/22 22:53		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:53		5000														個人																																																																																																																												happy_go_lucky@jcom.zaq.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-9657-1235		1						1

		RUNNET		8202653		C00029909996		38087542								ハーフマラソン 男子　40代		松木 伸太郎		マツキ シンタロウ		7/21/76		46		男性		899-0215		46		鹿児島県		出水市武本14476番地1				0996-63-1503				090-5084-0316		5000		1		同意				11/3/22 15:58		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 13:56		5000														個人																																																																																																																												ultrazone20041218@gmail.com		1:44:00		Lサイズ		車		090-4357-0772						1						1

		RUNNET		8258812		C00029644649		37791303								ハーフマラソン 男子　70歳以上		宮﨑 守		ミヤザキ マモル		2/20/50		72		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間２－８－１４				096-378-7270				090-1978-3879		5000		1		同意				9/14/22 16:39		パソコン		クレジットカード		9/14/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												joggingmm@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		090-9573-3237		1

		RUNNET		8261594		C00029646259		37793167								9km 男子　高校生以上		原田 雅夫		ハラダ マサオ		8/5/51		71		男性		862-0914		43		熊本県		熊本市東区山ノ内２－１－４７				096-368-2751				080-1746-4114		4000		1		同意				9/14/22 22:38		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 9:20		4000														個人																																																																																																																												masao_h_0805_1023@yahoo.co.jp		1:30:00				車		090-4773-0100												1		1

		RUNNET		8273620		C00029804351		37969869								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 健一		クロキ ケンイチ		1/19/64		58		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯2-2-180				096-367-7725						5000		1		同意				10/11/22 11:44		パソコン		クレジットカード		10/11/22 11:44		5000														個人																																																																																																																												red.reds893784kk1920@icloud.com		2:30:00		Lサイズ		車		963677725		1

		RUNNET		8279356		C00029826165		37994047								ハーフマラソン 女子　40代		西村 恵子		ニシムラ ケイコ		3/24/73		49		女性		861-3207		43		熊本県		上益城郡御船町御船854-2				096-282-1864				090-5949-7373		5000		1		同意				10/16/22 12:35		パソコン		Amazon Pay		10/16/22 12:35		5000		はりきりまんぼう		熊本陸上競技協会		3232		KEIKO		Nishimura		72800017		個人																																																																																																																												keikorun0324@ezweb.ne.jp		1:03:08		Lサイズ		車		9059497373		1

		RUNNET		8285445		C00029829176		37997374								ハーフマラソン 男子　40代		西本 和幸		ニシモト カズユキ		7/9/78		44		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6丁目6-6		ラフォーレ近見301		0969-56-2683				090-5287-8904		5000		1		同意				10/16/22 20:58		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kazu0709.m@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		090-7050-7556		1

		RUNNET		8303412		C00029796276		37961154		4855428		中原 恵美		099-272-3341		9km 女子　高校生以上		中原 恵美		ナカハラ エミ		9/23/82		40		女性		899-2505		46		鹿児島県		日置市伊集院町猪鹿倉879-1				099-272-3341				090-7451-0808		4000		1		同意				10/9/22 21:53		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/10/22 20:41		4000														お仲間																																																																																																																												milktea1723@icloud.com		1:20:00				車		8042803130										1		1

		RUNNET		8303412		C00029796276		37961155		4855428		中原 恵美		099-272-3341		9km 男子　高校生以上		荷方 剛		ニカタ ツヨシ		3/13/98		24		男性		899-2505		46		鹿児島県		日置市伊集院町猪鹿倉879-1		中原 恵美様方		099-272-3341				090-7451-0808		4000		1		確認				10/9/22 21:53		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/10/22 20:41		4000														お仲間																																																																																																																												milktea1723@icloud.com		1:15:00				車に同乗		9074510808										1		1

		RUNNET		8305015		C00029815002		37981680								ハーフマラソン 男子　40代		西田 充征		ニシダ ミツユキ		6/15/77		45		男性		866-0864		43		熊本県		八代市塩屋町3-31				090-5939-5517						5000		1		同意				10/13/22 20:46		パソコン		クレジットカード		10/13/22 20:46		5000														個人																																																																																																																												miko32sochiyu_ra@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059395517												1

		RUNNET		8308086		C00029697649		37851276								ハーフマラソン 男子　40代		永井 信一		ナガイ シンイチ		12/29/73		48		男性		800-0352		40		福岡県		京都郡苅田町富久町1-18-6-701		グランドパレス苅田ウイングコート		093-436-2174		093-436-2174		090-5946-4778		5000		1		同意				9/24/22 19:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/27/22 19:46		5000														個人																																																																																																																												nagai1973@docomo.ne.jp		1:29:30		Mサイズ		車		080-8377-6725		1

		RUNNET		8331573		C00029649414		37796801								ハーフマラソン 男子　60代		渡邉 英喜		ワタナベ ヒデキ		4/1/62		60		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1808-11				096-322-4898				090-9482-9684		5000		1		同意				9/15/22 15:32		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/15/22 18:30		5000														個人																																																																																																																												hidekiwatanave@icloud.com		2:10:00		Lサイズ		車		096-322-4898		1		1

		RUNNET		8336072		C00029836316		38005159								ハーフマラソン 女子　30代		宇戸口 久恵		ウトグチ ヒサエ		7/2/92		30		女性		862-0970		43		熊本県		熊本市東区渡鹿8丁目8-26		ナツ・グランジュ203		080-1734-4474						5000		1		同意				10/18/22 9:19		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 9:19		5000														個人																																																																																																																												1000487841hisa@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		車		9013672661												1

		RUNNET		8353753		C00029730246		37888915								ハーフマラソン 男子　40代		原田 貴浩		ハラダ タカヒロ		4/3/77		45		男性		807-0807		40		福岡県		北九州市八幡西区本城学研台本城学研台1丁目15-13				093-981-4811				090-9654-6148		5000		1		同意				9/30/22 22:40		パソコン		クレジットカード		9/30/22 22:40		5000														個人																																																																																																																												takahiro5243@gmail.com		1:58:00		LLサイズ		車		090-9654-6148		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8357687		C00029906381		38083494								ハーフマラソン 男子　50代		西田 光宏		ニシダ ミツヒロ		8/27/70		52		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎6-1-51				080-9502-8728				080-9502-8728		5000		1		同意				11/2/22 21:11		パソコン		Amazon Pay		11/2/22 21:11		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2599		NISHIDA		Mitsuhiro				個人																																																																																																																												leading.pack@gmail.com		1:28:30		Mサイズ		自転車・バイク		080-5217-4919				1				1

		RUNNET		8361490		C00029816016		37982855								ハーフマラソン 男子　30代		大塚 太志		オオツカ タイシ		6/3/85		37		男性		861-5287		43		熊本県		熊本市西区小島8-1-1				090-1879-6197						5000		1		同意				10/14/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/16/22 12:20		5000														個人																																																																																																																												ttkliberty@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		9059221723		1

		RUNNET		8367403		C00029823262		37990845								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		内田 智宏		ウチダ トモヒロ		2/28/87		35		男性		861-2244		43		熊本県		上益城郡益城町寺迫87-1				090-7392-8809						3000		1		同意				10/15/22 19:38		パソコン		クレジットカード		10/15/22 19:38		3000														個人																																																																																																																												t.u2862619@gmail.com		0:20:00				車		090-7392-8809		1														内田　陸斗		ウチダ　リクト		男		12/12/16

		RUNNET		8386160		C00029601663		37741951								ハーフマラソン 男子　50代		出田 理		イデタ オサム		6/23/68		54		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺3-34-10		S-FORT水前寺810		090-7599-2078				090-7599-2078		5000		1		同意				9/6/22 0:54		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:54		5000														個人																																																																																																																												idechin0623@ezweb.ne.jp		2:25:00		Mサイズ		車		0957-36-2582		1		1		1		1

		RUNNET		8388358		C00029921207		38099653								ハーフマラソン 女子　50代		上野 亜矢子		ウエノ アヤコ		8/23/66		56		女性		861-1305		43		熊本県		菊池市北宮309-1				0968-25-3889		0968-24-1234		090-7922-7132		5000		1		同意				11/5/22 14:49		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 16:07		5000														個人																																																																																																																												icecoffee-ayako8923love@docomo.ne.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-7922-7132				1

		RUNNET		8399438		C00029643176		37789651								ハーフマラソン 女子　50代		竹田 美香		タケダ ミカ		3/21/65		57		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				096-240-2885				090-8355-5309		5000		1		同意				9/14/22 8:55		パソコン		クレジットカード		9/14/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												yaraicyo@icloud.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-9653-7871		1		1

		RUNNET		8424574		C00029868540		38039978								ハーフマラソン 男子　50代		上津原 啓輔		ウエツハラ ケイスケ		10/9/71		51		男性		830-0061		40		福岡県		久留米市津福今町548-7				090-1972-4966				090-1972-4966		5000		1		同意				10/25/22 22:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												999uk@ezweb.ne.jp		1:55:00		Lサイズ		車		0942-32-8517		1		1

		RUNNET		8444315		C00029716364		37872962								ハーフマラソン 男子　50代		澤田 隆伸		サワダ タカノブ		12/21/63		58		男性		860-0051		43		熊本県		熊本市西区二本木４丁目６ー３６				096-352-7871						5000		1		同意				9/29/22 9:07		パソコン		クレジットカード		9/29/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												aikyo4@hotmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-3667-1938				1

		RUNNET		8457526		C00029809133		37975082								ハーフマラソン 男子　50代		山田 泰美		ヤマダ ヤスミ		11/20/68		54		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2808-9		CUORE201		090-8344-6919				090-8344-6919		5000		1		同意				10/12/22 10:38		パソコン		クレジットカード		10/12/22 10:38		5000														個人																																																																																																																												yasyama1120@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		9083446919												1

		RUNNET		8463736		C00029919035		38097269		4871437		甲斐原 さき		090-6779-3633		3kmキッズラン 女子　小学生		甲斐原 佳帆		カイバラ カホ		5/8/13		9		女性		890-0061		46		鹿児島県		鹿児島市天保山町6-4		サンハイツ天保山603		090-6779-3633						2500		1		確認				11/5/22 0:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 20:48		2500														ご家族																																																																																																																												sakki19800827@yahoo.co.jp		0:30:00				車		9067793633												1

		RUNNET		8463736		C00029919035		38097270		4871437		甲斐原 さき		090-6779-3633		3kmキッズラン 男子　小学生		甲斐原 遼真		カイバラ リョウマ		2/25/15		7		男性		890-0061		46		鹿児島県		鹿児島市天保山町6-4		サンハイツ天保山603		090-6779-3633						2500		1		確認				11/5/22 0:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 20:48		2500														ご家族																																																																																																																												sakki19800827@yahoo.co.jp		0:30:00				車		9067793633												1

		RUNNET		8465722		C00029921824		38100320								ハーフマラソン 男子　30代		渡辺 克己		ワタナベ カツミ		2/17/84		38		男性		876-0122		44		大分県		佐伯市弥生門田1870-1		深田団地7棟202号室　　後藤郁子様方		080-1540-0759		080-1540-0759		080-1540-0759		5000		1		同意				11/5/22 17:35		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/6/22 17:33		5000		大分陸上競技協会		大分陸上競技協会		O-00092		WATANABE		Katsumi		96495235		個人																																																																																																																												ikk0824ktm_love@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		車		080-2729-1953								1		1

		RUNNET		8469377		C00029829970		37998321								ハーフマラソン 男子　50代		澤井 努		サワイ ツトム		6/14/71		51		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山３－３－２		エイルマンション熊本駅東マークウエスト１２０６号		096-227-6854				090-7922-2698		5000		1		同意				10/16/22 22:30		パソコン		クレジットカード		10/16/22 22:30		5000														個人																																																																																																																												t.sawai1971@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5472-2775										1

		RUNNET		8474109		C00029854652		38024885								ハーフマラソン 男子　40代		大東 正和		オオヒガシ マサカズ		4/29/74		48		男性		883-0034		45		宮崎県		日向市富高579番地		ビューティフルマンション302		080-2715-9684				070-4507-3266		5000		1		同意				10/22/22 22:03		パソコン		クレジットカード		10/22/22 22:03		5000														個人																																																																																																																												ayahirofumi4429@gmail.com		1:36:38		Mサイズ		車		090-3996-5423								1		1

		RUNNET		8503535		C00029618222		37760709								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		兵頭 哲也		ヒョウドウ テツヤ		4/19/93		29		男性		879-4912		44		大分県		玖珠郡九重町湯坪506-1		大岳寮		080-1539-3796				080-1539-3796		5000		1		同意				9/8/22 18:54		独自		クレジットカード		9/8/22 18:54		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1320		HYODO		Tetsuya		133483022		個人																																																																																																																												tetsuya8200@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-3324-5723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8518778		C00029782512		37946329								希望の襷リレー【3時間】  2人チーム（年齢制限なし）		高木 雅子		タカキ マサコ		7/13/61		61		女性		862-0918		43		熊本県		熊本市東区花立6-7-5				096-365-2344		080-3963-2025		090-7474-6474		6000		1		同意				10/7/22 8:29		パソコン		クレジットカード		10/7/22 8:29		6000														チーム		時空を超えて		高木 雅子		タカキ マサコ		61		7/13/61		女性		なし		永田 博		ナガタ ヒロシ		65		12/12/56		男性		なし																																																																																																		makoko617@yahoo.co.jp						車		8039362025		1		1		1						1

		RUNNET		8519721		C00029764501		37927082								ハーフマラソン 男子　60代		下野 義弘		シモノ ヨシヒロ		11/24/54		68		男性		899-5431		46		鹿児島県		姶良市西餠田2837－10				0995-66-3786				090-8837-2658		5000		1		同意				10/4/22 20:37		パソコン		クレジットカード		10/4/22 20:37		5000														個人																																																																																																																												shimono11241954@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		電車		080-1734-4300												1

		RUNNET		8562766		C00029868401		38039828								9km 男子　高校生以上		重元 貴晴		シゲモト タカハル		5/31/76		46		男性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822		070-3663-4953		070-3662-6822		4000		1		同意				10/25/22 22:06		パソコン		クレジットカード		10/25/22 22:06		4000														個人																																																																																																																												takaharu_01@khh.biglobe.ne.jp		0:50:00				車		070-3663-4953		1

		RUNNET		8578091		C00029914914		38092843								ハーフマラソン 男子　40代		占部 学伸		ウラベ タカノブ		4/22/79		43		男性		813-0017		40		福岡県		福岡市東区香椎照葉2-5-2		照葉テラスマリナコート２番館205号		090-1876-5319						5000		1		同意				11/4/22 12:37		パソコン		PayPal		11/4/22 12:37		5000														個人																																																																																																																												wabisabi_miyabi@hotmail.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-8768-3362		1

		RUNNET		8578091		C00029916461		38094448		4871069		占部 学伸		090-1876-5319		3kmキッズラン 男子　小学生		占部 啓太		ウラベ ケイタ		11/13/11		11		男性		813-0017		40		福岡県		福岡市東区香椎照葉2-5-2		照葉テラスマリナコート２番館205号		090-1876-5319						2500		1		確認				11/4/22 17:18		パソコン		PayPal		11/4/22 17:18		2500														ご家族																																																																																																																												wabisabi_miyabi@hotmail.co.jp		0:15:00				車		090-8768-3362		1

		RUNNET		8582996		C00029656810		37805079								ハーフマラソン 女子　30代		後藤 志織		ゴトウ シオリ		2/17/92		30		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目２－５１				080-8379-2970						5000		1		同意				9/16/22 21:48		パソコン		PayPal		9/16/22 21:48		5000														個人																																																																																																																												ts.foreverlove5@gmail.com		1:59:59		Sサイズ		車		8027425593		1				1		1

		RUNNET		8589143		C00029760815		37923031								ハーフマラソン 男子　40代		石田 亮太		イシダ リョウタ		12/9/79		42		男性		811-0120		40		福岡県		糟屋郡新宮町中央駅前1-11-9				090-2585-7353						5000		1		同意				10/4/22 11:09		パソコン		Amazon Pay		10/4/22 11:09		5000														個人																																																																																																																												mokaleo3@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		090-5083-0871		1

		RUNNET		8600530		C00029823187		37990763								ハーフマラソン 男子　30代		松田 広治		マツダ コウジ		2/26/84		38		男性		819-0005		40		福岡県		福岡市西区内浜1-10-19		ドルフ姪浜301		090-5927-6278						5000		1		同意				10/15/22 19:22		パソコン		クレジットカード		10/15/22 19:22		5000														個人																																																																																																																												a198402@gmail.com		2:15:00		Lサイズ		車		080-2727-6315		1

		RUNNET		8601022		C00029606921		37747747								9km 男子　高校生以上		佐藤 永典		サトウ ヒサノリ		2/20/79		43		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町3番地30-1409号		ザ・熊本ガーデンズ		0964-22-4374		0964-22-4373		090-5749-6157		4000		1		同意				9/6/22 17:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 22:25		4000														個人																																																																																																																												hisa02sato20@gmail.com		1:10:00				車		0964-22-3718		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8649275		C00029666036		37815575		4842264		岳本 城		090-5385-1197		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岳本 城		タケモト キズク		6/30/79		43		男性		861-3204		43		熊本県		上益城郡御船町木倉４９９８－２				090-5385-1197						3000		1		同意				9/18/22 19:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/24/22 8:40		3000														ご家族																																																																																																																												kizuku.takemoto@gmail.com		0:10:00				車		080-3972-1312		1		1												岳本　樹		タケモト　イツキ		男		5/7/16

		RUNNET		8649275		C00029666036		37815576		4842264		岳本 城		090-5385-1197		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		岳本 紗代子		タケモト サヨコ		2/28/86		36		女性		861-3204		43		熊本県		上益城郡御船町木倉４９９８－２				090-5385-1197						3000		1		確認				9/18/22 19:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/24/22 8:40		3000														ご家族																																																																																																																												kizuku.takemoto@gmail.com		0:18:00				車に同乗		090-5385-1197		1														岳本　稜大		タケモト　リョウタ		男		7/22/18

		RUNNET		8672286		C00029665586		37815061								ハーフマラソン 男子　40代		古谷 智司		フルヤ サトシ		5/24/79		43		男性		862-0905		43		熊本県		熊本市東区南町17-11				090-7150-6932						5000		1		同意				9/18/22 18:01		パソコン		クレジットカード		9/18/22 18:01		5000														個人																																																																																																																												serow740@yahoo.co.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-5733-6857		1				1				1		1

		RUNNET		8675358		C00029789886		37954235		4854752		藤井 圭太		090-5933-9119		ハーフマラソン 男子　30代		藤井 圭太		フジイ ケイタ		6/21/88		34		男性		862-0976		43		熊本県		熊本市中央区九品寺3-15-7		サンメゾン九品寺エルド901		090-5933-9119						5000		1		同意				10/8/22 16:40		パソコン		クレジットカード		10/8/22 16:40		5000														ご家族																																																																																																																												farewellsong0621@yahoo.co.jp		1:24:00		Mサイズ		車		9059339119												1

		RUNNET		8675358		C00029789886		37954236		4854752		藤井 圭太		090-5933-9119		3kmキッズラン 女子　小学生		藤井 千歳		フジイ チトセ		1/16/16		6		女性		862-0976		43		熊本県		熊本市中央区九品寺3-15-7		サンメゾン九品寺エルド901		090-5933-9119						2500		1		確認				10/8/22 16:40		パソコン		クレジットカード		10/8/22 16:40		2500														ご家族																																																																																																																												farewellsong0621@yahoo.co.jp		0:30:00				車に同乗		9059339119												1

		RUNNET		8689992		C00029852257		38022279								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		永延 敬一郎		ナガノブ ケイイチロウ		7/10/86		36		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木362-1		フロイデハイムA棟201		080-1729-4810						3000		1		同意				10/22/22 11:09		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 12:12		3000														個人																																																																																																																												instructive-for-myself@docomo.ne.jp		0:10:00				車		090-5381-5291		1						1								永延　稜大		ナガノブ　リョウタ		男		9/11/16

		RUNNET		8705448		C00029867771		38039144								ハーフマラソン 男子　50代		田中 剛		タナカ ツヨシ		7/15/66		56		男性		819-0022		40		福岡県		福岡市西区福重5-21-34		ブライトンシャワー2-203		092-884-2264						5000		1		同意				10/25/22 20:22		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/27/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												typn-tnk.244@docomo.ne.jp		2:50:00		Lサイズ		車		092-884-2264		1		1				1

		RUNNET		8708820		C00029871642		38043905								9km 女子　高校生以上		山下 明美		ヤマシタ アケミ		11/12/81		41		女性		860-0817		43		熊本県		熊本市中央区迎町１－３－６		グランピアリバーサイド３０３		096-288-2250				090-5386-2008		4000		1		同意				10/26/22 20:05		パソコン		クレジットカード		10/26/22 20:05		4000														個人																																																																																																																												akm.ymk@gmail.com		1:20:00				車		090-5926-4802		1		1						1

		RUNNET		8720753		C00029726097		37884033								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		木村 雄紀		キムラ ユウキ		3/19/83		39		男性		866-0804		43		熊本県		八代市西宮町1213		吉永様方		0965-32-4737		090-2088-7378				24000		1		同意				9/30/22 14:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/6/22 10:34		24000														チーム		九州ガス 八代		木村 雄紀		キムラ ユウキ		39		3/19/83		男性		なし		小嶋 広二		コジマ ヒロジ		46		5/18/76		男性		なし		松下 一美		マツシタ カズミ		46		12/8/75		男性		なし		坂本 武紘		サカモト タケヒロ		44		4/9/78		男性		なし		谷 陽介		タニ ヨウスケ		36		8/28/86		男性		なし		當田 晃貴		トウダ コウキ		33		3/12/89		男性		なし		水野 翔平		ミズノ ショウヘイ		31		5/17/91		男性		なし		西村 尚悟		ニシムラ ショウゴ		26		9/24/96		男性		なし																										kim3kka@gmail.com						車		090-2088-7378		1				1

		RUNNET		8732990		C00029643477		37789986								ハーフマラソン 男子　50代		竹田 修		タケダ オサム		1/10/65		57		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				090-9653-7871						5000		1		同意				9/14/22 10:33		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:33		5000														個人																																																																																																																												c0072164@icloud.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-8355-5309		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8733545		C00029690901		37843607								ハーフマラソン 男子　50代		石橋 実		イシバシ ミノル		5/11/64		58		男性		832-0006		40		福岡県		柳川市東蒲池291-1				0944-72-1307		090-2857-3567		090-2857-3567		5000		1		同意				9/23/22 11:43		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 18:49		5000														個人																																																																																																																												rie1484@yj9.so-net.ne.jp		1:25:00		Sサイズ		車		0944-72-1307		1		1

		RUNNET		8772245		C00029649862		37797329								9km 男子　高校生以上		森川 勇		モリカワ イサム		11/29/61		60		男性		865-0135		43		熊本県		玉名郡和水町瀬川887-2				090-6779-1008						4000		1		同意				9/15/22 17:57		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/19/22 14:38		4000														個人																																																																																																																												morikawa.isamu@icloud.com		0:50:00				車		090-4988-4782		1

		RUNNET		8812637		C00029716928		37873656								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		森山 昭宏		モリヤマ アキヒロ		6/17/73		49		男性		856-0026		42		長崎県		大村市池田1-741-3				0957-52-7045		0957-52-0111		090-4774-3906		9000		1		同意				9/29/22 12:43		パソコン		クレジットカード		9/29/22 12:43		9000														チーム		MOCO		森山 心翔		モリヤマ アイト		12		1/27/10		男性		なし		森山 昭宏		モリヤマ アキヒロ		49		6/17/73		男性		なし		森山 祐嘉子		モリヤマ ユカコ		47		5/5/75		女性		なし																																																																																						1122aito@gmail.com						車		090-4774-3906		1

		RUNNET		8815839		C00029648722		37796003								ハーフマラソン 男子　30代		下田 雄太		シモダ ユウタ		9/5/88		34		男性		861-8010		43		熊本県		熊本市東区上南部1丁目4-80		SR参番館5-1		080-5274-9508						5000		1		同意				9/15/22 12:36		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 19:13		5000														個人																																																																																																																												yu-3-to.xx19@softbank.ne.jp		1:23:00		Lサイズ		車		080-5274-9508		1

		RUNNET		8820861		C00029874470		38047656								ハーフマラソン 男子　50代		鳥越 靖浩		トリゴエ ヤスヒロ		1/5/66		56		男性		865-0016		43		熊本県		玉名市岩崎640		ベルデュール玉名101		090-3328-1649		090-3328-1649		090-3328-1649		5000		1		同意				10/27/22 17:17		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												xyz-tori.15@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5737-1773				1

		RUNNET		8824706		C00029645283		37792033		4840050		堀 耕太		090-1853-5923		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		堀 耕太		ホリ コウタ		7/15/83		39		男性		862-0922		43		熊本県		熊本市東区三郎2-2-35				090-1853-5923						3000		1		同意				9/14/22 19:56		パソコン		PayPal		9/14/22 19:56		3000														ご家族																																																																																																																												kt3.hori@gmail.com		0:20:00				車		9018535923		1		1		1		1		1		1				堀　稜太		ホリ　リョウタ		男		9/7/16

		RUNNET		8824706		C00029645283		37792034		4840050		堀 耕太		090-1853-5923		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		堀 寛子		ホリ ヒロコ		5/10/82		40		女性		862-0922		43		熊本県		熊本市東区三郎2-2-35				090-1853-5923						3000		1		確認				9/14/22 19:56		パソコン		PayPal		9/14/22 19:56		3000														ご家族																																																																																																																												shimac_5cha_woo3_mix@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		9018535923		1		1		1		1		1		1				堀　千紘		ホリ　チヒロ		女		12/1/18

		RUNNET		8837803		C00029666160		37815718								ハーフマラソン 男子　30代		山内 一正		ヤマウチ イッセイ		1/12/83		39		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘9丁目1-51-2				090-5298-1677						5000		1		同意				9/18/22 19:59		パソコン		クレジットカード		9/18/22 19:59		5000														個人																																																																																																																												yamauchiissei@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		9011641255		1		1

		RUNNET		8840671		C00029887229		38062444								9km 男子　高校生以上		中川 健太		ナカガワ ケンタ		8/18/75		47		男性		870-0324		44		大分県		大分市久原北6-38-1				090-9728-1591						4000		1		同意				10/30/22 22:27		パソコン		クレジットカード		10/30/22 22:27		4000														個人																																																																																																																												kentanakagawa4@gmail.com		0:45:00				車		9097281591								1

		RUNNET		8840671		C00029887252		38062467		4867345		中川 健太		090-9728-1591		3kmキッズラン 男子　中学生		中川 雄太		ナカガワ ユウタ		10/14/07		15		男性		870-0324		44		大分県		大分市久原北6-38-1				090-9728-1591						2500		1		確認				10/30/22 22:30		パソコン		クレジットカード		10/30/22 22:30		2500														ご家族																																																																																																																												kentanakagawa4@gmail.com		0:10:00				車に同乗		9097281591								1

		RUNNET		8884243		C00029831148		37999569								ハーフマラソン 女子　60代		添田 眞理子		ソエダ マリコ		1/3/60		62		女性		862-0910		43		熊本県		熊本市東区健軍本町9-25				090-5707-9826				090-5707-9826		5000		1		同意				10/17/22 8:09		パソコン		クレジットカード		10/17/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												kenzo.050311@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		車		9016800946		1

		RUNNET		8885261		C00029846919		38016533								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		杉本 直之		スギモト ナオユキ		1/12/74		48		男性		869-0622		43		熊本県		宇城市小川町西北小川４９１－７				0964-43-2649		0964-43-2649		090-8766-1850		18000		1		同意				10/20/22 20:43		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/21/22 10:41		18000														チーム		おがわランニングクラブ		杉本 直之		スギモト ナオユキ		48		1/12/74		男性		なし		仲道 浩史朗		ナカミチ コウシロウ		53		1/30/69		男性		なし		畑野 芳範		ハタノ ヨシノリ		41		6/1/81		男性		なし		緒方 智宏		オガタ トモヒロ		45		10/23/77		男性		なし		山口 孝政		ヤマグチ タカマサ		43		12/7/78		男性		なし		吉田 佳奈子		ヨシダ カナコ		35		9/9/87		女性		なし																																																		cappuccino.renren17@gmail.com						車		9087661850						1

		RUNNET		8892310		C00029850198		38020023		4861542		国本 拓平		090-8386-6575		3kmキッズラン 女子　小学生		国本 華奈		クニモト カナ		10/19/10		12		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-23-502				090-8386-6575						2500		1		確認				10/21/22 19:08		パソコン		クレジットカード		10/21/22 19:08		2500														ご家族																																																																																																																												takuhei999@gmail.com		0:20:00				車に同乗		090-8386-6575		1										1

		RUNNET		8892310		C00029850198		38020024		4861542		国本 拓平		090-8386-6575		3kmキッズラン 女子　小学生		国本 和葉		クニモト カズハ		2/15/13		9		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-23-502				090-8386-6575						2500		1		確認				10/21/22 19:08		パソコン		クレジットカード		10/21/22 19:08		2500														ご家族																																																																																																																												takuhei999@gmail.com		0:30:00				車に同乗		090-8386-6575		1										1

		RUNNET		8909443		C00029857391		38027845								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		大橋 隼人		オオハシ ハヤト		12/5/93		28		男性		812-0051		40		福岡県		福岡市東区箱崎ふ頭3-6-9		アルバトロス3 201号室		080-3979-7191						5000		1		同意				10/23/22 17:01		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:01		5000		福岡県庁		福岡陸上競技協会		1345		OHASHI		Hayato		121566526		個人																																																																																																																												chemis_simehc@yahoo.co.jp		1:16:00		Sサイズ		車に同乗		080-3979-7191		1		1

		RUNNET		8912649		C00029668783		37818796								ハーフマラソン 男子　40代		賀来 泰之		カク ヤスユキ		10/14/77		45		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間6-12-25				090-2855-8055						5000		1		同意				9/19/22 12:39		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:39		5000														個人																																																																																																																												kakuyasuyuki@yahoo.co.jp		2:00:00		LLサイズ		車		096-295-6972								1

		RUNNET		8950833		C00029829984		37998336								ハーフマラソン 男子　60代		小野 浩二		オノ コウジ		8/10/62		60		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-22				090-5385-0553		090-5385-0553		090-5385-0553		5000		1		同意				10/16/22 22:31		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/17/22 17:18		5000														個人																																																																																																																												fire0810kouji@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		096-368-2072		1

		RUNNET		8951085		C00029812441		37978781								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		矢次 泰明		ヤツギ ヤスアキ		10/17/62		60		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出1丁目8ー37ー1101		シティライフ月出		096-381-2390		090-1920-7072		090-1920-7072		12000		1		同意				10/13/22 3:50		パソコン		クレジットカード		10/13/22 3:50		12000														チーム		ウルトラ愛の地獄大使？		矢次 泰明		ヤツギ ヤスアキ		60		10/17/62		男性		なし		矢次 多美子		ヤツギ タミコ		58		12/8/63		女性		なし		矢次 隼太		ヤツギ ハヤタ		23		4/30/99		男性		なし		矢次 弾		ヤツギ ダン		17		1/17/05		男性		なし																																																																										0zn288456w02t4x@ezweb.ne.jp						車		090-1920-7072								1

		RUNNET		8977957		C00029664657		37813995								ハーフマラソン 男子　50代		江嶋 敬		エジマ タカシ		6/20/72		50		男性		860-0832		43		熊本県		熊本市中央区萩原町8-33				096-378-3549				070-2329-1090		5000		1		同意				9/18/22 14:37		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:37		5000														個人																																																																																																																												t.ejima@sanko-chem.com		2:10:00		Lサイズ		車		070-2329-1090		1		1		1						1

		RUNNET		8985354		C00029659430		37807990								ハーフマラソン 男子　50代		宗方 如史		ムナカタ ユキヒサ		2/28/68		54		男性		860-0842		43		熊本県		熊本市中央区南千反畑町15-15				096-324-7200				090-1877-5498		5000		1		同意				9/17/22 11:17		パソコン		クレジットカード		9/17/22 11:17		5000														個人																																																																																																																												muna836@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9018775408		1

		RUNNET		8987828		C00029854157		38024343								ハーフマラソン 男子　50代		渡邉 裕之		ワタナベ ヒロユキ		11/10/68		54		男性		862-0960		43		熊本県		熊本市東区下江津7-11-17				096-370-9006				090-2504-7648		5000		1		同意				10/22/22 20:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 20:23		5000														個人																																																																																																																												miesukeland@yahoo.co.jp		2:15:00		Lサイズ		車		090-8667-8448		1

		RUNNET		9007316		C00029890242		38065732								ハーフマラソン 男子　40代		平井 慶彦		ヒライ ヨシヒコ		10/21/80		42		男性		811-4145		40		福岡県		宗像市陵厳寺4-4-17				090-8298-7332		090-8298-7332		090-8298-7332		5000		1		同意				10/31/22 14:16		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/1/22 13:45		5000														個人																																																																																																																												keigo2012yoshi@docomo.ne.jp		1:58:30		Mサイズ		車		0949-52-3070		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		9012041		C00029872359		38044886								ハーフマラソン 男子　50代		宮本 啓司		ミヤモト ケイジ		2/11/72		50		男性		861-8065		43		熊本県		熊本市北区清水東町10-9-1				090-8916-5299						5000		1		同意				10/26/22 22:15		パソコン		PayPal		10/26/22 22:15		5000														個人																																																																																																																												ajtdmw36913@gmail.com		1:55:00		Lサイズ		車		9071656957		1		1		1		1

		RUNNET		9043838		C00029807039		37972853								ハーフマラソン 男子　50代		田尻 久幸		タジリ ヒサユキ		9/8/72		50		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市東区保田窪5-6-16				096-285-6586				090-9589-2752		5000		1		同意				10/11/22 21:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/18/22 19:50		5000														個人																																																																																																																												kazumio63@icloud.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-7298-2811		1

		RUNNET		9047378		C00029890377		38065881								ハーフマラソン 男子　40代		可児 天治		カニ テンジ		5/18/75		47		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2丁目13番106-201号		チサンマンション帯山		096-284-2224		080-3180-3526		080-3180-3526		5000		1		同意				10/31/22 14:56		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 13:22		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		527		KANI		Tenji		132817527		個人																																																																																																																												kani@com-haus.net		1:24:00		Sサイズ		車		080-4274-9833				1

		RUNNET		9048889		C00029757142		37918878		4851673		立津 央		096-363-8212		3kmキッズラン 男子　小学生		立津 順至		タテツ ジュンジ		10/4/13		9		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1-16-6-1302				096-363-8212						2500		1		確認				10/3/22 21:31		パソコン		クレジットカード		10/3/22 21:31		2500														ご家族																																																																																																																												tatetsu@gmail.com		0:17:00				車		080-17596-795		1

		RUNNET		9048889		C00029757415		37919184								ハーフマラソン 男子　40代		立津 央		タテツ ヒロ		6/25/73		49		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1-16-6-1302				096-363-8212						5000		1		同意				10/3/22 21:45		パソコン		クレジットカード		10/3/22 21:45		5000														個人																																																																																																																												tatetsu@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-7826-2581		1

		RUNNET		9054950		C00029856756		38027134								希望の襷リレー【3時間】  8人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						24000		1		同意				10/23/22 14:45		パソコン		クレジットカード		10/23/22 14:45		24000														チーム		宇城総合病院A		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		50		9/9/72		男性		なし		毛井 純一		ケイ ジュンイチ		68		11/27/54		男性		なし		蓑田 将平		ミノダ ショウヘイ		40		8/21/82		男性		なし		川崎 裕美		カワサキ ユミ		37		4/2/85		女性		なし		坂口 侑矢		サカグチ ユウヤ		27		11/21/95		男性		なし		中岡 いずみ		ナカオカ イズミ		41		9/20/81		女性		なし		園田 千聖		ソノダ チサト		25		9/17/97		男性		なし		松本 聖士		マツモト セイシ		39		5/16/83		男性		なし																										tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9054950		C00029856801		38027182								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						18000		1		同意				10/23/22 14:55		パソコン		クレジットカード		10/23/22 14:55		18000														チーム		宇城総合病院B		石井 謙生		イシイ ケンセイ		43		6/15/79		男性		なし		木下 圭一		キノシタ ケイイチ		47		10/20/75		男性		なし		森崎 清司		モリサキ キヨシ		51		8/6/71		男性		なし		山田 真司		ヤマダ シンジ		39		7/2/83		男性		なし		藤原 幸二		フジハラ コウジ		50		7/4/72		男性		なし		坂口 万稀		サカグチ マキ		25		1/26/97		女性		なし																																																		tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9054950		C00029856833		38027218								希望の襷リレー【3時間】  6人チーム（年齢制限なし）		平原 智雄		ヒラハラ トモオ		9/9/72		50		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-11-5		桜紅葉 301号		080-5203-6719						18000		1		同意				10/23/22 15:01		パソコン		クレジットカード		10/23/22 15:01		18000														チーム		宇城総合病院C		永吉 渚		ナガヨシ ナギサ		40		9/2/82		女性		なし		岩田 祐貴		イワタ ユウキ		28		8/11/94		男性		なし		飯干 雄大		イイホシ ユウダイ		21		11/29/00		男性		なし		藤木 博紀		フジキ ヒロキ		40		5/7/82		男性		なし		山口 里美		ヤマグチ サトミ		53		11/8/69		女性		なし		本田 悠成		ホンダ ユウセイ		25		3/19/97		男性		なし																																																		tomoo0909@gmail.com						車		8052036719		1

		RUNNET		9067110		C00029861201		38031913								ハーフマラソン 男子　30代		佐藤 康平		サトウ コウヘイ		8/19/92		30		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森5-19-5		エクセラン光の森203		090-5994-7188						5000		1		同意				10/24/22 9:07		パソコン		PayPal		10/24/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												asshimarga@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		042-664-4968								1

		RUNNET		9074776		C00029645398		37792167								3kmキッズラン 女子　小学生		前田 蘭		マエダ ラン		5/19/10		12		女性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見2丁目12-43				090-5387-3790						2500		1		同意				9/14/22 20:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 9:37		2500														個人																																																																																																																												lc900jp@yahoo.co.jp		0:12:00				車		9053873790		1								1

		RUNNET		9085576		C00029661900		37810812								ハーフマラソン 男子　40代		甲斐 剛		カイ ツヨシ		8/18/76		46		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３－１６－７		オーヴィジョン新屋敷７０２		096-362-1703				090-1511-5622		5000		1		同意				9/17/22 21:02		パソコン		クレジットカード		9/17/22 21:02		5000														個人																																																																																																																												kaituyo@ebony.plala.or.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9053897482		1

		RUNNET		9097300		C00029840487		38009695								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		平野 みえ		ヒラノ ミエ		5/28/84		38		女性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西7-15-32				090-2855-2117						30000		1		同意				10/19/22 9:17		パソコン		クレジットカード		10/19/22 9:17		30000														チーム		くろちゃん		桐谷 宏信		キリタニ ヒロノブ		31		2/27/91		男性		なし		黒坂 和文		クロサカ カズフミ		46		5/1/76		男性		なし		宮田 悠史		ミヤタ ユウジ		28		1/4/94		男性		なし		満木 雄大		ミツキ ユウダイ		29		5/15/93		男性		なし		北川 裕基		キタガワ ヒロキ		27		2/13/95		男性		なし		関 勇一		セキ ユウイチ		39		1/6/83		男性		なし		辻原 康秀		ツジハラ ヤスヒデ		36		9/1/86		男性		なし		神脇 豊美		ジンワキ トヨミ		46		5/13/76		女性		なし		福島 克典		フクシマ カツノリ		37		4/4/85		男性		なし		上村 優真		ウエムラ ユウマ		26		11/30/95		男性		なし		mie40165@yahoo.co.jp						車		090-2855-2117				1

		RUNNET		9097300		C00029915312		38093244								希望の襷リレー【3時間】  7人チーム（年齢制限なし）		平野 みえ		ヒラノ ミエ		5/28/84		38		女性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西7-15-32				090-2855-2117						21000		1		同意				11/4/22 13:27		パソコン		クレジットカード		11/4/22 13:27		21000														チーム		うさちゃん		平野 みえ		ヒラノ ミエ		38		5/28/84		女性		なし		宇佐見 一徳		ウサミ カズノリ		50		5/17/72		男性		なし		廣田 直樹		ヒロタ ナオキ		34		4/29/88		男性		なし		近藤 洋平		コンドウ ヨウヘイ		40		8/8/82		男性		なし		堂福 忠幸		ドウフク タダユキ		46		8/6/76		男性		なし		松岡 亮太		マツオカ リョウタ		28		3/16/94		男性		なし		大溝 悠樹		オオミゾ ユウキ		30		5/2/92		男性		なし																																						mie40165@yahoo.co.jp						車		090-2855-2117				1

		RUNNET		9114059		C00029852534		38022570								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		石田 淳		イシダ ジュン		11/18/93		29		男性		861-8037		43		熊本県		熊本市東区長嶺西2丁目3-16		ハウス.バンブー103		080-6445-0356						5000		1		同意				10/22/22 12:29		パソコン		クレジットカード		10/22/22 12:29		5000														個人																																																																																																																												1.e.w-9_tf5-1-69@ezweb.ne.jp		1:24:00		Sサイズ		自転車・バイク		080-6445-0356		1

		RUNNET		9123347		C00029842909		38012280								ハーフマラソン 男子　50代		角谷 明伸		カクタニ アキノブ		11/19/63		59		男性		861-0382		43		熊本県		山鹿市方保田1301-1		グロリアス山鹿1　203号		086-270-1835				080-3891-7980		5000		1		同意				10/19/22 21:28		パソコン		Amazon Pay		10/19/22 21:28		5000														個人																																																																																																																												a.kakutani@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-2864-2135				1				1

		RUNNET		9130316		C00029666812		37816482								ハーフマラソン 女子　40代		田尻 美穂		タジリ ミホ		10/26/76		46		女性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平3-19-15				090-4345-3980				090-4345-3980		5000		1		同意				9/18/22 21:56		パソコン		クレジットカード		9/18/22 21:56		5000														個人																																																																																																																												3k.miho@gmail.com		2:50:00		Mサイズ		車に同乗		090-9581-9724				1				1

		RUNNET		9135800		C00029904877		38081795								ハーフマラソン 男子　40代		奈須 寛実		ナス ヒロミ		4/23/75		47		男性		868-0302		43		熊本県		球磨郡錦町一武2176-10				0966-38-0229						5000		1		同意				11/2/22 14:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 14:27		5000														個人																																																																																																																												ko8-6-47fn208g@docomo.ne.jp		1:40:00		Mサイズ		車		0966-38-0229										1		1

		RUNNET		9138158		C00029922353		38100882								9km 男子　高校生以上		山下 暁彦		ヤマシタ アキヒコ		11/22/75		47		男性		869-6115		43		熊本県		八代市坂本町荒瀬885				0965-45-4021				090-9073-1251		4000		1		同意				11/5/22 19:35		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 17:26		4000														個人																																																																																																																												akihiko-ym@hotmail.co.jp		0:50:00				車		090-9073-1251		1										1

		RUNNET		9147217		C00029868280		38039697								ハーフマラソン 女子　40代		重元 佳奈美		シゲモト カナミ		4/28/76		46		女性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南４丁目15-18				070-3663-4953				070-3663-4953		5000		1		同意				10/25/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/25/22 21:44		5000		福岡陸上競技協会		福岡陸上競技協会		3324		SHIGEMOTO		Kanami		174310319		個人																																																																																																																												428kanami@gmail.com		1:30:00		Sサイズ		車		070-3662-6822		1		1				1

		RUNNET		9172169		C00029644806		37791483								ハーフマラソン 男子　60代		上田 寿俊		ウエダ ヒサトシ		3/28/57		65		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田255				096-232-0280				080-1200-6022		5000		1		同意				9/14/22 17:38		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 13:39		5000														個人																																																																																																																												uhisa14255@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車		096-232-0280												1

		RUNNET		9192352		C00029646419		37793371								ハーフマラソン 男子　40代		井上 光男		イノウエ ミツオ		3/4/73		49		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-10				090-9581-9677				090-9581-9677		5000		1		同意				9/14/22 23:15		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 7:54		5000														個人																																																																																																																												mitsuo4712@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		9087652553		1

		RUNNET		9192661		C00029773490		37936945								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		宮本 千佳		ミヤモト チカ		5/31/84		38		女性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江9-16				090-7469-4636						3000		1		同意				10/6/22 10:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/7/22 17:49		3000														個人																																																																																																																												momoka.2015@icloud.com		0:10:00				車		9020893168		1														宮本　奈々花		ミヤモト　ナナカ		女		2/3/17

		RUNNET		9205139		C00029665816		37815315								ハーフマラソン 男子　40代		佐潟 義彦		サガタ ヨシヒコ		7/23/73		49		男性		899-1628		46		鹿児島県		阿久根市塩鶴町1丁目276				0996-77-4031				090-2967-4636		5000		1		同意				9/18/22 18:50		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												perfect.combustion1205@ezweb.ne.jp		1:40:00		Lサイズ		車		9029674636												1

		RUNNET		9206119		C00029693805		37846883								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田代 健太郎		タシロ ケンタロウ		11/6/78		44		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見4-13-1		コンシェリア平成南201		090-7460-5379		090-7460-5379		090-7460-5379		3000		1		同意				9/23/22 21:27		パソコン		PayPal		9/23/22 21:27		3000														個人																																																																																																																												cjrmk1106@yahoo.co.jp		0:09:00				車		080-1704-8848		1						1		1		1				田代　丈太郎		タシロ　ジョウタロウ		男		8/27/16

		RUNNET		9218780		C00029905608		38082645								ハーフマラソン 男子　40代		益田 勇一		マスダ ユウイチ		4/16/76		46		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間1-11-20				090-2503-8872						5000		1		同意				11/2/22 18:42		パソコン		クレジットカード		11/2/22 18:42		5000														個人																																																																																																																												masuda1335@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		090-7164-9373		1										1		1

		RUNNET		9246604		C00029601599		37741869								9km 男子　高校生以上		小出 勝		コイデ マサル		1/2/57		65		男性		861-8028		43		熊本県		熊本市東区新南部4-9-52				096-382-2293						4000		1		同意				9/6/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 21:03		4000														個人																																																																																																																												mas-kaz-mei-kyon@docomo.ne.jp		1:30:00				車		090-5472-9636										1

		RUNNET		9282579		C00029601813		37742133								9km 男子　高校生以上		渡邉 康司		ワタナベ コウジ		9/15/80		42		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町33-12				090-7158-2439						4000		1		同意				9/6/22 5:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 17:53		4000														個人																																																																																																																												kjwtnb1980915@icloud.com		0:38:00				車		080-1783-0190		1

		RUNNET		9284832		C00029798161		37963188								ハーフマラソン 男子　30代		岩熊 保嗣		イワクマ ヤスシ		6/11/86		36		男性		807-1312		40		福岡県		鞍手郡鞍手町大字中山2768番地187				0949-42-4937		090-3661-6467				5000		1		同意				10/10/22 10:47		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ihome003@vir.bbiq.jp		1:54:59		Lサイズ		車		080-6353-3249		1		1				1

		RUNNET		9313438		C00029786830		37950949								ハーフマラソン 女子　40代		堂園 美香		ドウゾノ ミカ		4/17/80		42		女性		860-0814		43		熊本県		熊本市中央区琴平本町5-23				096-372-1486				080-6410-8702		5000		1		同意				10/7/22 22:54		パソコン		クレジットカード		10/7/22 22:54		5000														個人																																																																																																																												ve9888a8e7awfee@i.softbank.jp		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		963721486		1

		RUNNET		9375309		C00029643755		37790294								ハーフマラソン 男子　40代		西 弘二		ニシ コウジ		5/19/75		47		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平２－２５－８３		ガウディ高平A　102号		090-4666-7009						5000		1		同意				9/14/22 12:08		パソコン		クレジットカード		9/14/22 12:08		5000														個人																																																																																																																												k.nishi.0519@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		0986-38-1403										1

		RUNNET		9389580		C00029848871		38018599								ハーフマラソン 男子　40代		西山 誠一		ニシヤマ セイイチ		4/24/75		47		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山3丁目5-38				096-355-2859						5000		1		同意				10/21/22 10:35		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/22/22 15:18		5000														個人																																																																																																																												kamuro.don.0424@ezweb.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車		963552859		1

		RUNNET		9393060		C00029867450		38038772								9km 女子　高校生以上		石橋 舞子		イシバシ マイコ		8/17/85		37		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山3-8-46				090-5737-9847						4000		1		同意				10/25/22 19:12		パソコン		クレジットカード		10/25/22 19:12		4000														個人																																																																																																																												yunariku1484@gmail.com		1:30:00				徒歩		090-5737-9847		1

		RUNNET		9400153		C00029650732		37798313								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 照護		サカイ ショウゴ		10/19/82		40		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7丁目20-58				090-5027-3680				090-5027-3680		5000		1		同意				9/15/22 20:47		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 17:30		5000														個人																																																																																																																												treasure.time.19@gmail.com		1:32:00		Lサイズ		車		9050273680		1

		RUNNET		9432990		C00029615343		37757417								9km 女子　高校生以上		竹野 愛		タケノ アイ		11/5/76		46		女性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷1-16-30		サンビレッジ八景水谷IIA203		090-7154-2177				090-7154-2177		4000		1		同意				9/7/22 23:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/10/22 21:29		4000														個人																																																																																																																												osorani_ai-n_001115@docomo.ne.jp		0:53:00				車		969351690				1

		RUNNET		9452824		C00029901560		38078075								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		小林 周平		コバヤシ シュウヘイ		9/25/97		25		男性		859-2206		42		長崎県		南島原市有家町中須川40-3		201号室		080-5218-6547				080-5218-6547		5000		1		同意				11/1/22 21:41		パソコン		クレジットカード		11/1/22 21:41		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		538		KOBAYASHI		Syuuhei		143593833		個人																																																																																																																												koba.0925@docomo.ne.jp		1:18:00		Sサイズ		車		0956-22-3313		1		1		1

		RUNNET		9469062		C00029610560		37751936								ハーフマラソン 男子　60代		高木 雄二		タカキ ユウジ		7/9/60		62		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-22-2				096-389-7592				090-1977-7665		5000		1		同意				9/7/22 5:03		パソコン		Amazon Pay		9/7/22 5:03		5000														個人																																																																																																																												dream196979@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		徒歩		096-389-7592		1

		RUNNET		9469062		C00029638440		37784005		4839265		高木 雄二		096-389-7592		9km 女子　高校生以上		高木 里実		タカキ サトミ		2/28/91		31		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-22-2				096-389-7592				090-1977-7665		4000		1		確認				9/12/22 23:30		パソコン		Amazon Pay		9/12/22 23:30		4000														ご家族																																																																																																																												dream196979@yahoo.co.jp		1:00:00				徒歩		096-389-7592		1

		RUNNET		9477627		C00029644245		37790852								9km 男子　高校生以上		木村 正士		キムラ セイシ		9/18/59		63		男性		861-4115		43		熊本県		熊本市南区川尻6-11-56				096-358-1590				090-7156-4162		4000		1		同意				9/14/22 14:01		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/15/22 9:07		4000														個人																																																																																																																												kawashiripapa@yahoo.co.jp		1:40:00				車		090-7156-4162		1										1

		RUNNET		9517419		C00029827500		37995469								ハーフマラソン 男子　30代		林田 章		ハヤシダ アキラ		4/14/83		39		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市中央区保田窪1-1-51		モンパレ上水前寺601		090-3660-1285				090-3660-1285		5000		1		同意				10/16/22 17:10		パソコン		クレジットカード		10/16/22 17:10		5000														個人																																																																																																																												a_hayashida1983@yahoo.co.jp		2:10:30		Mサイズ		車		0964-33-1285		1

		RUNNET		9518751		C00029656267		37804484		4841211		南 智志		090-5923-9995		ハーフマラソン 男子　30代		南 智志		ミナミ サトシ		2/16/84		38		男性		836-0872		40		福岡県		大牟田市黄金町2-21-3				090-5923-9995						5000		1		同意				9/16/22 21:04		パソコン		クレジットカード		9/16/22 21:04		5000														ご家族																																																																																																																												seyhh.3733@gmail.com		1:35:00		Lサイズ		車		090-8624-5525		1

		RUNNET		9518751		C00029656267		37804485		4841211		南 智志		090-5923-9995		3kmキッズラン 男子　小学生		南 羽琉		ミナミ ハル		5/24/12		10		男性		836-0872		40		福岡県		大牟田市黄金町2-21-3				090-5923-9995						2500		1		確認				9/16/22 21:04		パソコン		クレジットカード		9/16/22 21:04		2500														ご家族																																																																																																																												seyhh.3733@gmail.com		0:15:00				車		9059239995		1

		RUNNET		9582765		C00029691079		37843797								ハーフマラソン 男子　40代		竹内 晴彦		タケウチ ハルヒコ		1/24/80		42		男性		869-1237		43		熊本県		菊池郡大津町美咲野4-18-7				096-201-4839				090-8006-8397		5000		1		同意				9/23/22 12:27		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/30/22 18:09		5000														個人																																																																																																																												ac-jabara@docomo.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		090-1166-7331										1

		RUNNET		9602598		C00029671258		37821731								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		冨永 郁弥		トミナガ フミヤ		7/22/87		35		男性		832-0815		40		福岡県		柳川市三橋町白鳥487-5				080-1746-6512		080-1746-6512		080-1746-6512		3000		1		同意				9/19/22 20:43		パソコン		クレジットカード		9/19/22 20:43		3000														個人																																																																																																																												fmy0722@yahoo.co.jp		0:10:00				車		080-1746-6512		1		1												冨永　大智		トミナガ　タイチ		男		2/22/17

		RUNNET		9612212		C00029637481		37782828								ハーフマラソン 男子　40代		山之口 哲也		ヤマノクチ テツヤ		5/23/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1468-7				080-1721-3168				080-1721-3168		5000		1		同意				9/12/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												yatsutechikunomaya23_0107@yahoo.co.jp		1:55:00		Lサイズ		車		090-2582-8515												1

		RUNNET		9619649		C00029641737		37788004								9km 男子　高校生以上		坂木 直哉		サカキ ナオヤ		10/15/94		28		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎3-9-18		チアフルビューティ田迎701		090-1877-1898						4000		1		同意				9/13/22 21:48		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/14/22 17:56		4000														個人																																																																																																																												naayouymai@yahoo.co.jp		1:20:00				車		9027111898		1

		RUNNET		9621707		C00029614335		37756231								ハーフマラソン 男子　50代		一門 和哉		イチカド カズヤ		4/3/64		58		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江3-4-35				096-382-8935				090-1193-7517		5000		1		同意				9/7/22 21:07		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/8/22 7:19		5000														個人																																																																																																																												kazuichi6443@gem.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車		9062999666				1

		RUNNET		9625492		C00029644655		37791309								ハーフマラソン 男子　70歳以上		神田 眞一郎		カンダ シンイチロウ		9/22/49		73		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘7丁目1番66号				080-5863-7682		080-5863-7682		080-5863-7682		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 14:14		5000														個人																																																																																																																												akog7is@gmail.com		2:18:00		Mサイズ		車		080-6406-3778		1

		RUNNET		9631173		C00029866506		38037717								9km 男子　高校生以上		前田 直也		マエダ ナオヤ		4/18/85		37		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日8-2-27				090-8417-2634						4000		1		同意				10/25/22 13:54		パソコン		Amazon Pay		10/25/22 13:54		4000														個人																																																																																																																												n09084172633@outlook.jp		0:45:00				車		9084172633		1

		RUNNET		9675751		C00029921480		38099959		4871936		石崎 宙也		080-1740-7128		9km 男子　高校生以上		石崎 宙也		イシザキ ヒロヤ		9/12/92		30		男性		886-0003		45		宮崎県		小林市堤2075-2				080-1740-7128						4000		1		同意				11/5/22 16:04		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:04		4000														ご家族																																																																																																																												tyuuya_hiroya@icloud.com		0:55:00				車		8097364856										1

		RUNNET		9675751		C00029921480		38099960		4871936		石崎 宙也		080-1740-7128		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		石崎 咲紀		イシザキ サキ		1/23/92		30		女性		886-0003		45		宮崎県		小林市堤2075-2				080-1740-7128						3000		1		確認				11/5/22 16:04		パソコン		クレジットカード		11/5/22 16:04		3000														ご家族																																																																																																																												tyuuya_hiroya@icloud.com		0:20:00				車に同乗		8017407128										1						石崎　愛月		イシザキ　アヅキ		女		9/5/20

		RUNNET		9696859		C00029771114		37934336								ハーフマラソン 男子　30代		菊池 厚介		キクチ コウスケ		4/19/86		36		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷1丁目25-60		レーベンパレス102		080-1720-7353						5000		1		同意				10/5/22 20:57		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/5/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												kouchanto19@icloud.com		2:59:59		Mサイズ		車		963575041						1

		RUNNET		9697013		C00029664586		37813917								ハーフマラソン 男子　60代		髙沢 眞一		タカサワ シンイチ		11/18/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山1-25-17		ニューステージ帯山807		096-385-6112		090-5087-7615		090-5087-7615		5000		1		同意				9/18/22 14:16		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:16		5000														個人																																																																																																																												obiyama12517@yahoo.co.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		090-5387-0745								1

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775483		4838358		田上 肇		090-2085-6601		ハーフマラソン 男子　40代		田上 肇		タガミ ハジメ		8/26/78		44		男性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						5000		1		同意				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		5000														ご家族																																																																																																																												hajime.tagami@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-2085-6601		1

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775484		4838358		田上 肇		090-2085-6601		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		田上 真里		タガミ マリ		10/23/86		36		女性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						3000		1		確認				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		3000														ご家族																																																																																																																												marichan.1986.1023@gmail.com		0:08:00				車に同乗		090-2085-6601		1														田上　実佳		タガミ　ミカ		女		11/10/16

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775485		4838358		田上 肇		090-2085-6601		3kmキッズラン 女子　小学生		田上 奈々		タガミ ナナ		8/8/14		8		女性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						2500		1		確認				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		2500														ご家族																																																																																																																												hajime.tagami@gmail.com		0:18:00				車に同乗		090-2085-6601		1

		RUNNET		9705241		C00029916244		38094227								ハーフマラソン 男子　30代		横山 良平		ヨコヤマ リョウヘイ		11/28/86		35		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田1丁目15-25		サンシャイン三ノ宮203号		090-1347-8452						5000		1		同意				11/4/22 16:35		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												goripa1128@yahoo.co.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-9480-7250		1

		RUNNET		9710170		C00029717750		37874633		4848172		増村 麻美		090-9486-4638		3kmキッズラン 女子　小学生		増村 虹那		マスムラ ニナ		8/25/10		12		女性		819-0055		40		福岡県		福岡市西区生の松原1-12-11				090-9486-4638				090-9486-4638		2500		1		確認				9/29/22 18:00		パソコン		クレジットカード		9/29/22 18:00		2500														ご家族																																																																																																																												asamitowaninaanji@gmail.com		0:15:00				車		090-9486-4638		1

		RUNNET		9710170		C00029729167		37887616								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		増村 麻美		マスムラ アサミ		12/13/80		41		女性		819-0055		40		福岡県		福岡市西区生の松原1-12-11				090-9486-4638				090-9486-4638		3000		1		同意				9/30/22 21:13		パソコン		クレジットカード		9/30/22 21:13		3000														個人																																																																																																																												asamitowaninaanji@gmail.com		0:08:00				車		090-9486-4638		1														増村　杏慈		マスムラ　アンジ		女		8/2/16

		RUNNET		9716824		C00029601521		37741768								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		古田 明宏		フルタ アキヒロ		2/17/79		43		男性		836-0082		40		福岡県		大牟田市片平町148-9				079-676-3406				090-9622-0071		3000		1		同意				9/6/22 0:03		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/11/22 17:55		3000														個人																																																																																																																												tafuru.34060217@docomo.ne.jp		0:20:00				車		9096220071		1														古田　悠真		フルタ　ユウマ		男		12/20/17

		RUNNET		9721094		C00029787799		37951987								9km 男子　高校生以上		永田 浩二		ナガタ コウジ		9/16/61		61		男性		865-0023		43		熊本県		玉名市大倉15-2				050-1200-1340				090-5736-1594		4000		1		同意				10/8/22 8:34		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/14/22 18:41		4000														個人																																																																																																																												koujirunrun@icloud.com		0:38:00				車		9043570251		1

		RUNNET		9723974		C00029648353		37795566								ハーフマラソン 男子　40代		田尻 隆幸		タジリ タカユキ		12/20/77		44		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平３－１９ー１５				090-9581-9724						5000		1		同意				9/15/22 11:19		パソコン		クレジットカード		9/15/22 11:19		5000														個人																																																																																																																												karinkuuga3434@docomo.ne.jp		1:50:00		Lサイズ		車		9043453980														1

		RUNNET		9732241		C00029699683		37853560								ハーフマラソン 男子　40代		吹田 宏樹		フキタ ヒロキ		10/11/73		49		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田1-15-73		サーパス京町台403		096-324-7728				090-2506-1153		5000		1		同意				9/25/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:56		5000														個人																																																																																																																												daichanmandayon@yahoo.co.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-2582-2423						1

		RUNNET		9740334		C00029645348		37792114								ハーフマラソン 男子　60代		上妻 利博		コウヅマ トシヒロ		6/16/58		64		男性		861-4111		43		熊本県		熊本市南区合志2-6-22				096-357-5179				090-2967-5309		5000		1		同意				9/14/22 20:09		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												kozumatoshi@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		080-3227-1904		1												1

		RUNNET		9740548		C00029711597		37867273								ハーフマラソン 男子　40代		家入 隆弘		イエイリ タカヒロ		8/19/77		45		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7-8-146				090-7258-5426						5000		1		同意				9/27/22 22:15		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/29/22 7:56		5000														個人																																																																																																																												smaplove-2006-@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車に同乗		090-1083-8236		1

		RUNNET		9744837		C00029821085		37988473								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		中野 靖夫		ナカノ ヤスオ		8/12/77		45		男性		862-0911		43		熊本県		熊本市東区健軍3-11-11				090-9590-2318		090-9590-2318		090-9590-2318		30000		1		同意				10/15/22 10:02		パソコン		クレジットカード		10/15/22 10:02		30000														チーム		健軍小おやじの会		中野 靖夫		ナカノ ヤスオ		45		8/12/77		男性		なし		甲斐原 聡臣		カイバラ サトオミ		43		6/11/79		男性		なし		濱野 隆一		ハマノ リュウイチ		46		9/26/76		男性		なし		前田 洋一郎		マエダ ヨウイチロウ		45		4/2/77		男性		なし		前田 秀美		マエダ ヒデミ		14		4/3/08		女性		なし		上田 杏香		ウエダ アンナ		14		5/2/08		女性		なし		上田 笙悟		ウエダ ショウゴ		11		6/2/11		男性		なし		浅野 竜彦		アサノ タツヒコ		46		6/1/76		男性		なし		坂上 真也		サカガミ シンヤ		38		8/10/84		男性		なし		小柳 香織		コヤナギ カオリ		39		8/13/83		女性		なし		yasu2120055@gmail.com						車		9095902318		1										1

		RUNNET		9745139		C00029604810		37745397								ハーフマラソン 男子　60代		荒砂 久雄		アラスナ ヒサオ		7/15/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2-2-27-605				096-340-1553				080-1786-8597		5000		1		同意				9/6/22 12:41		パソコン		クレジットカード		9/6/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												suna3551ara@docomo.ne.jp		2:48:00		Lサイズ		車		096-340-1553		1								1

		RUNNET		9746498		C00029784308		37948228								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		松木 健		マツキ タケシ		1/24/94		28		男性		860-0078		43		熊本県		熊本市中央区京町2-14-33		アストリー京町台302		090-7451-4088						15000		1		同意				10/7/22 14:58		パソコン		PayPal		10/7/22 14:58		15000														チーム		アスリートクラブXYZ		松木 健		マツキ タケシ		28		1/24/94		男性		なし		鶴田 大貴		ツルタ ヒロキ		29		6/26/93		男性		なし		中村 航		ナカムラ ワタル		29		8/27/93		男性		なし		武田 龍一郎		タケダ リュウイチロウ		29		8/12/93		男性		なし		金子 亮介		カネコ リョウスケ		29		8/9/93		男性		なし																																																														pine-takechan-1@docomo.ne.jp						車		090-7451-4088		1

		RUNNET		9752802		C00029867791		38039166								ハーフマラソン 女子　50代		石橋 八千代		イシバシ ヤチヨ		11/12/68		54		女性		869-1112		43		熊本県		菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1-27-23				096-339-1453		070-4545-9663		070-4545-9663		5000		1		同意				10/25/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/25/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												kanimi55@yahoo.co.jp		1:59:00		Sサイズ		車		090-3606-2363				1				1

		RUNNET		9768100		C00029683952		37836001								ハーフマラソン 男子　50代		浦上 博充		ウラガミ ヒロミツ		8/1/70		52		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-5-51-1				096-388-0646						5000		1		同意				9/22/22 8:42		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/29/22 16:02		5000														個人																																																																																																																												hiro-uragami@outlook.jp		1:45:00		Lサイズ		自転車・バイク		080-4277-3994		1		1

		RUNNET		9771881		C00029710190		37865618								希望の襷リレー【3時間】  5人チーム（年齢制限なし）		浅野 友紀		アサノ ユウキ		7/13/78		44		男性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園28-7		1006		090-9597-9499				090-9597-9499		15000		1		同意				9/27/22 17:18		パソコン		クレジットカード		9/27/22 17:18		15000														チーム		村上商会		浅野 友紀		アサノ ユウキ		44		7/13/78		男性		なし		竹下 龍二		タケシタ リュウジ		46		9/26/76		男性		なし		安武 佑弥		ヤスタケ ユウヤ		36		3/27/86		男性		なし		木村 貴将		キムラ タカヒト		49		4/25/73		男性		なし		阿曽田 真		アソダ マサシ		33		11/26/89		男性		なし																																																														yuki0553@icloud.com						車に同乗		090-9597-9499		1

		RUNNET		9774403		C00029663409		37812526								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		松崎 公太郎		マツザキ コウタロウ		4/7/75		47		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町18-13				090-3046-9449						3000		1		同意				9/18/22 9:37		パソコン		PayPal		9/18/22 9:37		3000														個人																																																																																																																												powerkm@icloud.com		0:12:00				車		9030469449		1		1				1								松崎　大知		マツザキ　ダイチ		男		9/6/16

		RUNNET		9774403		C00029922151		38100670								ハーフマラソン 男子　40代		松崎 公太郎		マツザキ コウタロウ		4/7/75		47		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町18-13				090-3046-9449						5000		1		同意				11/5/22 18:51		パソコン		PayPal		11/5/22 18:51		5000														個人																																																																																																																												powerkm@icloud.com		1:28:00		Lサイズ		車		9079267223										1

		RUNNET		9802681		C00029922946		38101506								ハーフマラソン 男子　30代		荒木 崇士		アラキ タカシ		6/3/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3-1-72		プレミスト大江ザレジデンス1209号		080-5263-0263				080-5263-0263		5000		1		同意				11/5/22 21:18		パソコン		クレジットカード		11/5/22 21:18		5000														個人																																																																																																																												t.alucky020603@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		9036363107		1

		RUNNET		9816811		C00029665567		37815040								ハーフマラソン 男子　40代		水上 和臣		ミズカミ カズオミ		12/6/76		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出5-1-155				096-367-6767		096-367-6767		090-1870-4798		5000		1		同意				9/18/22 17:56		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/25/22 10:27		5000														個人																																																																																																																												kazu.1976.12.6@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		096-367-6766		1		1				1

		RUNNET		9818594		C00029867911		38039295								ハーフマラソン 男子　50代		田村 義史		タムラ ヨシフミ		10/28/64		58		男性		890-0053		46		鹿児島県		鹿児島市中央町5-26-701		セントラルヒルズ		096-338-9833		090-7161-7422		090-7161-7422		5000		1		同意				10/25/22 20:48		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/28/22 13:35		5000														個人																																																																																																																												yt391028@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		963389833		1										1

		RUNNET		9864044		C00029630738		37775081								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐々木 悠		ササキ ユウ		4/6/83		39		男性		864-0002		43		熊本県		荒尾市万田993-2				080-1780-8321		080-1780-8321		080-1780-8321		3000		1		同意				9/11/22 14:20		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 14:20		3000														個人																																																																																																																												sayunine46@gmail.com		0:10:00				車		8017808321		1		1												佐々木　湊		ササキ　ミナト		男		6/24/16

		RUNNET		9870906		C00029761984		37924285		4852045		後藤 ともみ		0968-24-2452		3kmキッズラン 女子　小学生		後藤 彩音		ゴトウ アヤネ		5/31/11		11		女性		861-1302		43		熊本県		菊池市下河原756-1				0968-24-2452						2500		1		確認				10/4/22 13:23		パソコン		クレジットカード		10/4/22 13:23		2500														ご家族																																																																																																																												y-1z0..t-1m3@docomo.ne.jp		0:12:00				車		080-1777-7601								1

		RUNNET		9902387		C00029637557		37782919								ハーフマラソン 男子　30代		高橋 祐貴		タカハシ ユウキ		5/31/87		35		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山7丁目1-116				090-7538-1439				090-7538-1439		5000		1		同意				9/12/22 21:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/13/22 14:06		5000														個人																																																																																																																												takahashiryou0407@icloud.com		1:34:58		LLサイズ		徒歩		9075381439										1

		RUNNET		9908497		C00029863685		38034632								ハーフマラソン 男子　40代		中原 隆浩		ナカハラ タカヒロ		8/3/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1673-1		ラフィネーラ四方寄503		090-9595-1358		090-9595-1358		090-9595-1358		5000		1		同意				10/24/22 20:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/25/22 20:20		5000														個人																																																																																																																												taka.run0801@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8398-4115		1		1

		RUNNET		9914925		C00029868467		38039901								3kmキッズラン 男子　小学生		重元 晴喜		シゲモト ハルキ		2/5/13		9		男性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822						2500		1		同意				10/25/22 22:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 17:36		2500														個人																																																																																																																												025haruki@gmail.com		0:18:00				車		7036626822		1

		RUNNET		9945885		C00029878119		38051885								ハーフマラソン 女子　40代		三木 里美		ミキ サトミ		6/17/80		42		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-119				050-1121-8745				090-9512-0311		5000		1		同意				10/28/22 19:48		パソコン		クレジットカード		10/28/22 19:48		5000														個人																																																																																																																												one-love-wonderful-world.617@softbank.ne.jp		2:45:00		Mサイズ		車		090-2782-3871		1

		RUNNET		9963523		C00029652517		37800327								ハーフマラソン 男子　40代		福島 祐樹		フクシマ ユウキ		12/29/81		40		男性		861-0136		43		熊本県		熊本市北区植木町岩野974-1				096-272-5919				090-9560-1606		5000		1		同意				9/16/22 8:09		パソコン		クレジットカード		9/16/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												fukushima.8510@gmail.com		1:29:00		Lサイズ		車に同乗		080-1735-0127												1

		RUNNET		9986791		C00029794880		37959639								ハーフマラソン 男子　40代		中邨 順一		ナカムラ ジュンイチ		2/17/78		44		男性		889-1602		45		宮崎県		宮崎市清武町大字今泉甲3707-2番地				0985-85-2583				080-3227-9022		5000		1		同意				10/9/22 17:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/9/22 18:00		5000		宮崎陸協		宮崎陸上競技協会		3114		MIYAZAKISI		Riikuyou		5845931		個人																																																																																																																												junichi0217@q.vodafone.ne.jp		1:20:00		Sサイズ		車		0985-85-2583										1		1

		RUNNET		10024903		C00029614443		37756357								ハーフマラソン 男子　40代		坪水 将士		ツボミズ マサシ		5/31/77		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出１丁目７－４６ロイヤルコーポ月出５０４				080-5260-1942						5000		1		同意				9/7/22 21:20		パソコン		PayPal		9/7/22 21:20		5000		熊本マスターズ		熊本陸上競技協会		172668535		TSUBOMIZU		Masashi		172668535		個人																																																																																																																												marphyjr@yahoo.co.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-4312-7120				1						1		1

		RUNNET		10043823		C00029743617		37903420								ハーフマラソン 男子　40代		宮田 武志		ミヤタ タケシ		10/18/79		43		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						5000		1		同意				10/2/22 20:13		パソコン		PayPal		10/2/22 20:13		5000														個人																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10043823		C00029743717		37903524		4850482		宮田 武志		090-1977-7921		3kmキッズラン 男子　小学生		宮田 願生		ミヤタ ネガウ		5/27/14		8		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						2500		1		確認				10/2/22 20:25		パソコン		PayPal		10/2/22 20:25		2500														ご家族																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10043823		C00029743717		37903525		4850482		宮田 武志		090-1977-7921		3kmキッズラン 男子　小学生		宮田 想生		ミヤタ オモウ		10/6/15		7		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						2500		1		確認				10/2/22 20:25		パソコン		PayPal		10/2/22 20:25		2500														ご家族																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		0:20:00				車に同乗		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10044285		C00029669417		37819539								ハーフマラソン 男子　50代		佐藤 博之		サトウ ヒロユキ		1/1/65		57		男性		869-5146		43		熊本県		八代市日奈久大坪町1906-2				090-1361-7400				090-1361-7400		5000		1		同意				9/19/22 15:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 15:11		5000														個人																																																																																																																												hiro9464smaile1230@gmail.com		1:39:59		Mサイズ		車		080-1786-2793		1								1

		RUNNET		10094465		C00029646145		37793037		4840167		有吉 啓二郎		090-5735-0968		3kmキッズラン 男子　小学生		有吉 康汰		アリヨシ コウタ		11/9/10		12		男性		809-0015		40		福岡県		中間市太賀3-16-10				090-5735-0968		090-5735-0968		090-5735-0968		2500		1		確認				9/14/22 22:18		パソコン		クレジットカード		9/14/22 22:18		2500														ご家族																																																																																																																												ariyoshijidousha@gmail.com		0:11:30				車		9057350968		1		1				1

		RUNNET		10124609		C00029658768		37807257								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		小野 千尋		オノ チヒロ		10/14/86		36		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘9丁目6-87		コモドヴィラ光の森３０３		090-7923-1478						3000		1		同意				9/17/22 8:52		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/24/22 21:11		3000														個人																																																																																																																												onochi.1014@gmail.com		0:07:00				車に同乗		9049956501								1								小野　葵		オノ　アオイ		男		10/3/16

		RUNNET		10146133		C00029644656		37791310								ハーフマラソン 男子　70歳以上		尾形 三喜雄		オガタ ミキオ		11/18/50		72		男性		861-1103		43		熊本県		合志市野々島５６７７ー５４				096-242-5247				080-7724-6465		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		Amazon Pay		9/14/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												gga610584@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		096-242-5247		1

		RUNNET		10148409		C00029857307		38027756								ハーフマラソン 男子　30代		本田 城光		ホンダ ジョウコウ		9/24/86		36		男性		861-4607		43		熊本県		上益城郡甲佐町豊内457		ヴェルファーレ西ノ宮B棟		096-234-1680				090-6892-2498		5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/24/22 8:19		5000														個人																																																																																																																												hondajyoko@gmail.com		1:27:50		Mサイズ		車		090-9078-8778				1

		RUNNET		10163023		C00029714981		37871305								ハーフマラソン 男子　40代		重留 正行		シゲトメ マサユキ		7/23/82		40		男性		899-2441		46		鹿児島県		日置市伊集院町桑畑590-2				090-5089-2043				090-5089-2043		5000		1		同意				9/28/22 21:31		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/28/22 21:35		5000														個人																																																																																																																												masauike_gackt_5723@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		080-1731-5908										1		1

		RUNNET		10168063		C00029617367		37759729								ハーフマラソン 男子　30代		西川 翔大		ニシカワ ショウタ		12/3/82		39		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森1-10-15				096-297-7776				090-5011-0254		5000		1		同意				9/8/22 14:24		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 9:28		5000														個人																																																																																																																												s.n.571203.k.t@ezweb.ne.jp		1:20:00		LLサイズ		車		096-297-7776		1

		RUNNET		10176784		C00029704743		37859285								ハーフマラソン 男子　40代		一 孝徳		ハジメ タカノリ		5/2/82		40		男性		861-8075		43		熊本県		熊本市北区清水新地６丁目5-43				090-4481-6046				090-4481-6046		5000		1		同意				9/26/22 9:57		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/1/22 8:25		5000														個人																																																																																																																												hjmtknr@icloud.com		1:19:00		Lサイズ		車		9097963790		1

		RUNNET		10176785		C00029704748		37859290								ハーフマラソン 男子　30代		藤井 康弘		フジイ ヤスヒロ		4/23/88		34		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見3丁目2-26				090-5939-1495		090-5939-1495		090-5939-1495		5000		1		同意				9/26/22 9:58		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/2/22 13:53		5000														個人																																																																																																																												remon-4.23@docomo.ne.jp		1:19:00		Lサイズ		車		9059391495														1

		RUNNET		10192117		C00029605482		37746124								ハーフマラソン 男子　30代		古賀 雅志		コガ マサシ		12/17/88		33		男性		837-0926		40		福岡県		大牟田市上白川町2丁目90-6				080-1716-6829						5000		1		同意				9/6/22 13:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 18:16		5000														個人																																																																																																																												i_just_gotta_do_it_my_way@i.softbank.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-4584-3647		1		1

		RUNNET		10208915		C00029870079		38041642								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		井手 廉太郎		イデ レンタロウ		6/27/01		21		男性		861-5534		43		熊本県		熊本市北区釜尾町12-2		ベルメゾン大勢　208		0955-22-1290		090-1971-7279		090-1971-7279		5000		1		同意				10/26/22 12:07		パソコン		クレジットカード		10/26/22 12:07		5000														個人																																																																																																																												waurinka007@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		電車		9018705766		1		1

		RUNNET		10225843		C00029848511		38018225								ハーフマラソン 男子　40代		野田 智之		ノダ トモユキ		12/5/74		47		男性		860-0823		43		熊本県		熊本市中央区世安町248-8				096-265-4939				090-2711-5621		5000		1		同意				10/21/22 7:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/24/22 11:25		5000														個人																																																																																																																												ichimei8787@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5938-3540		1

		RUNNET		10231257		C00029656085		37804279								ハーフマラソン 男子　30代		後藤 公徳		ゴトウ キミノリ		2/16/87		35		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-10-38				090-9562-8099						5000		1		同意				9/16/22 20:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 7:14		5000														個人																																																																																																																												kiminori0216@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-1871-1127		1										1

		RUNNET		10233503		C00029637036		37782318								ハーフマラソン 女子　40代		平川 悦子		ヒラカワ エツコ		12/11/72		49		女性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出1-1-40		エイルマンション帯山東310		090-3660-4635						5000		1		同意				9/12/22 19:42		パソコン		Amazon Pay		9/12/22 19:42		5000														個人																																																																																																																												echuco.h@gmail.com		2:40:00		Mサイズ		車		9036646510		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10255545		C00029810130		37976180								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮崎 晴太郎		ミヤザキ セイタロウ		3/13/00		22		男性		861-6101		43		熊本県		上天草市松島町阿村436-8				0969-56-0173		080-3988-0173				5000		1		同意				10/12/22 15:53		パソコン		ペイジー対応ATM		10/12/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												haretarou0313@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-7468-0173						1				1

		RUNNET		10266585		C00029687914		37840288								ハーフマラソン 男子　30代		林田 隆典		ハヤシダ タカノリ		12/26/83		38		男性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町17-17		アイランドコート保田窪803		090-2586-2215						5000		1		同意				9/22/22 20:56		パソコン		クレジットカード		9/22/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												rindanri@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9025862215		1

		RUNNET		10267417		C00029645665		37792474								ハーフマラソン 男子　60代		久保田 継臣		クボタ ツギオミ		10/29/56		66		男性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				0965-36-1331				090-8224-1029		5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kubotsugi.1029@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8224-1029		1

		RUNNET		10272460		C00029823888		37991532								ハーフマラソン 女子　40代		髙嶋 綾		タカシマ アヤ		6/16/80		42		女性		862-0955		43		熊本県		熊本市中央区神水本町21-21		アソシア神水ガーデンテラス206		090-9575-2690						5000		1		同意				10/15/22 21:29		パソコン		クレジットカード		10/15/22 21:29		5000														個人																																																																																																																												takaaya2000@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8762-2492		1

		RUNNET		10313345		C00029689270		37841800								ハーフマラソン 男子　30代		千馬 靖弘		センバ ヤスヒロ		10/31/85		37		男性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-7-2-2				090-9587-5330						5000		1		同意				9/23/22 0:11		パソコン		クレジットカード		9/23/22 0:11		5000														個人																																																																																																																												yasusen1031@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		9049913629		1		1

		RUNNET		10343232		C00029857308		38027757								ハーフマラソン 女子　50代		有野 紀子		アリノ ノリコ		10/22/64		58		女性		866-0831		43		熊本県		八代市萩原町1-7-28				0965-32-7516						5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 14:11		5000														個人																																																																																																																												nancybar18red@gmail.com		2:30:30		Mサイズ		車		9096582520		1

		RUNNET		10350176		C00029645664		37792473								ハーフマラソン 女子　60代		久保田 祐子		クボタ ユウコ		6/23/61		61		女性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				090-1927-3136						5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												yuko19610623@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		9082241029		1

		RUNNET		10394188		C00029918283		38096439								ハーフマラソン 女子　30代		八田 智美		ヤツダ トモミ		12/23/87		34		女性		862-0916		43		熊本県		熊本市東区佐土原2-5-36				080-3972-1311						5000		1		同意				11/4/22 21:47		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												y.tomo.0814@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		8052540860				1								1

		RUNNET		10394264		C00029707239		37862190								ハーフマラソン 男子　60代		木下 堅		キノシタ カタシ		10/13/58		64		男性		869-0552		43		熊本県		宇城市不知火町高良2091-1				0964-32-3607				090-2718-5662		5000		1		同意				9/26/22 21:11		パソコン		クレジットカード		9/26/22 21:11		5000														個人																																																																																																																												run.k.k151013@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-2517-1509		1

		RUNNET		10396671		C00029808477		37974386		4856819		谷川 莉玖		096-338-5068		3kmキッズラン 男子　中学生		谷川 莉玖		タニガワ リク		3/23/10		12		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘4-2-8				096-338-5068		090-7392-6363		090-7392-6363		2500		1		同意				10/12/22 6:25		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/19/22 19:48		2500														ご家族																																																																																																																												k.tanigawa829@gmail.com		0:15:00				車		090-7392-6363						1

		RUNNET		10396671		C00029808477		37974387		4856819		谷川 莉玖		096-338-5068		3kmキッズラン 女子　小学生		谷川 結良		タニガワ ユラ		3/9/12		10		女性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘4-2-8				096-338-5068		090-7392-6363		090-7392-6363		2500		1		確認				10/12/22 6:25		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/19/22 19:48		2500														ご家族																																																																																																																												k.tanigawa829@gmail.com		0:15:00				車		090-7392-6363						1

		RUNNET		10407723		C00029682382		37834231								ハーフマラソン 男子　40代		松本 泰彦		マツモト ヤスヒコ		12/11/73		48		男性		864-0041		43		熊本県		荒尾市荒尾1770				0968-64-4423				090-4775-9104		5000		1		同意				9/21/22 21:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/25/22 15:39		5000														個人																																																																																																																												g.1973ym@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9043404112		1		1

		RUNNET		10413747		C00029716586		37873222								ハーフマラソン 男子　60代		井 二郎		イ ジロウ		4/9/58		64		男性		869-2704		43		熊本県		阿蘇郡産山村田尻233				0967-25-2405				080-5240-3349		5000		1		同意				9/29/22 10:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/4/22 17:00		5000														個人																																																																																																																												0km42118325314k@ezweb.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		8052490716		1						1				1

		RUNNET		10447262		C00029871286		38043422								9km 男子　高校生以上		中島 雅弘		ナカシマ マサヒロ		12/8/66		55		男性		864-0026		43		熊本県		荒尾市牛水牛水		610-9		0968-63-2485		0968-63-2485		090-7921-9604		4000		1		同意				10/26/22 18:23		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/29/22 16:50		4000														個人																																																																																																																												ffsn30h8xfq6h5hsvyjb@docomo.ne.jp		0:55:30				車		0968-63-2485		1		1

		RUNNET		10468808		C00029635679		37780694								ハーフマラソン 男子　40代		髙橋 大輔		タカハシ ダイスケ		8/29/82		40		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1-13-302				070-3532-0502						5000		1		同意				9/12/22 12:49		パソコン		クレジットカード		9/12/22 12:49		5000														個人																																																																																																																												daisuke@growth-capability.com		1:30:30		Mサイズ		車		8059046999		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10498505		C00029912042		38089828								9km 女子　高校生以上		松岡 南		マツオカ ミナミ		11/8/99		23		女性		869-0545		43		熊本県		宇城市松橋町砂川801				0964-33-0693		080-8371-1108		080-8371-1108		4000		1		同意				11/3/22 22:07		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 21:25		4000														個人																																																																																																																												minamin1108@icloud.com		0:40:30				車		090-2852-9377		1

		RUNNET		10511044		C00029648333		37795532								ハーフマラソン 男子　50代		山下 淳一		ヤマシタ ジュンイチ		1/13/67		55		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町3-7				096-381-3167						5000		1		同意				9/15/22 11:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/21/22 22:06		5000														個人																																																																																																																												koinunojun@yahoo.co.jp		1:50:00		Sサイズ		車		096-381-3167												1

		RUNNET		10517103		C00029647610		37794670								ハーフマラソン 男子　40代		中林 之隆		ナカバヤシ ユキタカ		2/16/73		49		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石288-11				080-6422-1063						5000		1		同意				9/15/22 8:14		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/17/22 15:22		5000														個人																																																																																																																												kantanseikatu@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		080-6444-3026								1		1

		RUNNET		10517256		C00029601705		37742006								ハーフマラソン 男子　30代		牧 貴浩		マキ タカヒロ		8/24/83		39		男性		861-1211		43		熊本県		菊池市泗水町亀尾3568-1				0968-38-3523				090-7450-1594		5000		1		同意				9/6/22 1:31		パソコン		クレジットカード		9/6/22 1:31		5000														個人																																																																																																																												potatohead0824carpbaka@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		車		968383523		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10522852		C00029601561		37741817								ハーフマラソン 男子　50代		内山 和久		ウチヤマ カズヒサ		8/7/67		55		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1ー25-602				096-325-3617				090-3321-9071		5000		1		同意				9/6/22 0:09		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 19:19		5000														個人																																																																																																																												chamapapa8.7@gmail.com		2:20:00		Mサイズ		車		9018762706		1

		RUNNET		10528481		C00029870383		38042080								ハーフマラソン 女子　40代		須本 江穂		スモト ミズホ		3/6/77		45		女性		808-0032		40		福岡県		北九州市若松区老松2-9-26				093-751-2772		090-7462-3534		090-7462-3534		5000		1		同意				10/26/22 12:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 17:25		5000														個人																																																																																																																												minop.shop@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		093-751-2772		1

		RUNNET		10530263		C00029668962		37819007								ハーフマラソン 男子　60代		竹口 亮二		タケグチ リョウジ		3/27/61		61		男性		862-0903		43		熊本県		熊本市東区若葉3-13-30		サーパス若葉第二704		096-367-9477		090-4982-6503		090-4982-6503		5000		1		同意				9/19/22 13:25		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ryo860-8799t@docomo.ne.jp		2:10:00		LLサイズ		車		090-5923-7232		1		1

		RUNNET		10541354		C00029649445		37796843								ハーフマラソン 男子　40代		川口 大介		カワグチ ダイスケ		12/4/79		42		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷4-3-11				096-344-2075		090-9572-3606		090-9572-3606		5000		1		同意				9/15/22 15:41		パソコン		クレジットカード		9/15/22 15:41		5000														個人																																																																																																																												dice.k.moccosu@gmail.com		1:59:59		Mサイズ		車		090-4779-7611		1		1								1

		RUNNET		10554892		C00029905160		38082110								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		植村 優太		ウエムラ ユウタ		9/9/05		17		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿3丁目6番10号				096-201-4603				090-1345-6598		5000		1		同意				11/2/22 16:06		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 11:00		5000														個人																																																																																																																												yutagarden2020@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		9094958288		1

		RUNNET		10563049		C00029807851		37973742								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		下村 栄見子		シモムラ エミコ		2/3/67		55		女性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺1-5-4				096-387-6708				090-4346-6728		9000		1		同意				10/11/22 23:14		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 23:14		9000														チーム		FUN RUN GIRLS		下村 栄見子		シモムラ エミコ		55		2/3/67		女性		なし		明石 美和子		アカシ ミワコ		42		6/18/80		女性		なし		井藤 えつこ		イトウ エツコ		50		12/4/71		女性		なし																																																																																						emikoshimomu@yahoo.co.jp						車に同乗		090-1513-6840		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10578089		C00029818850		37986050								9km 女子　高校生以上		松本 のどか		マツモト ノドカ		2/21/85		37		女性		866-0051		43		熊本県		八代市麦島東町3-28-102				090-5470-5162				090-5470-5162		4000		1		同意				10/14/22 20:02		パソコン		クレジットカード		10/14/22 20:02		4000														個人																																																																																																																												nodouu.1613@gmail.com		1:25:00				車		090-5290-0896		1		1				1		1		1

		RUNNET		10611565		C00029672649		37823314								ハーフマラソン 女子　30代		合力 佳奈		ゴウリキ カナ		7/2/90		32		女性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-11-18		304		080-1782-0371						5000		1		同意				9/20/22 3:29		パソコン		Amazon Pay		9/20/22 3:29		5000														個人																																																																																																																												fxb-core.72kn@docomo.ne.jp		2:30:00		Sサイズ		車		9087636080		1		1

		RUNNET		10654878		C00029917945		38096081								ハーフマラソン 男子　50代		山田 祐治		ヤマダ ユウジ		9/24/65		57		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘2-16-29				096-337-3444				090-5384-4950		5000		1		同意				11/4/22 21:05		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:05		5000														個人																																																																																																																												santa924.yujji@docomo.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-337-3444		1

		RUNNET		10659896		C00029917223		38095304								ハーフマラソン 男子　40代		瀧川 尚樹		タキガワ ナオキ		7/3/80		42		男性		866-0884		43		熊本県		八代市松崎町193-7				090-1355-1440						5000		1		同意				11/4/22 19:28		パソコン		Amazon Pay		11/4/22 19:28		5000														個人																																																																																																																												challengernaoki@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9072959755		1

		RUNNET		10668668		C00029750763		37911620								希望の襷リレー【3時間】  3人チーム（年齢制限なし）		中村 武蔵		ナカムラ ムサシ		6/17/80		42		男性		869-0454		43		熊本県		宇土市古城町202-2				090-8410-6120						9000		1		同意				10/3/22 12:56		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/5/22 7:39		9000														チーム		中ちゃん		中村 武蔵		ナカムラ ムサシ		42		6/17/80		男性		なし		野上 良一		ノガミ リョウイチ		62		12/21/59		男性		なし		田添 雅人		タゾエ マサト		45		12/2/76		男性		なし																																																																																						hasori@docomo.ne.jp						車		090-8410-6120												1

		RUNNET		10672868		C00029601592		37741862								ハーフマラソン 男子　60代		村上 健二		ムラカミ ケンジ		9/16/59		63		男性		800-0041		40		福岡県		北九州市門司区泉ケ丘2番35号				093-372-1683				090-5086-7888		5000		1		同意				9/6/22 0:19		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/6/22 12:24		5000														個人																																																																																																																												momokenpapa@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		093-372-1683		1				1		1

		RUNNET		10681659		C00029654682		37802773								ハーフマラソン 男子　30代		田中 健太		タナカ ケンタ		4/22/86		36		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1丁目9-30		ハイリッヒ新屋敷202		090-9608-8278						5000		1		同意				9/16/22 19:37		パソコン		クレジットカード		9/16/22 19:37		5000														個人																																																																																																																												ken-t_sh-147529.7a@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		099-257-2558												1

		RUNNET		10682081		C00029874667		38047882								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		川原 翔悟		カワハラ ショウゴ		2/7/95		27		男性		810-0014		40		福岡県		福岡市中央区平尾4-4-16		アイヴェール平尾702		080-1542-7370						5000		1		同意				10/27/22 18:27		パソコン		クレジットカード		10/27/22 18:27		5000														個人																																																																																																																												shokawaha@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		電車		090-9597-1016		1

		RUNNET		10693677		C00029629492		37773623								ハーフマラソン 女子　40代		西浦 沙織		ニシウラ サオリ		6/28/81		41		女性		869-0415		43		熊本県		宇土市古保里町534-3		14番街Ａ-1		090-7927-1224				090-7927-1224		5000		1		同意				9/11/22 9:20		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/11/22 11:40		5000														個人																																																																																																																												saya.nana.07070707@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9079271224								1				1

		RUNNET		10695803		C00029884204		38059069								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		西岡 一斗		ニシオカ カズト		7/28/99		23		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6-6-7		ラフォーレ2 103号		080-2790-0728		080-2790-0728		080-2790-0728		5000		1		同意				10/30/22 13:46		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/30/22 20:55		5000														個人																																																																																																																												kazuto.n28@gmail.com		1:15:00		Lサイズ		電車		9084118629						1

		RUNNET		10701001		C00029610259		37751592								9km 男子　高校生以上		寺園 沢		テラゾノ タク		7/30/90		32		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田5丁目13-27				096-227-6641						4000		1		同意				9/7/22 0:00		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/14/22 15:29		4000														個人																																																																																																																												taku@sus03.com		1:10:00				自転車・バイク		9054792214		1

		RUNNET		10701001		C00029610266		37751599								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		寺園 沢		テラゾノ タク		7/30/90		32		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田5丁目13-27				096-227-6641						3000		1		同意				9/7/22 0:02		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/14/22 15:29		3000														個人																																																																																																																												taku@sus03.com		0:20:00				自転車・バイク		9054792214		1														寺園　湊		テラゾノ　ソウ		男		8/31/16

		RUNNET		10701017		C00029875757		38049176								ハーフマラソン 男子　40代		松永 裕樹		マツナガ ユウキ		5/5/81		41		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領6丁目1-38		プレミール壱番館301		090-7983-6341				090-7983-6341		5000		1		同意				10/27/22 22:48		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/28/22 10:40		5000														個人																																																																																																																												yuuki0505ss@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		9079836341		1

		RUNNET		10704714		C00029707338		37862311								ハーフマラソン 男子　50代		牛島 誠一		ウシジマ セイイチ		4/1/66		56		男性		860-0088		43		熊本県		熊本市西区津浦町6-61				090-4771-5070						5000		1		同意				9/26/22 21:26		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/27/22 12:23		5000														個人																																																																																																																												sarm-2004@lilac.plala.or.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-4771-5070		1

		RUNNET		10705678		C00029601600		37741870								9km 女子　高校生以上		小出 和代		コイデ カズヨ		2/6/67		55		女性		861-8028		43		熊本県		熊本市東区新南部4-9-52				090-4994-6625						4000		1		同意				9/6/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/7/22 14:44		4000														個人																																																																																																																												kaz.mie-kyon@docomo.ne.jp		1:30:00				車		9054729636										1

		RUNNET		10712347		C00029635129		37780092								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井本 恵理子		イノモト エリコ		10/24/80		42		女性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2791-5				090-7296-2285						3000		1		同意				9/12/22 10:22		パソコン		クレジットカード		9/12/22 10:22		3000														個人																																																																																																																												erimo393@gmail.com		0:15:00				車		9084032216		1														井本　彩百合		イノモト　サユリ		女		9/5/16

		RUNNET		10716028		C00029667730		37817525								ハーフマラソン 男子　50代		飯干 智裕		イイホシ トモヒロ		11/15/70		52		男性		861-4105		43		熊本県		熊本市南区元三町3-2-9				096-358-9596				090-7452-0416		5000		1		同意				9/19/22 8:10		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 17:59		5000														個人																																																																																																																												hoshi-land4547@ezweb.ne.jp		2:20:00		Lサイズ		車		096-358-9596										1

		RUNNET		10719489		C00029667787		37817589								ハーフマラソン 男子　40代		井本 慶一郎		イノモト ケイイチロウ		12/25/81		40		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2791-5				090-8403-2216		090-8403-2216		090-8403-2216		5000		1		同意				9/19/22 8:38		パソコン		クレジットカード		9/19/22 8:38		5000														個人																																																																																																																												ki10241225@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8403-2216		1		1

		RUNNET		10721369		C00029676668		37827797								希望の襷リレー【3時間】  4人チーム（年齢制限なし）		西野 勝彦		ニシノ カツヒコ		11/12/75		47		男性		843-0301		41		佐賀県		嬉野市嬉野町下宿丁207-54				0954-43-5850				090-7925-5452		12000		1		同意				9/20/22 21:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/26/22 12:50		12000														チーム		ももちゃんと愉快な仲間たち		西野 勝彦		ニシノ カツヒコ		47		11/12/75		男性		なし		西野 紘子		ニシノ ヒロコ		46		9/22/76		女性		なし		西野 心彩		ニシノ ココア		11		9/19/11		女性		なし		西野 萌々		ニシノ モモ		8		4/17/14		女性		なし																																																																										rei.coco.momo.922@icloud.com						車		090-7925-5452		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10721666		C00029678039		37829335		4843576		馬原 正展		090-2089-7234		3kmキッズラン 男子　小学生		馬原 葵惟		マハラ キイ		4/15/12		10		男性		865-0003		43		熊本県		玉名市溝上3番地				090-2089-7234						2500		1		確認				9/21/22 6:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/28/22 20:38		2500														ご家族																																																																																																																												m.masanobu0209@gmail.com		0:30:00				車		9020897234		1

		RUNNET		10721778		C00029678555		37829913								ハーフマラソン 女子　40代		吉永 清美		ヨシナガ キヨミ		8/26/75		47		女性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-1-29				070-2262-2468		070-2262-2468		070-2262-2468		5000		1		同意				9/21/22 9:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/26/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												a2b4c6d8a2b4c6d8@icloud.com		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-8418-7719		1										1

		RUNNET		10723809		C00029689699		37842270								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 修		クロキ オサム		9/3/65		57		男性		891-0113		46		鹿児島県		鹿児島市東谷山2丁目49-11		パークサイド吉留301		090-1779-6726						5000		1		同意				9/23/22 6:53		パソコン		クレジットカード		9/23/22 6:53		5000														個人																																																																																																																												doradora0574@docomo.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-6524-1922												1

		RUNNET		10724381		C00029692372		37845259								ハーフマラソン 男子　60代		池田 博信		イケダ ヒロノブ		11/25/58		64		男性		869-0511		43		熊本県		宇城市松橋町曲野3137-3				0964-33-0161		090-3079-9614		090-3079-9614		5000		1		同意				9/23/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/23/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												dec527282@yahoo.co.jp		1:59:00		Mサイズ		車		9030799614												1

		RUNNET		10724876		C00029694944		37848230								ハーフマラソン 女子　50代		本田 春美		ホンダ ハルミ		2/4/65		57		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-24-86				096-380-0589				090-5736-5596		5000		1		同意				9/24/22 7:43		パソコン		クレジットカード		9/24/22 7:43		5000														個人																																																																																																																												haru0204sk@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		徒歩		9030140589		1

		RUNNET		10725740		C00029735729		37894936								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		田中 玲衣		タナカ レイ		5/31/97		25		女性		861-4115		43		熊本県		熊本市南区川尻1-4-67				096-357-9366				080-2707-9959		5000		1		同意				10/1/22 15:16		パソコン		クレジットカード		10/1/22 15:16		5000														個人																																																																																																																												rtrt.0531@gmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9090775117		1

		RUNNET		10725913		C00029857513		38027974								ハーフマラソン 女子　40代		木村 慶子		キムラ ケイコ		4/17/80		42		女性		870-0028		44		大分県		大分市新町8-10		エイルマンション大分中央401号		090-7156-2398						5000		1		同意				10/23/22 17:27		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:27		5000														個人																																																																																																																												keiko_hmn@hotmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9095873767								1

		RUNNET		10727671		C00029882327		38056897								9km 男子　高校生以上		清田 茂		キヨタ シゲル		6/6/69		53		男性		869-0524		43		熊本県		宇城市松橋町豊福5504				080-4289-2779		080-4289-2779				4000		1		同意				10/29/22 21:39		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/31/22 17:54		4000														個人																																																																																																																												sm60vhtaiken16@gmail.com		1:10:00				車		8042892779		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10730321		C00029852698		38022753								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		谷口 拓未		タニグチ タクミ		1/21/02		20		男性		839-0809		40		福岡県		久留米市東合川3丁目20-3		シャルム1		070-4788-6120		070-4788-6120		070-4788-6120		5000		1		同意				10/22/22 13:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 13:23		5000														個人																																																																																																																												takumi140121@icloud.com		3:00:00		Lサイズ		電車		7047886120		1		1

		RUNNET		10731176		C00029918514		38096691								ハーフマラソン 男子　50代		古澤 文也		フルサワ フミヤ		10/24/68		54		男性		869-1404		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村河陽5839				080-3953-1895						5000		1		同意				11/4/22 22:19		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 10:50		5000														個人																																																																																																																												fumiya10241968@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5925-577								1		1		1

		RUNNET		10732357		C00029799661		37964792								9km 女子　高校生以上		野上 実千代		ノガミ ミチヨ		12/12/59		62		女性		862-0956		43		熊本県		熊本市中央区水前寺公園3-30-1301				096-285-5315				090-7981-7319		4000		1		同意				10/10/22 15:47		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/17/22 12:35		4000														個人																																																																																																																												pinkgrapefruits-mission36green@docomo.ne.jp		1:20:00				車に同乗		080-5609-1944		1						1				1

		RUNNET		10733268		C00029727739		37885892								9km 男子　高校生以上		松本 慶使朗		マツモト ケイシロウ		12/22/85		36		男性		861-2211		43		熊本県		上益城郡益城町福原499-39				090-7985-1060						4000		1		同意				9/30/22 18:46		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/2/22 9:23		4000														個人																																																																																																																												keimei1207@gmail.com		1:00:00				車		9079851060		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10739939		C00029759845		37921955		4851902		上田 覚		090-2505-9251		3kmキッズラン 男子　小学生		上田 竣太郎		ウエダ シュンタロウ		3/2/15		7		男性		860-0078		43		熊本県		熊本市中央区京町1-6-9				090-2505-9251		090-2505-9251		090-2505-9251		2500		1		確認				10/4/22 7:31		パソコン		クレジットカード		10/4/22 7:31		2500														ご家族																																																																																																																												sato.y-tourstage.ts-201@docomo.ne.jp0		0:25:00				車に同乗		090-2505-9251		1

		RUNNET		10740047		C00029760328		37922485		4851941		田中 智子		090-5735-4779		3kmキッズラン 男子　小学生		田中 蓮都		タナカ レント		11/1/12		10		男性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水7-88-13				090-5735-4779				090-5735-4779		2500		1		確認				10/4/22 9:05		パソコン		クレジットカード		10/4/22 9:05		2500														ご家族																																																																																																																												y230128_r241101@yahoo.ne.jp		0:15:00				車		9057354779		1				1

		RUNNET		10740340		C00029761777		37924053								9km 男子　高校生以上		永田 明		ナガタ アキラ		3/14/84		38		男性		869-1207		43		熊本県		菊池市旭志新明1609-1				0968-37-2618		090-6892-8855		090-3335-9510		4000		1		同意				10/4/22 13:00		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/7/22 20:35		4000														個人																																																																																																																												ak.m_b07_07@docomo.ne.jp		1:20:00				車		9068928855						1		1

		RUNNET		10740561		C00029762755		37925122								ハーフマラソン 男子　40代		児玉 勇嗣		コダマ ユウジ		11/29/79		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田8-10-24				096-285-6937						5000		1		同意				10/4/22 15:33		パソコン		クレジットカード		10/4/22 15:33		5000														個人																																																																																																																												l.yamato4627@icloud.com		2:01:01		Lサイズ		車		8092424627		1

		RUNNET		10740857		C00029763893		37926388								9km 男子　高校生以上		森川 颯馬		モリカワ ソウマ		8/18/00		22		男性		865-0135		43		熊本県		玉名郡和水町瀬川887-2				0968-86-4847		080-2715-8538		080-2715-8538		4000		1		同意				10/4/22 19:24		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/11/22 17:42		4000														個人																																																																																																																												morikawa.soma@icloud.com		1:00:00				車に同乗		0968-86-4847		1

		RUNNET		10742231		C00029771128		37934352								ハーフマラソン 男子　40代		鎌田 浩幹		カマタ ヒロキ		11/21/78		44		男性		862-0965		43		熊本県		熊本市南区田井島1丁目7-23		1005		090-1873-1978				090-1873-1978		5000		1		同意				10/5/22 20:59		パソコン		クレジットカード		10/5/22 20:59		5000														個人																																																																																																																												k4u4169@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-1178-7798		1

		RUNNET		10743209		C00029779511		37943183								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		牧 浩司		マキ コウジ		12/21/82		39		男性		861-1323		43		熊本県		菊池市西寺1552-1		キャトルセゾン西寺2		080-6417-1982						3000		1		同意				10/6/22 20:57		パソコン		クレジットカード		10/6/22 20:57		3000														個人																																																																																																																												kj0532@gmail.com		0:09:00				車		090-5023-5874										1						牧　琉翔		マキ　リュウト		男		9/6/16

		RUNNET		10743806		C00029783956		37947849								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		黒木 真吾		クロキ シンゴ		12/13/86		35		男性		866-0815		43		熊本県		八代市長田町3378-2		テンジンハイツA105		090-9657-3523				090-9657-3523		3000		1		同意				10/7/22 13:34		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/9/22 13:12		3000														個人																																																																																																																												ctpzshingo@gmail.com		0:15:00				車		090-5081-4073		1										1				黒木　結仁		クロキ　ユイト		男		9/27/19

		RUNNET		10743895		C00029786142		37950194								3kmキッズラン 男子　小学生		有田 健人		アリタ ケント		9/10/15		7		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪5-20-13				090-4981-4393						2500		1		同意				10/7/22 21:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/11/22 16:58		2500														個人																																																																																																																												ktkm0507@yahoo.co.jp		0:20:00				車		090-4981-4393		1

		RUNNET		10745002		C00029791289		37955766		4854897		福島 佳奈		090-5682-9630		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		福島 望		フクシマ ノゾミ		10/29/86		36		男性		860-0817		43		熊本県		熊本市中央区迎町1-7-18-903				090-5682-9630						3000		1		確認				10/8/22 21:12		パソコン		Amazon Pay		10/8/22 21:12		3000														ご家族																																																																																																																												kk_hina-ai_xxx@docomo.ne.jp		0:06:00				車		9056829630		1		1												福島　結翔		フクシマ　ユウト		男		5/15/16

		RUNNET		10747284		C00029801343		37966621								ハーフマラソン 男子　40代		松本 聡		マツモト サトル		2/29/80		42		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-16-13				080-8385-5512						5000		1		同意				10/10/22 20:29		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:29		5000														個人																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		0965-67-5211		1		1						1		1

		RUNNET		10747284		C00029801774		37967097		4856068		松本 聡		080-8385-5512		ハーフマラソン 女子　30代		冨田 枝里		トミタ エリ		2/9/88		34		女性		860-0019		43		熊本県		熊本市中央区船場町3-27		vinsent船場505		080-1728-9986						5000		1		確認				10/10/22 21:15		パソコン		クレジットカード		10/10/22 21:15		5000														お仲間																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		8083855512		1		1

		RUNNET		10747655		C00029803274		37968717								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		葉山 大志		ハヤマ タイシ		12/25/00		21		男性		860-0851		43		熊本県		熊本市中央区子飼本町17-33		マーカス子飼102		070-2388-1225		070-2388-1225		070-2388-1225		5000		1		同意				10/11/22 2:11		パソコン		クレジットカード		10/11/22 2:11		5000														個人																																																																																																																												hayataigg25@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		080-5245-8777		1				1

		RUNNET		10747745		C00029803700		37969166								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井野 由依		イノ ユイ		8/8/90		32		女性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３丁目5-3-201				0967-32-0080				080-5206-4119		3000		1		同意				10/11/22 8:19		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 8:19		3000														個人																																																																																																																												vykyiv888@gmail.com		0:15:00				車に同乗		9019271418								1								井野　翔惺		イノ　ショウセイ		男		12/2/16

		RUNNET		10747745		C00029803719		37969191		4856290		井野 由依		0967-32-0080		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		井野 尊晴		イノ タカハル		3/14/86		36		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３丁目5-3-201				0967-32-0080				080-5206-4119		3000		1		確認				10/11/22 8:24		パソコン		Amazon Pay		10/11/22 8:24		3000														ご家族																																																																																																																												vykyiv888@gmail.com		0:20:00				車		8052064119								1								井野　瑛翔		イノ　エイト		男		6/1/18

		RUNNET		10750027		C00029841945		38011256		4860678		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 男子　小学生		佐多 蓮乃介		サタ レンノスケ		4/9/12		10		男性		860-0001		43		熊本県		熊本市中央区千葉城町4-8		アンピール熊本城210		080-3991-9044						2500		1		確認				10/19/22 18:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														ご家族																																																																																																																												stella.1203t@gmail.com		0:30:00				車に同乗		9074462662												1

		RUNNET		10750027		C00029841945		38011257		4860678		佐多 たき		080-3991-9044		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		佐多 佑介		サタ ユウスケ		10/30/84		38		男性		860-0001		43		熊本県		熊本市中央区千葉城町4-8		アンピール熊本城210		080-3991-9044						3000		1		確認				10/19/22 18:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		3000														ご家族																																																																																																																												stella.1203t@gmail.com		0:02:05				車		9074462692												1				佐多　椋乃介		サタ　クラノスケ		男		1/31/17

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011270		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		橋本 真琴		ハシモト マコト		5/9/84		38		男性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										3000		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		3000														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:25:00				車		9088301745												1				橋本　貫汰		ハシモト　カンタ		男		2/11/18

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011271		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 女子　小学生		橋本 花菜		ハシモト ハナ		11/23/11		11		女性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										2500		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:30:00				車に同乗		9088301745												1

		RUNNET		10750027		C00029841958		38011272		4860679		佐多 たき		080-3991-9044		3kmキッズラン 女子　小学生		橋本 陽菜		ハシモト ヒナ		11/23/11		11		女性		861-4112		43		熊本県		熊本市南区白藤1-1-45										2500		1		確認				10/19/22 18:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/26/22 16:52		2500														お仲間																																																																																																																												makojiro59@icloud.com		0:30:00				車に同乗		9088301745												1

		RUNNET		10752858		C00029828221		37996241		4859053		小嶋 俊介		090-9593-9394		3kmキッズラン 男子　小学生		小嶋 唯斗		コジマ ユイト		5/1/11		11		男性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町3丁目4-25				090-9593-9394		080-2752-1764				2500		1		確認				10/16/22 19:01		パソコン		クレジットカード		10/16/22 19:01		2500														ご家族																																																																																																																												sensyaninaritai@yahoo.co.jp		0:15:00				車		090-9593-9394				1

		RUNNET		10752858		C00029828221		37996242		4859053		小嶋 俊介		090-9593-9394		3kmキッズラン 男子　小学生		小嶋 斗紀也		コジマ トキヤ		10/31/13		9		男性		860-0004		43		熊本県		熊本市中央区新町3丁目4-25				090-9593-9394		080-2752-1764				2500		1		確認				10/16/22 19:01		パソコン		クレジットカード		10/16/22 19:01		2500														ご家族																																																																																																																												sensyaninaritai@yahoo.co.jp		0:18:00				車		090-9593-9394				1

		RUNNET		10753431		C00029863279		38034187								希望の襷リレー【3時間】  10人チーム（年齢制限なし）		坂田 賢吾		サカタ ケンゴ		8/7/81		41		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江4-2-30		708		090-3412-6252						30000		1		同意				10/24/22 18:39		パソコン		ペイジー対応ATM		10/26/22 13:38		30000														チーム		タックス東		松下 拓矢		マツシタ タクヤ		27		6/10/95		男性		なし		小幡 哲郎		コバタ テツロウ		31		5/21/91		男性		なし		赤嶺 詩旺		アカミネ シオ		24		9/1/98		男性		なし		濱本 昌志		ハマモト マサシ		32		5/29/90		男性		なし		坂田 賢吾		サカタ ケンゴ		41		8/7/81		男性		なし		吉山 萌百花		ヨシヤマ モモカ		24		9/1/98		女性		なし		西村 優奈		ニシムラ ユウナ		20		12/9/01		女性		なし		木田 悠介		キダ ユウスケ		22		5/15/00		男性		なし		中山 智公		ナカヤマ トモヒロ		32		9/19/90		男性		なし		池平 和央		イケヒラ カズヒロ		36		9/10/86		男性		なし		shi-3-puta@i.softbank.jp						車		090-3412-6252								1		1		1

		RUNNET		10753438		C00029913001		38090851								ハーフマラソン 男子　50代		本山 忍		モトヤマ シノブ		8/11/69		53		男性		811-1213		40		福岡県		那珂川市中原5丁目98-1アルファスマート博多南202				090-2500-5612						5000		1		同意				11/4/22 7:27		パソコン		クレジットカード		11/4/22 7:27		5000														個人																																																																																																																												tozinbara@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		電車		9025005612		1										1

		RUNNET		10753715		C00029839947		38009109								9km 男子　高校生以上		倉原 準一		クラハラ ジュンイチ		2/11/50		72		男性		879-6104		44		大分県		竹田市荻町藤渡604番地				0974-68-2709		0974-68-2709		090-7292-2426		4000		1		同意				10/19/22 3:36		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/20/22 13:46		4000														個人																																																																																																																												j.kurahara0211@gmail.com		0:54:00				徒歩		9079839876				1				1		1		1

		RUNNET		10755044		C00029843225		38012625		4860835		菊池 ゆかり		090-9563-3181		3kmキッズラン 女子　小学生		菊池 莉央		キクチ リオ		6/6/14		8		女性		860-0824		43		熊本県		熊本市中央区十禅寺１丁目８－１５ボヌール十禅寺Ｂ棟２０２				090-9563-3181				090-9563-3181		2500		1		確認				10/19/22 22:12		パソコン		クレジットカード		10/19/22 22:12		2500														ご家族																																																																																																																												yukarikikuchi0615@gmail.com		0:20:00				車		090-9563-3181		1								1

		RUNNET		10755933		C00029842625		38011982								ハーフマラソン 男子　40代		近藤 昭仁		コンドウ アキヒト		9/20/75		47		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田8-9-36				090-9564-1357						5000		1		同意				10/19/22 20:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/20/22 19:53		5000														個人																																																																																																																												akihito-ak@docomo.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		自転車・バイク		090-9564-1357		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10756089		C00029843400		38012807		4860853		田村 和代		096-370-3043		3kmキッズラン 女子　小学生		田村 樹莉		タムラ ジュリ		7/27/13		9		女性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江6丁目1-60-308				096-370-3043				090-8912-6737		2500		1		確認				10/19/22 22:37		パソコン		クレジットカード		10/19/22 22:37		2500														ご家族																																																																																																																												kacchan.wara@docomo.ne.jp		0:20:00				車に同乗		9089126737		1

		RUNNET		10757181		C00029848850		38018577								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		坂本 健盛		サカモト ケンセイ		10/3/90		32		男性		860-0854		43		熊本県		熊本市中央区東子飼町1-15		サクシード藤崎201		080-4284-1496		080-4284-1496		080-4284-1496		3000		1		同意				10/21/22 10:28		パソコン		クレジットカード		10/21/22 10:28		3000														個人																																																																																																																												skmt.sei.yu@gma		0:20:00				車		090-8838-2245		1														坂本　圭		サカモト　ケイ		女		6/7/18

		RUNNET		10757860		C00029851812		38021797								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		倉原 未波		クラハラ ミナミ		7/25/97		25		女性		869-1109		43		熊本県		菊池郡菊陽町新山3-16-12				080-2781-8992						5000		1		同意				10/22/22 8:55		パソコン		クレジットカード		10/22/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												kurachann2@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		自転車・バイク		090-4345-0561		1				1		1		1

		RUNNET		10759007		C00029856321		38026680								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		福田 裕美子		フクダ ユミコ		10/10/94		28		女性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12		オリエンス八反田４０５		080-1709-9156						5000		1		同意				10/23/22 12:38		パソコン		クレジットカード		10/23/22 12:38		5000														個人																																																																																																																												yumiiiiko.1010@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		080-6440-9818		1

		RUNNET		10759235		C00029857464		38027924								3kmキッズラン 女子　小学生		有田 桜		アリタ サクラ		10/26/13		9		女性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2486-10 A201		サウザンドタウン		080-6652-5200				090-7163-5752		2500		1		同意				10/23/22 17:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 17:39		2500														個人																																																																																																																												a.youki.sun.i@gmail.com		0:20:00				車		9071635752								1		1

		RUNNET		10760304		C00029875168		38048482								9km 男子　高校生以上		坂内 健吾		バンナイ ケンゴ		5/3/81		41		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷3-5-3-101				080-8080-7890						4000		1		同意				10/27/22 20:46		パソコン		クレジットカード		10/27/22 20:46		4000														個人																																																																																																																												kengo.bannai@accenture.com		0:50:00				車		9079906703		1

		RUNNET		10761201		C00029873509		38046423								ハーフマラソン 女子　30代		和泉 佳奈		イズミ カナ		8/13/83		39		女性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間4-19-6				090-2079-2293						5000		1		同意				10/27/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												corarlli13@yahoo.co.jp		2:38:14		Lサイズ		車		9094944238		1						1

		RUNNET		10761774		C00029868547		38039985								3kmキッズラン 女子　小学生		重元 佳笑		シゲモト ヨシエ		2/17/15		7		女性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南4丁目15-18				070-3662-6822						2500		1		同意				10/25/22 22:35		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/27/22 17:36		2500														個人																																																																																																																												20150217yoshie@gmail.com		0:20:30				車		7036626822		1

		RUNNET		10762786		C00029871399		38043566		4864297		市原 大揮		090-8417-6662		3kmキッズラン 男子　小学生		市原 颯大		イチハラ ソウタ		11/24/12		10		男性		860-0813		43		熊本県		熊本市中央区琴平1-1-13				090-8417-6662		090-8417-6662		090-8417-6662		2500		1		確認				10/26/22 19:03		パソコン		クレジットカード		10/26/22 19:03		2500														ご家族																																																																																																																												monkey-15737@docomo.ne.jp		0:30:00				車		090-4512-9992		1

		RUNNET		10764386		C00029875826		38049253								ハーフマラソン 男子　30代		濵本 祥吾		ハマモト ショウゴ		8/6/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江2-2-1		MJRザ・ガーデン大江810		080-1751-9007						5000		1		同意				10/27/22 23:04		パソコン		クレジットカード		10/27/22 23:04		5000														個人																																																																																																																												sh.sho.shon@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車		090-6294-3837		1

		RUNNET		10766830		C00029882101		38056646								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		福田 晃平		フクダ コウヘイ		2/19/95		27		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12-405		オリエンス八反田405号		080-6440-9818		080-6440-9818		080-6440-9818		5000		1		同意				10/29/22 20:56		パソコン		クレジットカード		10/29/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												kouhei_0219supermiracle@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-1709-9156		1

		RUNNET		10769773		C00029885424		38060419								3kmキッズラン 男子　小学生		沖 勲希		オキ イサキ		4/27/11		11		男性		861-4171		43		熊本県		熊本市南区御幸西2-2-20-3				090-5477-9999						2500		1		同意				10/30/22 18:23		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/30/22 19:34		2500														個人																																																																																																																												hatsuizuisa8291@gmail.com		0:15:00				車		9054779999		1

		RUNNET		10774373		C00029892944		38068775								1.2km親子ラン 未就学児1名と18歳以上の保護者1名		林田 大幸		ハヤシダ ヒロユキ		11/28/86		35		男性		862-0911		43		熊本県		熊本市東区健軍1-8-2		カーネリアン健軍102		080-8358-5107		080-8358-5107		080-8358-5107		3000		1		同意				10/31/22 22:19		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 20:05		3000														個人																																																																																																																												hiroyuki11286295@gmail.com		0:10:00				車		080-8358-5107		1														林田　大幸		ハヤシダ　ユウト		男		10/19/16

		RUNNET		10778987		C00029906575		38083717								ハーフマラソン 男子　50代		西川 志水		ニシカワ シスイ		7/5/70		52		男性		861-0556		43		熊本県		山鹿市平山2811-3				090-4353-8454						5000		1		同意				11/2/22 21:43		パソコン		クレジットカード		11/2/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												hina0770@iCloud.com		2:30:00		LLサイズ		車		9043538454		1								1		1

		RUNNET		10781369		C00029912029		38089815								9km 男子　高校生以上		佐々木 將人		ササキ マサヒト		2/15/00		22		男性		862-0916		43		熊本県		熊本市東区佐土原1-15-20				080-8573-6403						4000		1		同意				11/3/22 22:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 21:09		4000														個人																																																																																																																												s.03110ssk@gmail.com		1:10:00				車		080-8573-6403										1

		RUNNET		10782776		C00029917581		38095696								ハーフマラソン 男子　30代		溝口 英		ミゾグチ ヒデ		3/8/92		30		男性		865-0065		43		熊本県		玉名市築地2006-2		グランパティオ1-202		080-6435-0308						5000		1		同意				11/4/22 20:14		パソコン		クレジットカード		11/4/22 20:14		5000														個人																																																																																																																												bnr32.mh@gmail.com		1:55:00		Sサイズ		車		090-2714-4244		1		1

		RUNNET		10784336		C00029922844		38101401								9km 男子　高校生以上		秋山 準弥		アキヤマ ジュンヤ		8/10/03		19		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江3-7-7		ロイヤル新大江111号室		080-3604-8100						4000		1		同意				11/5/22 20:59		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:04		4000														個人																																																																																																																												ju810nya@icloud.com		1:00:00				車		080-3604-8100		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10784345		C00029922854		38101411								9km 男子　高校生以上		三輪 充志		ミワ アツシ		12/4/92		29		男性		860-0822		43		熊本県		熊本市中央区本山町203-3		アーバニスト606		080-2697-1204						4000		1		同意				11/5/22 21:01		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:04		4000														個人																																																																																																																												atsushi.5589@icloud.com		1:00:00				車		8027187700		1		1				1		1

		RUNNET		10784369		C00029922953		38101513								9km 男子　高校生以上		石原 佑輔		イシハラ ユウスケ		9/21/92		30		男性		861-8044		43		熊本県		熊本市東区神園2-3-63		クアトロディーオガーデンB102		080-1774-5491						4000		1		同意				11/5/22 21:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/5/22 21:24		4000														個人																																																																																																																												ishihara921921@gmail.com		1:00:00				車		8042713378												1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　60代		四位純徳		シイ　スミノリ		10/29/59				男性		886-0004				宮崎県		宮崎県小林市細野2294-1		 		090-1515-3844																																																																																																																																																																smkss.smile53@i.softbank.jp				LLサイズ		車

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 女性　30代 ジョセイ		西村優美		ニシムラ　マサミ		8/31/84				女性		869-0552				熊本県		宇城市不知火町高良2193-2		 ビレッジハウス不知火1-206、西村方		080-6456-7758																																																																																																																																																																macha0968465759@gmail.com				Sサイズ		車		080-1792-2584 夫

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男性　30代 ダンセイ		藤川靖		フジカワ　ヤスシ		6/27/80				男性		860-0051				熊本県		熊本市西区二本木２－３－８		 フォーエス熊本駅前３ ２０２		090-4487-9172																																																																																																																																																																xallobjectsinnaturex@gmail.com				Mサイズ		車		0967723146 藤川睦子(母)

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　60代		西山一夫		ニシヤマ　カズオ		10/18/62				男性		869-0123				熊本県		玉名郡長洲町長洲387		 一戸建て		090-1083-0103																																																																																																																																																																zuo.rskt@icloud.com				Lサイズ		車

		SPORTSENTRY														3kmキッズラン 男子　小学生		板坂昌磨		イタサカ　ショウマ		5/14/13				男性		862-0976				熊本県		熊本市中央区九品寺二丁目2-40-202		  板坂　純那様方		080-2714-2416																																																																																																																																																																j.ak.s.1218@au.com						車		08027142416 母

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　70代		有江勝成		アリエ カツナリ		11/1/50				男性		861-8045				熊本県		熊本市小山5丁目32番15号		 		096-388-2137																																																																																																																																																																arie_0917@yahoo.co.jp				Mサイズ		徒歩		有江春代　・　妻

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男性　30代		村上将太		ムラカミ　ショウタ		1/8/90				男性		860-0056				熊本県		熊本市西区新土河原2-9-30		 シャルマンヒル301		080-6423-3978																																																																																																																																																																sagawasyouta@icloud.com				Mサイズ		車





ハーフ

				顧客番号		請求No.		大会エントリーID		団体申込番号		団体申込代表者氏名		団体申込代表者電話番号		表彰種目名		氏名漢字		氏名カナ		西暦生年月日		年齢		性別		郵便番号		都道府県番号		都道府県名		住所1		住所2		自宅TEL		連絡先TEL		携帯TEL		参加費		締切次数		参加規約への同意		メモ情報		受注日		受注方法		支払方法		確定日(入金確定日)		エントリー合計(税込)		陸連登録団体名■		陸連登録陸協名■		陸連登録番号■		陸連登録氏名（ローマ字）姓		陸連登録氏名（ローマ字）名		JAAF ID		エントリー種別		チーム名■		漢字氏名(メンバー1)■		カナ氏名(メンバー1)■		年齢(メンバー1)■		西暦生年月日(メンバー1)■		性別(メンバー1)■		参加規約への同意(メンバー1)■		漢字氏名(メンバー2)■		カナ氏名(メンバー2)■		年齢(メンバー2)■		西暦生年月日(メンバー2)■		性別(メンバー2)■		参加規約への同意(メンバー2)■		漢字氏名(メンバー3)■		カナ氏名(メンバー3)■		年齢(メンバー3)■		西暦生年月日(メンバー3)■		性別(メンバー3)■		参加規約への同意(メンバー3)■		漢字氏名(メンバー4)■		カナ氏名(メンバー4)■		年齢(メンバー4)■		西暦生年月日(メンバー4)■		性別(メンバー4)■		参加規約への同意(メンバー4)■		漢字氏名(メンバー5)■		カナ氏名(メンバー5)■		年齢(メンバー5)■		西暦生年月日(メンバー5)■		性別(メンバー5)■		参加規約への同意(メンバー5)■		漢字氏名(メンバー6)■		カナ氏名(メンバー6)■		年齢(メンバー6)■		西暦生年月日(メンバー6)■		性別(メンバー6)■		参加規約への同意(メンバー6)■		漢字氏名(メンバー7)■		カナ氏名(メンバー7)■		年齢(メンバー7)■		西暦生年月日(メンバー7)■		性別(メンバー7)■		参加規約への同意(メンバー7)■		漢字氏名(メンバー8)■		カナ氏名(メンバー8)■		年齢(メンバー8)■		西暦生年月日(メンバー8)■		性別(メンバー8)■		参加規約への同意(メンバー8)■		漢字氏名(メンバー9)■		カナ氏名(メンバー9)■		年齢(メンバー9)■		西暦生年月日(メンバー9)■		性別(メンバー9)■		参加規約への同意(メンバー9)■		漢字氏名(メンバー10)■		カナ氏名(メンバー10)■		年齢(メンバー10)■		西暦生年月日(メンバー10)■		性別(メンバー10)■		参加規約への同意(メンバー10)■		メールアドレス		予想タイム		Ｔシャツサイズ		交通手段		緊急連絡先TEL		今後の開催地域について(福岡県)		今後の開催地域について(佐賀県)		今後の開催地域について(長崎県)		今後の開催地域について(大分県)		今後の開催地域について(宮崎県)		今後の開催地域について(鹿児島県)		今後の開催地域について(沖縄県)		子供氏名漢字		子供氏名カナ		子供性別		子供生年月日

		RUNNET		7920321		C00029771184		37934416								ハーフマラソン 男子　30代		高木 大樹		タカキ ダイキ		12/2/86		35		男性		861-0531		43		熊本県		山鹿市中688-8				090-7154-9774						5000		1		同意				10/5/22 21:06		パソコン		クレジットカード		10/5/22 21:06		5000														個人																																																																																																																												initiald02@icloud.com		1:45:00		LLサイズ		車に同乗		090-7154-9774		1

		RUNNET		9902387		C00029637557		37782919								ハーフマラソン 男子　30代		高橋 祐貴		タカハシ ユウキ		5/31/87		35		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山7丁目1-116				090-7538-1439				090-7538-1439		5000		1		同意				9/12/22 21:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/13/22 14:06		5000														個人																																																																																																																												takahashiryou0407@icloud.com		1:34:58		LLサイズ		徒歩		9075381439										1

		RUNNET		10168063		C00029617367		37759729								ハーフマラソン 男子　30代		西川 翔大		ニシカワ ショウタ		12/3/82		39		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森1-10-15				096-297-7776				090-5011-0254		5000		1		同意				9/8/22 14:24		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 9:28		5000														個人																																																																																																																												s.n.571203.k.t@ezweb.ne.jp		1:20:00		LLサイズ		車		096-297-7776		1

		RUNNET		10681659		C00029654682		37802773								ハーフマラソン 男子　30代		田中 健太		タナカ ケンタ		4/22/86		36		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1丁目9-30		ハイリッヒ新屋敷202		090-9608-8278						5000		1		同意				9/16/22 19:37		パソコン		クレジットカード		9/16/22 19:37		5000														個人																																																																																																																												ken-t_sh-147529.7a@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		099-257-2558												1

		RUNNET		10764386		C00029875826		38049253								ハーフマラソン 男子　30代		濵本 祥吾		ハマモト ショウゴ		8/6/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江2-2-1		MJRザ・ガーデン大江810		080-1751-9007						5000		1		同意				10/27/22 23:04		パソコン		クレジットカード		10/27/22 23:04		5000														個人																																																																																																																												sh.sho.shon@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車		090-6294-3837		1

		RUNNET		6901413		C00029835814		38004622		4859994		田邉 正広		090-2198-6992		ハーフマラソン 男子　40代		田邉 正広		タナベ マサヒロ		10/13/73		49		男性		860-0805		43		熊本県		熊本市中央区桜町1-18				090-2198-6992		096-325-3474				5000		1		同意				10/18/22 5:59		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 5:59		5000														ご家族																																																																																																																												le13.octobre@icloud.com		2:00:00		LLサイズ		車		090-5727-4626								1

		RUNNET		7809361		C00029792506		37957095								ハーフマラソン 男子　40代		横田 崇		ヨコタ タカシ		3/16/73		49		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-6-30				096-288-9362		090-9491-1092		090-9491-1092		5000		1		同意				10/9/22 8:12		パソコン		クレジットカード		10/9/22 8:12		5000														個人																																																																																																																												t-yokota1936@hi2.enjoy.ne.jp		1:58:00		LLサイズ		車		080-6437-6153		1		1						1

		RUNNET		7982952		C00029661847		37810752		4841781		寺本 昌功		0964-43-0001		ハーフマラソン 男子　40代		寺本 昌功		テラモト マサノリ		2/17/78		44		男性		869-0631		43		熊本県		宇城市小川町北新田716-5				0964-43-0001				090-6953-4984		5000		1		同意				9/17/22 20:53		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/23/22 14:31		5000														ご家族																																																																																																																												itohanna.1@gmail.com		1:50:00		LLサイズ		車		9096534984		1

		RUNNET		8353753		C00029730246		37888915								ハーフマラソン 男子　40代		原田 貴浩		ハラダ タカヒロ		4/3/77		45		男性		807-0807		40		福岡県		北九州市八幡西区本城学研台本城学研台1丁目15-13				093-981-4811				090-9654-6148		5000		1		同意				9/30/22 22:40		パソコン		クレジットカード		9/30/22 22:40		5000														個人																																																																																																																												takahiro5243@gmail.com		1:58:00		LLサイズ		車		090-9654-6148		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8912649		C00029668783		37818796								ハーフマラソン 男子　40代		賀来 泰之		カク ヤスユキ		10/14/77		45		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間6-12-25				090-2855-8055						5000		1		同意				9/19/22 12:39		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:39		5000														個人																																																																																																																												kakuyasuyuki@yahoo.co.jp		2:00:00		LLサイズ		車		096-295-6972								1

		RUNNET		10793		C00029683798		37835821								ハーフマラソン 男子　50代		高森 聖人		タカモリ マサト		10/9/67		55		男性		870-0862		44		大分県		大分市大字中尾４９８番地の６				097-549-2806				090-7298-3131		5000		1		同意				9/22/22 7:53		パソコン		PayPal		9/22/22 7:53		5000														個人																																																																																																																												hashigo@me.com		1:45:00		LLサイズ		車		090-5930-4007		1						1		1

		RUNNET		6602374		C00029668907		37818943								ハーフマラソン 男子　50代		小菜 一範		オザイ カズノリ		1/27/69		53		男性		813-0014		40		福岡県		福岡市東区香椎台4-15-9				092-985-8761				080-6458-7026		5000		1		同意				9/19/22 13:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:11		5000														個人																																																																																																																												ozai@adben.co.jp		2:45:00		LLサイズ		車		9020897027		1		1		1		1

		RUNNET		7080095		C00029619201		37761853								ハーフマラソン 男子　50代		高田 雅裕		タカダ マサヒロ		10/19/70		52		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3丁目2番1号		白川住宅2-11		092-831-3162						5000		1		同意				9/8/22 21:42		パソコン		クレジットカード		9/8/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												takachan.07114@docomo.ne.jp		1:35:00		LLサイズ		電車		090-5385-7066		1

		RUNNET		7807825		C00029636129		37781263								ハーフマラソン 男子　50代		木村 武司		キムラ タケシ		9/1/72		50		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田2-12-15		ダイイチライフ弐番館205号		096-388-3521				090-4582-3536		5000		1		同意				9/12/22 14:58		パソコン		PayPal		9/12/22 14:58		5000														個人																																																																																																																												kimutake9.1@gmail.com		2:30:00		LLサイズ		車に同乗		096-388-3521		1

		RUNNET		10778987		C00029906575		38083717								ハーフマラソン 男子　50代		西川 志水		ニシカワ シスイ		7/5/70		52		男性		861-0556		43		熊本県		山鹿市平山2811-3				090-4353-8454						5000		1		同意				11/2/22 21:43		パソコン		クレジットカード		11/2/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												hina0770@iCloud.com		2:30:00		LLサイズ		車		9043538454		1								1		1

		RUNNET		66826		C00029752108		37913161								ハーフマラソン 男子　60代		若宮 洋一		ワカミヤ ヨウイチ		4/15/62		60		男性		869-2235		43		熊本県		阿蘇市狩尾917		内藤様方		0967-32-4188		096-293-9130		080-1707-3528		5000		1		同意				10/3/22 15:32		パソコン		クレジットカード		10/3/22 15:32		5000														個人																																																																																																																												yoichi4118ryokolovelove@docomo.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		090-2519-1821								1

		RUNNET		8950833		C00029829984		37998336								ハーフマラソン 男子　60代		小野 浩二		オノ コウジ		8/10/62		60		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-22				090-5385-0553		090-5385-0553		090-5385-0553		5000		1		同意				10/16/22 22:31		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/17/22 17:18		5000														個人																																																																																																																												fire0810kouji@ezweb.ne.jp		2:30:00		LLサイズ		車		096-368-2072		1

		RUNNET		10530263		C00029668962		37819007								ハーフマラソン 男子　60代		竹口 亮二		タケグチ リョウジ		3/27/61		61		男性		862-0903		43		熊本県		熊本市東区若葉3-13-30		サーパス若葉第二704		096-367-9477		090-4982-6503		090-4982-6503		5000		1		同意				9/19/22 13:25		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ryo860-8799t@docomo.ne.jp		2:10:00		LLサイズ		車		090-5923-7232		1		1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　60代		四位純徳		シイ　スミノリ		10/29/59				男性		886-0004				宮崎県		宮崎県小林市細野2294-1		 		090-1515-3844																																																																																																																																																																smkss.smile53@i.softbank.jp				LLサイズ		車

		RUNNET		10761201		C00029873509		38046423								ハーフマラソン 女子　30代		和泉 佳奈		イズミ カナ		8/13/83		39		女性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間4-19-6				090-2079-2293						5000		1		同意				10/27/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												corarlli13@yahoo.co.jp		2:38:14		Lサイズ		車		9094944238		1						1

		RUNNET		8279356		C00029826165		37994047								ハーフマラソン 女子　40代		西村 恵子		ニシムラ ケイコ		3/24/73		49		女性		861-3207		43		熊本県		上益城郡御船町御船854-2				096-282-1864				090-5949-7373		5000		1		同意				10/16/22 12:35		パソコン		Amazon Pay		10/16/22 12:35		5000		はりきりまんぼう		熊本陸上競技協会		3232		KEIKO		Nishimura		72800017		個人																																																																																																																												keikorun0324@ezweb.ne.jp		1:03:08		Lサイズ		車		9059497373		1

		RUNNET		8884243		C00029831148		37999569								ハーフマラソン 女子　60代		添田 眞理子		ソエダ マリコ		1/3/60		62		女性		862-0910		43		熊本県		熊本市東区健軍本町9-25				090-5707-9826				090-5707-9826		5000		1		同意				10/17/22 8:09		パソコン		クレジットカード		10/17/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												kenzo.050311@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		車		9016800946		1

		RUNNET		7716652		C00029753577		37914856								ハーフマラソン 男子　30代		猿渡 允敏		サルワタリ マサトシ		4/8/88		34		男性		864-0033		43		熊本県		荒尾市緑ケ丘5-4-6				0968-66-1031		090-5736-5651				5000		1		同意				10/3/22 19:20		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 18:13		5000														個人																																																																																																																												araomidoriga0ka@yahoo.co.jp		1:50:00		Lサイズ		車		090-5736-5651		1

		RUNNET		7856274		C00029816293		37983142								ハーフマラソン 男子　30代		松山 広秋		マツヤマ ヒロアキ		10/11/83		39		男性		861-8043		43		熊本県		熊本市東区戸島西4丁目9番95-2				090-7444-0597				090-7444-0597		5000		1		同意				10/14/22 6:56		パソコン		クレジットカード		10/14/22 6:56		5000														個人																																																																																																																												hiroakimatsuyama6@gmail.com		1:50:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059218932		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7996609		C00029863442		38034364								ハーフマラソン 男子　30代		田本 一了		タモト カズアキ		5/29/84		38		男性		869-4702		43		熊本県		八代市千丁町吉王丸1563				090-5381-9455						5000		1		同意				10/24/22 19:27		パソコン		クレジットカード		10/24/22 19:27		5000		オーデンAC		熊本陸上競技協会		3402		TAMOTO		Kazuaki		41692426		個人																																																																																																																												wycbt799@yahoo.co.jp		1:13:30		Lサイズ		車		9073948245		1

		RUNNET		8361490		C00029816016		37982855								ハーフマラソン 男子　30代		大塚 太志		オオツカ タイシ		6/3/85		37		男性		861-5287		43		熊本県		熊本市西区小島8-1-1				090-1879-6197						5000		1		同意				10/14/22 0:22		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/16/22 12:20		5000														個人																																																																																																																												ttkliberty@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		9059221723		1

		RUNNET		8465722		C00029921824		38100320								ハーフマラソン 男子　30代		渡辺 克己		ワタナベ カツミ		2/17/84		38		男性		876-0122		44		大分県		佐伯市弥生門田1870-1		深田団地7棟202号室　　後藤郁子様方		080-1540-0759		080-1540-0759		080-1540-0759		5000		1		同意				11/5/22 17:35		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/6/22 17:33		5000		大分陸上競技協会		大分陸上競技協会		O-00092		WATANABE		Katsumi		96495235		個人																																																																																																																												ikk0824ktm_love@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		車		080-2729-1953								1		1

		RUNNET		8600530		C00029823187		37990763								ハーフマラソン 男子　30代		松田 広治		マツダ コウジ		2/26/84		38		男性		819-0005		40		福岡県		福岡市西区内浜1-10-19		ドルフ姪浜301		090-5927-6278						5000		1		同意				10/15/22 19:22		パソコン		クレジットカード		10/15/22 19:22		5000														個人																																																																																																																												a198402@gmail.com		2:15:00		Lサイズ		車		080-2727-6315		1

		RUNNET		8815839		C00029648722		37796003								ハーフマラソン 男子　30代		下田 雄太		シモダ ユウタ		9/5/88		34		男性		861-8010		43		熊本県		熊本市東区上南部1丁目4-80		SR参番館5-1		080-5274-9508						5000		1		同意				9/15/22 12:36		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 19:13		5000														個人																																																																																																																												yu-3-to.xx19@softbank.ne.jp		1:23:00		Lサイズ		車		080-5274-9508		1

		RUNNET		9067110		C00029861201		38031913								ハーフマラソン 男子　30代		佐藤 康平		サトウ コウヘイ		8/19/92		30		男性		869-1108		43		熊本県		菊池郡菊陽町光の森5-19-5		エクセラン光の森203		090-5994-7188						5000		1		同意				10/24/22 9:07		パソコン		PayPal		10/24/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												asshimarga@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		042-664-4968								1

		RUNNET		9284832		C00029798161		37963188								ハーフマラソン 男子　30代		岩熊 保嗣		イワクマ ヤスシ		6/11/86		36		男性		807-1312		40		福岡県		鞍手郡鞍手町大字中山2768番地187				0949-42-4937		090-3661-6467				5000		1		同意				10/10/22 10:47		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/10/22 13:25		5000														個人																																																																																																																												ihome003@vir.bbiq.jp		1:54:59		Lサイズ		車		080-6353-3249		1		1				1

		RUNNET		9518751		C00029656267		37804484		4841211		南 智志		090-5923-9995		ハーフマラソン 男子　30代		南 智志		ミナミ サトシ		2/16/84		38		男性		836-0872		40		福岡県		大牟田市黄金町2-21-3				090-5923-9995						5000		1		同意				9/16/22 21:04		パソコン		クレジットカード		9/16/22 21:04		5000														ご家族																																																																																																																												seyhh.3733@gmail.com		1:35:00		Lサイズ		車		090-8624-5525		1

		RUNNET		10176785		C00029704748		37859290								ハーフマラソン 男子　30代		藤井 康弘		フジイ ヤスヒロ		4/23/88		34		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見3丁目2-26				090-5939-1495		090-5939-1495		090-5939-1495		5000		1		同意				9/26/22 9:58		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/2/22 13:53		5000														個人																																																																																																																												remon-4.23@docomo.ne.jp		1:19:00		Lサイズ		車		9059391495														1

		RUNNET		10192117		C00029605482		37746124								ハーフマラソン 男子　30代		古賀 雅志		コガ マサシ		12/17/88		33		男性		837-0926		40		福岡県		大牟田市上白川町2丁目90-6				080-1716-6829						5000		1		同意				9/6/22 13:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/6/22 18:16		5000														個人																																																																																																																												i_just_gotta_do_it_my_way@i.softbank.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-4584-3647		1		1

		RUNNET		10266585		C00029687914		37840288								ハーフマラソン 男子　30代		林田 隆典		ハヤシダ タカノリ		12/26/83		38		男性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町17-17		アイランドコート保田窪803		090-2586-2215						5000		1		同意				9/22/22 20:56		パソコン		クレジットカード		9/22/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												rindanri@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9025862215		1

		RUNNET		6666468		C00029763647		37926127								ハーフマラソン 男子　40代		宮村 泰朗		ミヤムラ ヤスヲ		10/10/73		49		男性		154-0011		13		東京都		世田谷区上馬５－３７－１				03-3419-3287		03-3419-3287		090-1736-8188		5000		1		同意				10/4/22 18:43		パソコン		PayPal		10/4/22 18:43		5000														個人																																																																																																																												miy@bouse.jp		1:30:00		Lサイズ		車		090-6109-7920		1												1

		RUNNET		6703047		C00029881168		38055593								ハーフマラソン 男子　40代		上薗 幸作		ウエゾノ コウサク		8/21/73		49		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町4丁目6-53		サンパーク東町レジデンス203号		096-360-2552						5000		1		同意				10/29/22 16:58		パソコン		Amazon Pay		10/29/22 16:58		5000														個人																																																																																																																												kousaku_uezono@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		096-360-2552		1										1

		RUNNET		7306210		C00029835349		38004141								ハーフマラソン 男子　40代		迫田 雄介		サコタ ユウスケ		4/8/81		41		男性		862-0942		43		熊本県		熊本市東区江津2-31-5				090-3600-7162				090-3600-7162		5000		1		同意				10/17/22 23:21		パソコン		Amazon Pay		10/17/22 23:21		5000														個人																																																																																																																												ysakotay@gmail.com		2:15:30		Lサイズ		車		090-9724-5736		1		1		1		1

		RUNNET		7492960		C00029811364		37977608								ハーフマラソン 男子　40代		羽山 幸輝		ハヤマ ユキテル		2/5/77		45		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪1-11-14		ロマネスク黒髪203		090-4486-0990						5000		1		同意				10/12/22 21:32		パソコン		クレジットカード		10/12/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												sugpe1@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		090-4486-0990		1

		RUNNET		7528173		C00029838903		38007974								ハーフマラソン 男子　40代		上妻 靖治		コウヅマ ヤスハル		7/16/74		48		男性		895-0013		46		鹿児島県		薩摩川内市宮崎町1544-7		ステーションハイツ宮崎102		090-1879-0593		090-1879-0593		090-1879-0593		5000		1		同意				10/18/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/18/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												mirugadassosichattayo_0_7_1_6_@ezweb.ne.jp		2:00:00		Lサイズ		車		090-8221-6062										1		1

		RUNNET		7652862		C00029644416		37791055								ハーフマラソン 男子　40代		森崎 由貴		モリサキ ヨシタカ		6/8/76		46		男性		861-3502		43		熊本県		上益城郡山都町御所3505				0967-76-0514				090-6291-3282		5000		1		同意				9/14/22 15:10		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/15/22 19:07		5000														個人																																																																																																																												morimori35to30@gmail.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-6291-3282										1

		RUNNET		7748455		C00029638436		37784001								ハーフマラソン 男子　40代		村上 俊介		ムラカミ シュンスケ		6/10/80		42		男性		861-8081		43		熊本県		熊本市北区麻生田4-24-36				096-338-0338		090-9470-1069		090-9470-1069		5000		1		同意				9/12/22 23:29		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 13:32		5000														個人																																																																																																																												s-murakami55@outlook.jp		3:00:00		Lサイズ		車		9049966860		1		1				1		1

		RUNNET		7882532		C00029649709		37797156								ハーフマラソン 男子　40代		梁木 理史		ヤナキ マサシ		4/24/81		41		男性		836-0843		40		福岡県		大牟田市不知火町3-108-6				090-8804-7526						5000		1		同意				9/15/22 17:13		パソコン		PayPal		9/15/22 17:13		5000														個人																																																																																																																												wwwyanaking@yahoo.co.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-1512-7791		1

		RUNNET		7886114		C00029915708		38093658								ハーフマラソン 男子　40代		石川 涼一		イシカワ リョウイチ		2/25/80		42		男性		861-1351		43		熊本県		菊池市七城町砂田257-9				090-6891-6321				090-6891-6321		5000		1		同意				11/4/22 14:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 7:45		5000		熊本山鹿RC		熊本陸上競技協会		3055		ISHIKAWA		Ryoichi		97879343		個人																																																																																																																												hma.children@icloud.com		1:23:00		Lサイズ		車		090-7394-9305						1

		RUNNET		8118540		C00029828734		37996791								ハーフマラソン 男子　40代		山田 伸哉		ヤマダ シンヤ		6/14/79		43		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3-23-18				096-372-1530						5000		1		同意				10/16/22 20:09		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:09		5000														個人																																																																																																																												shinya3665@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		車		7041615025		1

		RUNNET		8202653		C00029909996		38087542								ハーフマラソン 男子　40代		松木 伸太郎		マツキ シンタロウ		7/21/76		46		男性		899-0215		46		鹿児島県		出水市武本14476番地1				0996-63-1503				090-5084-0316		5000		1		同意				11/3/22 15:58		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 13:56		5000														個人																																																																																																																												ultrazone20041218@gmail.com		1:44:00		Lサイズ		車		090-4357-0772						1						1

		RUNNET		8305015		C00029815002		37981680								ハーフマラソン 男子　40代		西田 充征		ニシダ ミツユキ		6/15/77		45		男性		866-0864		43		熊本県		八代市塩屋町3-31				090-5939-5517						5000		1		同意				10/13/22 20:46		パソコン		クレジットカード		10/13/22 20:46		5000														個人																																																																																																																												miko32sochiyu_ra@yahoo.co.jp		1:40:00		Lサイズ		自転車・バイク		9059395517												1

		RUNNET		8589143		C00029760815		37923031								ハーフマラソン 男子　40代		石田 亮太		イシダ リョウタ		12/9/79		42		男性		811-0120		40		福岡県		糟屋郡新宮町中央駅前1-11-9				090-2585-7353						5000		1		同意				10/4/22 11:09		パソコン		Amazon Pay		10/4/22 11:09		5000														個人																																																																																																																												mokaleo3@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		090-5083-0871		1

		RUNNET		9085576		C00029661900		37810812								ハーフマラソン 男子　40代		甲斐 剛		カイ ツヨシ		8/18/76		46		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷３－１６－７		オーヴィジョン新屋敷７０２		096-362-1703				090-1511-5622		5000		1		同意				9/17/22 21:02		パソコン		クレジットカード		9/17/22 21:02		5000														個人																																																																																																																												kaituyo@ebony.plala.or.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9053897482		1

		RUNNET		9192352		C00029646419		37793371								ハーフマラソン 男子　40代		井上 光男		イノウエ ミツオ		3/4/73		49		男性		862-0915		43		熊本県		熊本市東区山ノ神2-5-10				090-9581-9677				090-9581-9677		5000		1		同意				9/14/22 23:15		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 7:54		5000														個人																																																																																																																												mitsuo4712@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		9087652553		1

		RUNNET		9205139		C00029665816		37815315								ハーフマラソン 男子　40代		佐潟 義彦		サガタ ヨシヒコ		7/23/73		49		男性		899-1628		46		鹿児島県		阿久根市塩鶴町1丁目276				0996-77-4031				090-2967-4636		5000		1		同意				9/18/22 18:50		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												perfect.combustion1205@ezweb.ne.jp		1:40:00		Lサイズ		車		9029674636												1

		RUNNET		9400153		C00029650732		37798313								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 照護		サカイ ショウゴ		10/19/82		40		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7丁目20-58				090-5027-3680				090-5027-3680		5000		1		同意				9/15/22 20:47		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 17:30		5000														個人																																																																																																																												treasure.time.19@gmail.com		1:32:00		Lサイズ		車		9050273680		1

		RUNNET		9582765		C00029691079		37843797								ハーフマラソン 男子　40代		竹内 晴彦		タケウチ ハルヒコ		1/24/80		42		男性		869-1237		43		熊本県		菊池郡大津町美咲野4-18-7				096-201-4839				090-8006-8397		5000		1		同意				9/23/22 12:27		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/30/22 18:09		5000														個人																																																																																																																												ac-jabara@docomo.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		090-1166-7331										1

		RUNNET		9612212		C00029637481		37782828								ハーフマラソン 男子　40代		山之口 哲也		ヤマノクチ テツヤ		5/23/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1468-7				080-1721-3168				080-1721-3168		5000		1		同意				9/12/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/16/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												yatsutechikunomaya23_0107@yahoo.co.jp		1:55:00		Lサイズ		車		090-2582-8515												1

		RUNNET		9723974		C00029648353		37795566								ハーフマラソン 男子　40代		田尻 隆幸		タジリ タカユキ		12/20/77		44		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平３－１９ー１５				090-9581-9724						5000		1		同意				9/15/22 11:19		パソコン		クレジットカード		9/15/22 11:19		5000														個人																																																																																																																												karinkuuga3434@docomo.ne.jp		1:50:00		Lサイズ		車		9043453980														1

		RUNNET		9740548		C00029711597		37867273								ハーフマラソン 男子　40代		家入 隆弘		イエイリ タカヒロ		8/19/77		45		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南7-8-146				090-7258-5426						5000		1		同意				9/27/22 22:15		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/29/22 7:56		5000														個人																																																																																																																												smaplove-2006-@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車に同乗		090-1083-8236		1

		RUNNET		9774403		C00029922151		38100670								ハーフマラソン 男子　40代		松崎 公太郎		マツザキ コウタロウ		4/7/75		47		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町18-13				090-3046-9449						5000		1		同意				11/5/22 18:51		パソコン		PayPal		11/5/22 18:51		5000														個人																																																																																																																												powerkm@icloud.com		1:28:00		Lサイズ		車		9079267223										1

		RUNNET		9963523		C00029652517		37800327								ハーフマラソン 男子　40代		福島 祐樹		フクシマ ユウキ		12/29/81		40		男性		861-0136		43		熊本県		熊本市北区植木町岩野974-1				096-272-5919				090-9560-1606		5000		1		同意				9/16/22 8:09		パソコン		クレジットカード		9/16/22 8:09		5000														個人																																																																																																																												fukushima.8510@gmail.com		1:29:00		Lサイズ		車に同乗		080-1735-0127												1

		RUNNET		10163023		C00029714981		37871305								ハーフマラソン 男子　40代		重留 正行		シゲトメ マサユキ		7/23/82		40		男性		899-2441		46		鹿児島県		日置市伊集院町桑畑590-2				090-5089-2043				090-5089-2043		5000		1		同意				9/28/22 21:31		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/28/22 21:35		5000														個人																																																																																																																												masauike_gackt_5723@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		080-1731-5908										1		1

		RUNNET		10176784		C00029704743		37859285								ハーフマラソン 男子　40代		一 孝徳		ハジメ タカノリ		5/2/82		40		男性		861-8075		43		熊本県		熊本市北区清水新地６丁目5-43				090-4481-6046				090-4481-6046		5000		1		同意				9/26/22 9:57		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/1/22 8:25		5000														個人																																																																																																																												hjmtknr@icloud.com		1:19:00		Lサイズ		車		9097963790		1

		RUNNET		10225843		C00029848511		38018225								ハーフマラソン 男子　40代		野田 智之		ノダ トモユキ		12/5/74		47		男性		860-0823		43		熊本県		熊本市中央区世安町248-8				096-265-4939				090-2711-5621		5000		1		同意				10/21/22 7:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/24/22 11:25		5000														個人																																																																																																																												ichimei8787@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5938-3540		1

		RUNNET		10407723		C00029682382		37834231								ハーフマラソン 男子　40代		松本 泰彦		マツモト ヤスヒコ		12/11/73		48		男性		864-0041		43		熊本県		荒尾市荒尾1770				0968-64-4423				090-4775-9104		5000		1		同意				9/21/22 21:37		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/25/22 15:39		5000														個人																																																																																																																												g.1973ym@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9043404112		1		1

		RUNNET		10517103		C00029647610		37794670								ハーフマラソン 男子　40代		中林 之隆		ナカバヤシ ユキタカ		2/16/73		49		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石288-11				080-6422-1063						5000		1		同意				9/15/22 8:14		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/17/22 15:22		5000														個人																																																																																																																												kantanseikatu@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		080-6444-3026								1		1

		RUNNET		10659896		C00029917223		38095304								ハーフマラソン 男子　40代		瀧川 尚樹		タキガワ ナオキ		7/3/80		42		男性		866-0884		43		熊本県		八代市松崎町193-7				090-1355-1440						5000		1		同意				11/4/22 19:28		パソコン		Amazon Pay		11/4/22 19:28		5000														個人																																																																																																																												challengernaoki@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9072959755		1

		RUNNET		10740561		C00029762755		37925122								ハーフマラソン 男子　40代		児玉 勇嗣		コダマ ユウジ		11/29/79		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田8-10-24				096-285-6937						5000		1		同意				10/4/22 15:33		パソコン		クレジットカード		10/4/22 15:33		5000														個人																																																																																																																												l.yamato4627@icloud.com		2:01:01		Lサイズ		車		8092424627		1

		RUNNET		10747284		C00029801343		37966621								ハーフマラソン 男子　40代		松本 聡		マツモト サトル		2/29/80		42		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-16-13				080-8385-5512						5000		1		同意				10/10/22 20:29		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:29		5000														個人																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Lサイズ		車		0965-67-5211		1		1						1		1

		RUNNET		10755933		C00029842625		38011982								ハーフマラソン 男子　40代		近藤 昭仁		コンドウ アキヒト		9/20/75		47		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田8-9-36				090-9564-1357						5000		1		同意				10/19/22 20:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/20/22 19:53		5000														個人																																																																																																																												akihito-ak@docomo.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		自転車・バイク		090-9564-1357		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6042135		C00029669119		37819197								ハーフマラソン 男子　50代		平川 勝規		ヒラカワ カツノリ		4/12/69		53		男性		866-0833		43		熊本県		八代市夕葉町7-32				0965-33-3311				090-2532-4749		5000		1		同意				9/19/22 13:59		パソコン		クレジットカード		9/19/22 13:59		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2487		HIRAKAWA		Katsunori		41655223		個人																																																																																																																												giants.katsu@x3.gmobb.jp		1:23:00		Lサイズ		車		090-2532-4749										1

		RUNNET		6068193		C00029601528		37741777								ハーフマラソン 男子　50代		山口 昌孝		ヤマグチ マサタカ		7/10/68		54		男性		860-0804		43		熊本県		熊本市中央区辛島町4-35		ラ・シック辛島617		090-3487-2176		090-3487-2176		090-3487-2176		5000		1		同意				9/6/22 0:04		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:04		5000														個人																																																																																																																												yamachan19680710@docomo.ne.jp		2:15:00		Lサイズ		電車		072-621-1172		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6590054		C00029916219		38094198								ハーフマラソン 男子　50代		嶋村 久光		シマムラ ヒサミツ		8/3/63		59		男性		865-0048		43		熊本県		玉名市小野尻577-2				090-7475-3484				090-7475-3484		5000		1		同意				11/4/22 16:30		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:30		5000														個人																																																																																																																												shimamura@world-ss.jp		2:06:35		Lサイズ		車		080-6464-2217		1

		RUNNET		6957105		C00029660012		37808654								ハーフマラソン 男子　50代		山中 晋一郎		ヤマナカ シンイチロウ		11/17/70		52		男性		869-1101		43		熊本県		菊池郡菊陽町津久礼２９５２－６				096-233-2688				090-4220-1490		5000		1		同意				9/17/22 13:40		パソコン		Amazon Pay		9/17/22 13:40		5000														個人																																																																																																																												yamarvin45@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		徒歩		052-822-6279		1		1				1

		RUNNET		7327675		C00029865010		38036087								ハーフマラソン 男子　50代		廣田 孝史		ヒロタ タカシ		9/2/69		53		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎１丁目６－１００－８０３				096-297-2237		096-373-5663		090-4582-4210		5000		1		同意				10/25/22 1:23		パソコン		クレジットカード		10/25/22 1:23		5000														個人																																																																																																																												takaper0902@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		自転車・バイク		9027100192		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		7374751		C00029602281		37742692								ハーフマラソン 男子　50代		柴田 隆志		シバタ タカシ		9/3/63		59		男性		861-8074		43		熊本県		熊本市北区清水本町2-39		シティライフ北熊本502		096-345-1385				090-7532-1223		5000		1		同意				9/6/22 8:29		パソコン		クレジットカード		9/6/22 8:29		5000														個人																																																																																																																												runshibata1223@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車に同乗		080-6452-0302		1

		RUNNET		7458352		C00029614939		37756958								ハーフマラソン 男子　50代		浜崎 哲		ハマサキ サトル		1/26/66		56		男性		892-0848		46		鹿児島県		鹿児島市平之町1-8		フラワーマンション平之町505		099-248-7951		090-5478-6104		090-2396-0112		5000		1		同意				9/7/22 22:20		パソコン		クレジットカード		9/7/22 22:20		5000														個人																																																																																																																												satochan37tetu@docomo.ne.jp		1:45:00		Lサイズ		車		090-5478-6104										1		1

		RUNNET		7612157		C00029923099		38101669								ハーフマラソン 男子　50代		西田 清一		ニシダ セイイチ		2/16/68		54		男性		899-1601		46		鹿児島県		阿久根市折口1747-19				0996-75-0831						5000		1		同意				11/5/22 21:46		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/6/22 19:23		5000														個人																																																																																																																												bt8u-h66a-caut@sky.hi-ho.ne.jp		1:58:00		Lサイズ		車		090-2096-2316										1		1

		RUNNET		7761738		C00029835650		38004469								ハーフマラソン 男子　50代		鉄川 基通		テツカワ モトミチ		5/8/70		52		男性		811-1302		40		福岡県		福岡市南区井尻3－16－5－907				090-8913-3182						5000		1		同意				10/18/22 1:08		パソコン		クレジットカード		10/18/22 1:08		5000														個人																																																																																																																												mtetsu@blue.ocn.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		徒歩		9074470968		1

		RUNNET		8052694		C00029806517		37972250								ハーフマラソン 男子　50代		村田 浩之		ムラタ ヒロユキ		5/5/67		55		男性		869-4704		43		熊本県		八代市千丁町古閑出2198				0965-46-1414		0965-46-1414		090-7462-9632		5000		1		同意				10/11/22 20:13		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														個人																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-4583-9905														1

		RUNNET		8273620		C00029804351		37969869								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 健一		クロキ ケンイチ		1/19/64		58		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯2-2-180				096-367-7725						5000		1		同意				10/11/22 11:44		パソコン		クレジットカード		10/11/22 11:44		5000														個人																																																																																																																												red.reds893784kk1920@icloud.com		2:30:00		Lサイズ		車		963677725		1

		RUNNET		8424574		C00029868540		38039978								ハーフマラソン 男子　50代		上津原 啓輔		ウエツハラ ケイスケ		10/9/71		51		男性		830-0061		40		福岡県		久留米市津福今町548-7				090-1972-4966				090-1972-4966		5000		1		同意				10/25/22 22:33		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 21:33		5000														個人																																																																																																																												999uk@ezweb.ne.jp		1:55:00		Lサイズ		車		0942-32-8517		1		1

		RUNNET		8705448		C00029867771		38039144								ハーフマラソン 男子　50代		田中 剛		タナカ ツヨシ		7/15/66		56		男性		819-0022		40		福岡県		福岡市西区福重5-21-34		ブライトンシャワー2-203		092-884-2264						5000		1		同意				10/25/22 20:22		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/27/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												typn-tnk.244@docomo.ne.jp		2:50:00		Lサイズ		車		092-884-2264		1		1				1

		RUNNET		8977957		C00029664657		37813995								ハーフマラソン 男子　50代		江嶋 敬		エジマ タカシ		6/20/72		50		男性		860-0832		43		熊本県		熊本市中央区萩原町8-33				096-378-3549				070-2329-1090		5000		1		同意				9/18/22 14:37		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:37		5000														個人																																																																																																																												t.ejima@sanko-chem.com		2:10:00		Lサイズ		車		070-2329-1090		1		1		1						1

		RUNNET		8985354		C00029659430		37807990								ハーフマラソン 男子　50代		宗方 如史		ムナカタ ユキヒサ		2/28/68		54		男性		860-0842		43		熊本県		熊本市中央区南千反畑町15-15				096-324-7200				090-1877-5498		5000		1		同意				9/17/22 11:17		パソコン		クレジットカード		9/17/22 11:17		5000														個人																																																																																																																												muna836@yahoo.co.jp		2:00:00		Lサイズ		車		9018775408		1

		RUNNET		8987828		C00029854157		38024343								ハーフマラソン 男子　50代		渡邉 裕之		ワタナベ ヒロユキ		11/10/68		54		男性		862-0960		43		熊本県		熊本市東区下江津7-11-17				096-370-9006				090-2504-7648		5000		1		同意				10/22/22 20:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 20:23		5000														個人																																																																																																																												miesukeland@yahoo.co.jp		2:15:00		Lサイズ		車		090-8667-8448		1

		RUNNET		9012041		C00029872359		38044886								ハーフマラソン 男子　50代		宮本 啓司		ミヤモト ケイジ		2/11/72		50		男性		861-8065		43		熊本県		熊本市北区清水東町10-9-1				090-8916-5299						5000		1		同意				10/26/22 22:15		パソコン		PayPal		10/26/22 22:15		5000														個人																																																																																																																												ajtdmw36913@gmail.com		1:55:00		Lサイズ		車		9071656957		1		1		1		1

		RUNNET		9768100		C00029683952		37836001								ハーフマラソン 男子　50代		浦上 博充		ウラガミ ヒロミツ		8/1/70		52		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東5-5-51-1				096-388-0646						5000		1		同意				9/22/22 8:42		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/29/22 16:02		5000														個人																																																																																																																												hiro-uragami@outlook.jp		1:45:00		Lサイズ		自転車・バイク		080-4277-3994		1		1

		RUNNET		10716028		C00029667730		37817525								ハーフマラソン 男子　50代		飯干 智裕		イイホシ トモヒロ		11/15/70		52		男性		861-4105		43		熊本県		熊本市南区元三町3-2-9				096-358-9596				090-7452-0416		5000		1		同意				9/19/22 8:10		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 17:59		5000														個人																																																																																																																												hoshi-land4547@ezweb.ne.jp		2:20:00		Lサイズ		車		096-358-9596										1

		RUNNET		10731176		C00029918514		38096691								ハーフマラソン 男子　50代		古澤 文也		フルサワ フミヤ		10/24/68		54		男性		869-1404		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村河陽5839				080-3953-1895						5000		1		同意				11/4/22 22:19		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/5/22 10:50		5000														個人																																																																																																																												fumiya10241968@hotmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		090-5925-577								1		1		1

		RUNNET		10942		C00029865286		38036364								ハーフマラソン 男子　60代		福田 隆弘		フクダ タカヒロ		7/26/60		62		男性		816-0873		40		福岡県		春日市日の出町３－２－１－１－９０２		アーベインビオ春日		090-3418-4215				090-3418-4215		5000		1		同意				10/25/22 7:24		パソコン		クレジットカード		10/25/22 7:24		5000														個人																																																																																																																												t_fukuda2003@yahoo.co.jp		1:45:00		Lサイズ		車		8049580923		1

		RUNNET		6751528		C00029643541		37790055								ハーフマラソン 男子　60代		宮村 重幸		ミヤムラ シゲユキ		2/8/61		61		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺6-14-4				096-382-1952						5000		1		同意				9/14/22 10:54		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:54		5000														個人																																																																																																																												shimiya-ind@umin.ac.jp		1:40:00		Lサイズ		車		963821952								1				1

		RUNNET		7237457		C00029644817		37791496								ハーフマラソン 男子　60代		小篠 一郎		オザサ イチロウ		12/24/60		61		男性		869-4703		43		熊本県		八代市千丁町新牟田1033-1				0965-46-0059				090-1322-0623		5000		1		同意				9/14/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/14/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												ichiro1960@kdp.biglobe.ne.jp		1:46:00		Lサイズ		車		090-1322-0623		1

		RUNNET		7401184		C00029883525		38058297								ハーフマラソン 男子　60代		円城寺 高志		エンジョウジ タカシ		6/7/62		60		男性		818-0036		40		福岡県		筑紫野市光が丘２－８－１５				092-926-5992				090-7463-2049		5000		1		同意				10/30/22 10:20		パソコン		クレジットカード		10/30/22 10:20		5000														個人																																																																																																																												tubuan0512@gmail.com		2:10:00		Lサイズ		車		090-9590-3312		1

		RUNNET		7462247		C00029685936		37838145								ハーフマラソン 男子　60代		坂口 誠也		サカグチ セイヤ		1/6/62		60		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南3丁目4-95		ﾃﾞｨｱﾏﾝｼｮﾝ長嶺303号		096-213-0885		096-213-0885		090-5293-4109		5000		1		同意				9/22/22 15:09		パソコン		クレジットカード		9/22/22 15:09		5000														個人																																																																																																																												s.sakaguchi@tachibana-k.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		080-2691-6133												1

		RUNNET		7738569		C00029653114		37801011								ハーフマラソン 男子　60代		伊藤 博		イトウ ヒロシ		4/26/62		60		男性		861-8038		43		熊本県		熊本市東区長嶺東６丁目２－６				096-389-0080				090-3799-5725		5000		1		同意				9/16/22 11:24		パソコン		Amazon Pay		9/16/22 11:24		5000														個人																																																																																																																												rugbyitoh@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		車		090-3604-8944												1

		RUNNET		7852730		C00029886915		38062098								ハーフマラソン 男子　60代		永石 秀喜		ナガイシ ヒデキ		5/20/60		62		男性		818-0005		40		福岡県		筑紫野市原139-71				092-928-7924						5000		1		同意				10/30/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/30/22 21:44		5000														個人																																																																																																																												hideki-ipusamu520@softbank.ne.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-4311-4010		1

		RUNNET		7935795		C00029674498		37825337								ハーフマラソン 男子　60代		福田 浩二		フクダ アリサ		12/12/56		65		男性		860-0066		43		熊本県		熊本市西区城山下代2-1-14				096-329-3018						5000		1		同意				9/20/22 14:33		パソコン		クレジットカード		9/20/22 14:33		5000														個人																																																																																																																												gomasaba541fukuda@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		車		9011983626		1

		RUNNET		8331573		C00029649414		37796801								ハーフマラソン 男子　60代		渡邉 英喜		ワタナベ ヒデキ		4/1/62		60		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1808-11				096-322-4898				090-9482-9684		5000		1		同意				9/15/22 15:32		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/15/22 18:30		5000														個人																																																																																																																												hidekiwatanave@icloud.com		2:10:00		Lサイズ		車		096-322-4898		1		1

		RUNNET		9172169		C00029644806		37791483								ハーフマラソン 男子　60代		上田 寿俊		ウエダ ヒサトシ		3/28/57		65		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田255				096-232-0280				080-1200-6022		5000		1		同意				9/14/22 17:38		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/21/22 13:39		5000														個人																																																																																																																												uhisa14255@gmail.com		1:45:00		Lサイズ		車		096-232-0280												1

		RUNNET		9469062		C00029610560		37751936								ハーフマラソン 男子　60代		高木 雄二		タカキ ユウジ		7/9/60		62		男性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-22-2				096-389-7592				090-1977-7665		5000		1		同意				9/7/22 5:03		パソコン		Amazon Pay		9/7/22 5:03		5000														個人																																																																																																																												dream196979@yahoo.co.jp		2:10:00		Lサイズ		徒歩		096-389-7592		1

		RUNNET		9740334		C00029645348		37792114								ハーフマラソン 男子　60代		上妻 利博		コウヅマ トシヒロ		6/16/58		64		男性		861-4111		43		熊本県		熊本市南区合志2-6-22				096-357-5179				090-2967-5309		5000		1		同意				9/14/22 20:09		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 21:42		5000														個人																																																																																																																												kozumatoshi@gmail.com		2:30:00		Lサイズ		車		080-3227-1904		1												1

		RUNNET		9745139		C00029604810		37745397								ハーフマラソン 男子　60代		荒砂 久雄		アラスナ ヒサオ		7/15/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2-2-27-605				096-340-1553				080-1786-8597		5000		1		同意				9/6/22 12:41		パソコン		クレジットカード		9/6/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												suna3551ara@docomo.ne.jp		2:48:00		Lサイズ		車		096-340-1553		1								1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　60代		西山一夫		ニシヤマ　カズオ		10/18/62				男性		869-0123				熊本県		玉名郡長洲町長洲387		 一戸建て		090-1083-0103																																																																																																																																																																zuo.rskt@icloud.com				Lサイズ		車

		RUNNET		7735710		C00029828876		37996955								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		山本 奎祐		ヤマモト ケイスケ		11/8/95		27		男性		860-0038		43		熊本県		熊本市中央区古桶屋町50		プレシャス507号		089-953-3630				090-5271-3280		5000		1		同意				10/16/22 20:27		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:27		5000														個人																																																																																																																												yamakei.club@gmail.com		1:30:00		Lサイズ		車		090-6884-6686				1

		RUNNET		8052694		C00029806772		37972545		4856629		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		里 申		リ ザル		6/18/97		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273　熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		8052694		C00029806812		37972590		4856632		村田 浩之		0965-46-1414		ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		不亜 鳥		フア ドリ		12/6/96		25		男性		866-0033		43		熊本県		八代市港町273 熊本ドック（株）研修生寮										5000		1		確認				10/11/22 20:55		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 15:58		5000														お仲間																																																																																																																												sonden-3776@mx41.tiki.ne.jp		2:30:00		Lサイズ		車		090-7462-9632														1

		RUNNET		10208915		C00029870079		38041642								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		井手 廉太郎		イデ レンタロウ		6/27/01		21		男性		861-5534		43		熊本県		熊本市北区釜尾町12-2		ベルメゾン大勢　208		0955-22-1290		090-1971-7279		090-1971-7279		5000		1		同意				10/26/22 12:07		パソコン		クレジットカード		10/26/22 12:07		5000														個人																																																																																																																												waurinka007@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		電車		9018705766		1		1

		RUNNET		10255545		C00029810130		37976180								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮崎 晴太郎		ミヤザキ セイタロウ		3/13/00		22		男性		861-6101		43		熊本県		上天草市松島町阿村436-8				0969-56-0173		080-3988-0173				5000		1		同意				10/12/22 15:53		パソコン		ペイジー対応ATM		10/12/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												haretarou0313@icloud.com		1:40:00		Lサイズ		車		090-7468-0173						1				1

		RUNNET		10682081		C00029874667		38047882								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		川原 翔悟		カワハラ ショウゴ		2/7/95		27		男性		810-0014		40		福岡県		福岡市中央区平尾4-4-16		アイヴェール平尾702		080-1542-7370						5000		1		同意				10/27/22 18:27		パソコン		クレジットカード		10/27/22 18:27		5000														個人																																																																																																																												shokawaha@yahoo.co.jp		2:30:00		Lサイズ		電車		090-9597-1016		1

		RUNNET		10695803		C00029884204		38059069								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		西岡 一斗		ニシオカ カズト		7/28/99		23		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6-6-7		ラフォーレ2 103号		080-2790-0728		080-2790-0728		080-2790-0728		5000		1		同意				10/30/22 13:46		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/30/22 20:55		5000														個人																																																																																																																												kazuto.n28@gmail.com		1:15:00		Lサイズ		電車		9084118629						1

		RUNNET		10730321		C00029852698		38022753								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		谷口 拓未		タニグチ タクミ		1/21/02		20		男性		839-0809		40		福岡県		久留米市東合川3丁目20-3		シャルム1		070-4788-6120		070-4788-6120		070-4788-6120		5000		1		同意				10/22/22 13:23		パソコン		クレジットカード		10/22/22 13:23		5000														個人																																																																																																																												takumi140121@icloud.com		3:00:00		Lサイズ		電車		7047886120		1		1

		RUNNET		10747655		C00029803274		37968717								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		葉山 大志		ハヤマ タイシ		12/25/00		21		男性		860-0851		43		熊本県		熊本市中央区子飼本町17-33		マーカス子飼102		070-2388-1225		070-2388-1225		070-2388-1225		5000		1		同意				10/11/22 2:11		パソコン		クレジットカード		10/11/22 2:11		5000														個人																																																																																																																												hayataigg25@gmail.com		2:00:00		Lサイズ		電車		080-5245-8777		1				1

		RUNNET		10766830		C00029882101		38056646								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		福田 晃平		フクダ コウヘイ		2/19/95		27		男性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12-405		オリエンス八反田405号		080-6440-9818		080-6440-9818		080-6440-9818		5000		1		同意				10/29/22 20:56		パソコン		クレジットカード		10/29/22 20:56		5000														個人																																																																																																																												kouhei_0219supermiracle@yahoo.co.jp		1:35:00		Lサイズ		車		080-1709-9156		1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男性　30代 ダンセイ		藤川靖		フジカワ　ヤスシ		6/27/80				男性		860-0051				熊本県		熊本市西区二本木２－３－８		 フォーエス熊本駅前３ ２０２		090-4487-9172																																																																																																																																																																xallobjectsinnaturex@gmail.com				Mサイズ		車		0967723146 藤川睦子(母)

		RUNNET		10394188		C00029918283		38096439								ハーフマラソン 女子　30代		八田 智美		ヤツダ トモミ		12/23/87		34		女性		862-0916		43		熊本県		熊本市東区佐土原2-5-36				080-3972-1311						5000		1		同意				11/4/22 21:47		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												y.tomo.0814@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		8052540860				1								1

		RUNNET		10747284		C00029801774		37967097		4856068		松本 聡		080-8385-5512		ハーフマラソン 女子　30代		冨田 枝里		トミタ エリ		2/9/88		34		女性		860-0019		43		熊本県		熊本市中央区船場町3-27		vinsent船場505		080-1728-9986						5000		1		確認				10/10/22 21:15		パソコン		クレジットカード		10/10/22 21:15		5000														お仲間																																																																																																																												qsajvqcjc27wcbqgkz1t@docomo.ne.jp		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		8083855512		1		1

		RUNNET		7213134		C00029651091		37798713								ハーフマラソン 女子　40代		中村 智美		ナカムラ トモミ		7/5/75		47		女性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削1-17-3				096-338-4695		090-9232-2090		090-9232-2090		5000		1		同意				9/15/22 21:31		パソコン		クレジットカード		9/15/22 21:31		5000														個人																																																																																																																												75.t.nakamura@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9011924100		1

		RUNNET		9130316		C00029666812		37816482								ハーフマラソン 女子　40代		田尻 美穂		タジリ ミホ		10/26/76		46		女性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平3-19-15				090-4345-3980				090-4345-3980		5000		1		同意				9/18/22 21:56		パソコン		クレジットカード		9/18/22 21:56		5000														個人																																																																																																																												3k.miho@gmail.com		2:50:00		Mサイズ		車に同乗		090-9581-9724				1				1

		RUNNET		9313438		C00029786830		37950949								ハーフマラソン 女子　40代		堂園 美香		ドウゾノ ミカ		4/17/80		42		女性		860-0814		43		熊本県		熊本市中央区琴平本町5-23				096-372-1486				080-6410-8702		5000		1		同意				10/7/22 22:54		パソコン		クレジットカード		10/7/22 22:54		5000														個人																																																																																																																												ve9888a8e7awfee@i.softbank.jp		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		963721486		1

		RUNNET		9945885		C00029878119		38051885								ハーフマラソン 女子　40代		三木 里美		ミキ サトミ		6/17/80		42		女性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山6-3-119				050-1121-8745				090-9512-0311		5000		1		同意				10/28/22 19:48		パソコン		クレジットカード		10/28/22 19:48		5000														個人																																																																																																																												one-love-wonderful-world.617@softbank.ne.jp		2:45:00		Mサイズ		車		090-2782-3871		1

		RUNNET		10233503		C00029637036		37782318								ハーフマラソン 女子　40代		平川 悦子		ヒラカワ エツコ		12/11/72		49		女性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出1-1-40		エイルマンション帯山東310		090-3660-4635						5000		1		同意				9/12/22 19:42		パソコン		Amazon Pay		9/12/22 19:42		5000														個人																																																																																																																												echuco.h@gmail.com		2:40:00		Mサイズ		車		9036646510		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10272460		C00029823888		37991532								ハーフマラソン 女子　40代		髙嶋 綾		タカシマ アヤ		6/16/80		42		女性		862-0955		43		熊本県		熊本市中央区神水本町21-21		アソシア神水ガーデンテラス206		090-9575-2690						5000		1		同意				10/15/22 21:29		パソコン		クレジットカード		10/15/22 21:29		5000														個人																																																																																																																												takaaya2000@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8762-2492		1

		RUNNET		10528481		C00029870383		38042080								ハーフマラソン 女子　40代		須本 江穂		スモト ミズホ		3/6/77		45		女性		808-0032		40		福岡県		北九州市若松区老松2-9-26				093-751-2772		090-7462-3534		090-7462-3534		5000		1		同意				10/26/22 12:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/29/22 17:25		5000														個人																																																																																																																												minop.shop@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		093-751-2772		1

		RUNNET		10693677		C00029629492		37773623								ハーフマラソン 女子　40代		西浦 沙織		ニシウラ サオリ		6/28/81		41		女性		869-0415		43		熊本県		宇土市古保里町534-3		14番街Ａ-1		090-7927-1224				090-7927-1224		5000		1		同意				9/11/22 9:20		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/11/22 11:40		5000														個人																																																																																																																												saya.nana.07070707@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		9079271224								1				1

		RUNNET		10721778		C00029678555		37829913								ハーフマラソン 女子　40代		吉永 清美		ヨシナガ キヨミ		8/26/75		47		女性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-1-29				070-2262-2468		070-2262-2468		070-2262-2468		5000		1		同意				9/21/22 9:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/26/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												a2b4c6d8a2b4c6d8@icloud.com		3:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-8418-7719		1										1

		RUNNET		10725913		C00029857513		38027974								ハーフマラソン 女子　40代		木村 慶子		キムラ ケイコ		4/17/80		42		女性		870-0028		44		大分県		大分市新町8-10		エイルマンション大分中央401号		090-7156-2398						5000		1		同意				10/23/22 17:27		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:27		5000														個人																																																																																																																												keiko_hmn@hotmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9095873767								1

		RUNNET		6605975		C00029645904		37792756								ハーフマラソン 女子　50代		美野田 久美子		ミノダ クミコ		10/3/63		59		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木2-5-5		シャルム桜木103号		096-369-2205				080-3220-0913		5000		1		同意				9/14/22 21:37		パソコン		クレジットカード		9/14/22 21:37		5000														個人																																																																																																																												rabbit935kkk@softbank.ne.jp		2:05:00		Mサイズ		車		9096595530		1

		RUNNET		8094888		C00029922547		38101080								ハーフマラソン 女子　50代		安枝 寿恵		ヤスエダ ヒサエ		9/29/69		53		女性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木1-7-6		TK3-101		090-3883-0929				090-3883-0929		5000		1		同意				11/5/22 20:13		パソコン		クレジットカード		11/5/22 20:13		5000		Y&I Group		熊本陸上競技協会		3387		YASUEDA		Hisae				個人																																																																																																																												hisa-.-v929ymm_@ezweb.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-3733-6323		1								1

		RUNNET		8388358		C00029921207		38099653								ハーフマラソン 女子　50代		上野 亜矢子		ウエノ アヤコ		8/23/66		56		女性		861-1305		43		熊本県		菊池市北宮309-1				0968-25-3889		0968-24-1234		090-7922-7132		5000		1		同意				11/5/22 14:49		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/5/22 16:07		5000														個人																																																																																																																												icecoffee-ayako8923love@docomo.ne.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-7922-7132				1

		RUNNET		8399438		C00029643176		37789651								ハーフマラソン 女子　50代		竹田 美香		タケダ ミカ		3/21/65		57		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				096-240-2885				090-8355-5309		5000		1		同意				9/14/22 8:55		パソコン		クレジットカード		9/14/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												yaraicyo@icloud.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-9653-7871		1		1

		RUNNET		10343232		C00029857308		38027757								ハーフマラソン 女子　50代		有野 紀子		アリノ ノリコ		10/22/64		58		女性		866-0831		43		熊本県		八代市萩原町1-7-28				0965-32-7516						5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 14:11		5000														個人																																																																																																																												nancybar18red@gmail.com		2:30:30		Mサイズ		車		9096582520		1

		RUNNET		6947239		C00029842943		38012317								ハーフマラソン 女子　60代		嶋田 秀美		シマダ ヒデミ		12/11/60		61		女性		865-0035		43		熊本県		玉名市青野680				090-4987-1991				090-4987-1991		5000		1		同意				10/19/22 21:32		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/23/22 17:26		5000														個人																																																																																																																												hi11-ka14@outlook.jp		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-5723-6117		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10350176		C00029645664		37792473								ハーフマラソン 女子　60代		久保田 祐子		クボタ ユウコ		6/23/61		61		女性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				090-1927-3136						5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												yuko19610623@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		9082241029		1

		RUNNET		7108330		C00029646069		37792941								ハーフマラソン 女子　70歳以上		小牧 陽子		コマキ ヨウコ		1/17/49		73		女性		861-8029		43		熊本県		熊本市東区西原１－７－１				096-382-0775		090-7909-9443		090-5931-9797		5000		1		同意				9/14/22 22:05		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:04		5000														個人																																																																																																																												yoko117@jcom.zaq.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		090-3191-9177		1

		RUNNET		10725740		C00029735729		37894936								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		田中 玲衣		タナカ レイ		5/31/97		25		女性		861-4115		43		熊本県		熊本市南区川尻1-4-67				096-357-9366				080-2707-9959		5000		1		同意				10/1/22 15:16		パソコン		クレジットカード		10/1/22 15:16		5000														個人																																																																																																																												rtrt.0531@gmail.com		3:00:00		Mサイズ		車		9090775117		1

		RUNNET		6694118		C00029668639		37818625								ハーフマラソン 男子　30代		伊東 宏晃		イトウ ヒロアキ		6/29/83		39		男性		244-0002		14		神奈川県		横浜市戸塚区矢部町1544-30		アークヒルズ戸塚202		090-1050-9506				090-1050-9506		5000		1		同意				9/19/22 12:05		パソコン		クレジットカード		9/19/22 12:05		5000														個人																																																																																																																												essay.hiro0629@gmail.com		1:25:00		Mサイズ		電車		090-1050-9506		1						1				1

		RUNNET		6730368		C00029921218		38099664								ハーフマラソン 男子　30代		梅木 俊彦		ウメキ トシヒコ		4/20/84		38		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江1-10-22-2-B103				090-9523-7294						5000		1		同意				11/5/22 14:53		パソコン		クレジットカード		11/5/22 14:53		5000														個人																																																																																																																												toshi_yellow_23_green_2@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		080-1183-6849												1

		RUNNET		7830035		C00029808848		37974779								ハーフマラソン 男子　30代		小山 隼平		オヤマ ジュンペイ		11/22/90		32		男性		862-0918		43		熊本県		熊本市東区花立5-9-1		トラストレジデンス花立901		096-245-0249				090-4484-7682		5000		1		同意				10/12/22 8:54		パソコン		PayPal		10/12/22 8:54		5000														個人																																																																																																																												jump.jumpei@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-6415-1480		1

		RUNNET		7981021		C00029842067		38011386								ハーフマラソン 男子　30代		和田 浩平		ワダ コウヘイ		1/23/90		32		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田2-11-47				096-325-0046		090-6777-9219		090-6777-9219		5000		1		同意				10/19/22 18:55		独自		クレジットカード		10/19/22 18:55		5000														個人																																																																																																																												my-street-style@softbank.ne.jp		1:29:03		Mサイズ		車		090-6777-9219		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8128305		C00029854930		38025175								ハーフマラソン 男子　30代		前田 隆志		マエダ タカシ		3/28/92		30		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2-14-7				096-358-7808		080-5273-2315		080-5273-2315		5000		1		同意				10/22/22 23:05		パソコン		クレジットカード		10/22/22 23:05		5000														個人																																																																																																																												takashi.maeda55@gmail.com		1:23:00		Mサイズ		車		9011663478		1

		RUNNET		8675358		C00029789886		37954235		4854752		藤井 圭太		090-5933-9119		ハーフマラソン 男子　30代		藤井 圭太		フジイ ケイタ		6/21/88		34		男性		862-0976		43		熊本県		熊本市中央区九品寺3-15-7		サンメゾン九品寺エルド901		090-5933-9119						5000		1		同意				10/8/22 16:40		パソコン		クレジットカード		10/8/22 16:40		5000														ご家族																																																																																																																												farewellsong0621@yahoo.co.jp		1:24:00		Mサイズ		車		9059339119												1

		RUNNET		8837803		C00029666160		37815718								ハーフマラソン 男子　30代		山内 一正		ヤマウチ イッセイ		1/12/83		39		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘9丁目1-51-2				090-5298-1677						5000		1		同意				9/18/22 19:59		パソコン		クレジットカード		9/18/22 19:59		5000														個人																																																																																																																												yamauchiissei@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		9011641255		1		1

		RUNNET		9517419		C00029827500		37995469								ハーフマラソン 男子　30代		林田 章		ハヤシダ アキラ		4/14/83		39		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市中央区保田窪1-1-51		モンパレ上水前寺601		090-3660-1285				090-3660-1285		5000		1		同意				10/16/22 17:10		パソコン		クレジットカード		10/16/22 17:10		5000														個人																																																																																																																												a_hayashida1983@yahoo.co.jp		2:10:30		Mサイズ		車		0964-33-1285		1

		RUNNET		9696859		C00029771114		37934336								ハーフマラソン 男子　30代		菊池 厚介		キクチ コウスケ		4/19/86		36		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷1丁目25-60		レーベンパレス102		080-1720-7353						5000		1		同意				10/5/22 20:57		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/5/22 21:32		5000														個人																																																																																																																												kouchanto19@icloud.com		2:59:59		Mサイズ		車		963575041						1

		RUNNET		9705241		C00029916244		38094227								ハーフマラソン 男子　30代		横山 良平		ヨコヤマ リョウヘイ		11/28/86		35		男性		861-8006		43		熊本県		熊本市北区龍田1丁目15-25		サンシャイン三ノ宮203号		090-1347-8452						5000		1		同意				11/4/22 16:35		パソコン		クレジットカード		11/4/22 16:35		5000														個人																																																																																																																												goripa1128@yahoo.co.jp		2:10:00		Mサイズ		車		090-9480-7250		1

		RUNNET		9802681		C00029922946		38101506								ハーフマラソン 男子　30代		荒木 崇士		アラキ タカシ		6/3/90		32		男性		862-0971		43		熊本県		熊本市中央区大江3-1-72		プレミスト大江ザレジデンス1209号		080-5263-0263				080-5263-0263		5000		1		同意				11/5/22 21:18		パソコン		クレジットカード		11/5/22 21:18		5000														個人																																																																																																																												t.alucky020603@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		9036363107		1

		RUNNET		10148409		C00029857307		38027756								ハーフマラソン 男子　30代		本田 城光		ホンダ ジョウコウ		9/24/86		36		男性		861-4607		43		熊本県		上益城郡甲佐町豊内457		ヴェルファーレ西ノ宮B棟		096-234-1680				090-6892-2498		5000		1		同意				10/23/22 16:42		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/24/22 8:19		5000														個人																																																																																																																												hondajyoko@gmail.com		1:27:50		Mサイズ		車		090-9078-8778				1

		RUNNET		10231257		C00029656085		37804279								ハーフマラソン 男子　30代		後藤 公徳		ゴトウ キミノリ		2/16/87		35		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木4-10-38				090-9562-8099						5000		1		同意				9/16/22 20:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 7:14		5000														個人																																																																																																																												kiminori0216@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-1871-1127		1										1

		RUNNET		10313345		C00029689270		37841800								ハーフマラソン 男子　30代		千馬 靖弘		センバ ヤスヒロ		10/31/85		37		男性		862-0941		43		熊本県		熊本市中央区出水3-7-2-2				090-9587-5330						5000		1		同意				9/23/22 0:11		パソコン		クレジットカード		9/23/22 0:11		5000														個人																																																																																																																												yasusen1031@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		9049913629		1		1

		RUNNET		10517256		C00029601705		37742006								ハーフマラソン 男子　30代		牧 貴浩		マキ タカヒロ		8/24/83		39		男性		861-1211		43		熊本県		菊池市泗水町亀尾3568-1				0968-38-3523				090-7450-1594		5000		1		同意				9/6/22 1:31		パソコン		クレジットカード		9/6/22 1:31		5000														個人																																																																																																																												potatohead0824carpbaka@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		車		968383523		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		6658399		C00029922462		38100993								ハーフマラソン 男子　40代		石橋 和義		イシバシ カズヨシ		6/17/80		42		男性		880-0806		45		宮崎県		宮崎市広島1-17-21		ポレスターアーバンシティ広島1202号		0985-88-3533		080-5607-1333		080-5607-1333		5000		1		同意				11/5/22 19:56		パソコン		クレジットカード		11/5/22 19:56		5000														個人																																																																																																																												kazukingkazu1@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-8296-2154		1

		RUNNET		6746097		C00029849716		38019504								ハーフマラソン 男子　40代		大石 雄基		オオイシ ユウキ		9/12/80		42		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山８－６－１４				090-4588-6760						5000		1		同意				10/21/22 16:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/21/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												love_wonder1118@hotmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-5938-4193		1								1		1

		RUNNET		7246533		C00029882658		38057273								ハーフマラソン 男子　40代		田坂 光昭		タサカ ミツアキ		10/8/79		43		男性		813-0013		40		福岡県		福岡市東区香椎駅前３－１６－３３		パークナード香椎１１０５		090-5693-8765						5000		1		同意				10/29/22 23:09		パソコン		PayPal		10/29/22 23:09		5000														個人																																																																																																																												mitsu19791008@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		8071001642		1

		RUNNET		7297374		C00029666802		37816472								ハーフマラソン 男子　40代		坂本 知芳		サカモト トモヨシ		12/31/80		41		男性		862-0933		43		熊本県		熊本市東区小峯3丁目2-107				090-2508-0296				090-2508-0296		5000		1		同意				9/18/22 21:54		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/22/22 12:41		5000														個人																																																																																																																												tom.s.3316@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-1878-8755		1

		RUNNET		7713588		C00029913482		38091367								ハーフマラソン 男子　40代		下田 敏史		シモダ トシフミ		8/21/81		41		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山5丁目34-88				096-385-2220						5000		1		同意				11/4/22 10:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		11/4/22 20:21		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1101								個人																																																																																																																												usavich_factory@yahoo.co.jp		1:30:00		Mサイズ		車		096-385-2220		1

		RUNNET		7769770		C00029651870		37799611								ハーフマラソン 男子　40代		森本 忠司		モリモト タダシ		4/16/79		43		男性		861-4114		43		熊本県		熊本市南区野田2－22－23				096-357-5500		090-9588-7118		090-9588-7118		5000		1		同意				9/15/22 23:43		パソコン		クレジットカード		9/15/22 23:43		5000														個人																																																																																																																												sophie1117@orange.plala.or.jp		1:45:00		Mサイズ		車		096-357-5500		1

		RUNNET		7899155		C00029654296		37802341								ハーフマラソン 男子　40代		酒井 覚		サカイ サトル		5/31/76		46		男性		816-0806		40		福岡県		春日市光町1-74		島田第二ビル303号室		090-2338-7723						5000		1		同意				9/16/22 17:44		パソコン		クレジットカード		9/16/22 17:44		5000														個人																																																																																																																												sakaisat@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		電車		0895-25-7723		1		1		1		1				1

		RUNNET		8069211		C00029618456		37760993								ハーフマラソン 男子　40代		岡口 貴喜		オカグチ タカヨシ		6/26/74		48		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２９７２-２９１				090-9988-0193				090-9988-0193		5000		1		同意				9/8/22 19:49		パソコン		PayPal		9/8/22 19:49		5000														個人																																																																																																																												takayoshi1701@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-6676-1902		1						1

		RUNNET		8095234		C00029818269		37985356								ハーフマラソン 男子　40代		塚本 達也		ツカモト タツヤ		1/21/75		47		男性		861-2104		43		熊本県		熊本市東区秋津3-13-5				090-5749-9150						5000		1		同意				10/14/22 17:03		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/14/22 19:32		5000														個人																																																																																																																												tatuya-j21@docomo.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車に同乗		080-1742-1350		1		1				1

		RUNNET		8166322		C00029864622		38035675								ハーフマラソン 男子　40代		古賀 博孝		コガ ヒロタカ		9/21/82		40		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府2-6-79		アルファステイツ国府103号		090-5082-0958						5000		1		同意				10/24/22 22:53		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:53		5000														個人																																																																																																																												happy_go_lucky@jcom.zaq.ne.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-9657-1235		1						1

		RUNNET		8285445		C00029829176		37997374								ハーフマラソン 男子　40代		西本 和幸		ニシモト カズユキ		7/9/78		44		男性		861-4101		43		熊本県		熊本市南区近見6丁目6-6		ラフォーレ近見301		0969-56-2683				090-5287-8904		5000		1		同意				10/16/22 20:58		パソコン		クレジットカード		10/16/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kazu0709.m@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		090-7050-7556		1

		RUNNET		8308086		C00029697649		37851276								ハーフマラソン 男子　40代		永井 信一		ナガイ シンイチ		12/29/73		48		男性		800-0352		40		福岡県		京都郡苅田町富久町1-18-6-701		グランドパレス苅田ウイングコート		093-436-2174		093-436-2174		090-5946-4778		5000		1		同意				9/24/22 19:17		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/27/22 19:46		5000														個人																																																																																																																												nagai1973@docomo.ne.jp		1:29:30		Mサイズ		車		080-8377-6725		1

		RUNNET		8474109		C00029854652		38024885								ハーフマラソン 男子　40代		大東 正和		オオヒガシ マサカズ		4/29/74		48		男性		883-0034		45		宮崎県		日向市富高579番地		ビューティフルマンション302		080-2715-9684				070-4507-3266		5000		1		同意				10/22/22 22:03		パソコン		クレジットカード		10/22/22 22:03		5000														個人																																																																																																																												ayahirofumi4429@gmail.com		1:36:38		Mサイズ		車		090-3996-5423								1		1

		RUNNET		8578091		C00029914914		38092843								ハーフマラソン 男子　40代		占部 学伸		ウラベ タカノブ		4/22/79		43		男性		813-0017		40		福岡県		福岡市東区香椎照葉2-5-2		照葉テラスマリナコート２番館205号		090-1876-5319						5000		1		同意				11/4/22 12:37		パソコン		PayPal		11/4/22 12:37		5000														個人																																																																																																																												wabisabi_miyabi@hotmail.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		090-8768-3362		1

		RUNNET		8672286		C00029665586		37815061								ハーフマラソン 男子　40代		古谷 智司		フルヤ サトシ		5/24/79		43		男性		862-0905		43		熊本県		熊本市東区南町17-11				090-7150-6932						5000		1		同意				9/18/22 18:01		パソコン		クレジットカード		9/18/22 18:01		5000														個人																																																																																																																												serow740@yahoo.co.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-5733-6857		1				1				1		1

		RUNNET		9007316		C00029890242		38065732								ハーフマラソン 男子　40代		平井 慶彦		ヒライ ヨシヒコ		10/21/80		42		男性		811-4145		40		福岡県		宗像市陵厳寺4-4-17				090-8298-7332		090-8298-7332		090-8298-7332		5000		1		同意				10/31/22 14:16		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		11/1/22 13:45		5000														個人																																																																																																																												keigo2012yoshi@docomo.ne.jp		1:58:30		Mサイズ		車		0949-52-3070		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		9048889		C00029757415		37919184								ハーフマラソン 男子　40代		立津 央		タテツ ヒロ		6/25/73		49		男性		862-0975		43		熊本県		熊本市中央区新屋敷1-16-6-1302				096-363-8212						5000		1		同意				10/3/22 21:45		パソコン		クレジットカード		10/3/22 21:45		5000														個人																																																																																																																												tatetsu@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		080-7826-2581		1

		RUNNET		9135800		C00029904877		38081795								ハーフマラソン 男子　40代		奈須 寛実		ナス ヒロミ		4/23/75		47		男性		868-0302		43		熊本県		球磨郡錦町一武2176-10				0966-38-0229						5000		1		同意				11/2/22 14:18		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 14:27		5000														個人																																																																																																																												ko8-6-47fn208g@docomo.ne.jp		1:40:00		Mサイズ		車		0966-38-0229										1		1

		RUNNET		9218780		C00029905608		38082645								ハーフマラソン 男子　40代		益田 勇一		マスダ ユウイチ		4/16/76		46		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間1-11-20				090-2503-8872						5000		1		同意				11/2/22 18:42		パソコン		クレジットカード		11/2/22 18:42		5000														個人																																																																																																																												masuda1335@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		090-7164-9373		1										1		1

		RUNNET		9375309		C00029643755		37790294								ハーフマラソン 男子　40代		西 弘二		ニシ コウジ		5/19/75		47		男性		860-0085		43		熊本県		熊本市北区高平２－２５－８３		ガウディ高平A　102号		090-4666-7009						5000		1		同意				9/14/22 12:08		パソコン		クレジットカード		9/14/22 12:08		5000														個人																																																																																																																												k.nishi.0519@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		0986-38-1403										1

		RUNNET		9389580		C00029848871		38018599								ハーフマラソン 男子　40代		西山 誠一		ニシヤマ セイイチ		4/24/75		47		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山3丁目5-38				096-355-2859						5000		1		同意				10/21/22 10:35		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/22/22 15:18		5000														個人																																																																																																																												kamuro.don.0424@ezweb.ne.jp		1:50:00		Mサイズ		車		963552859		1

		RUNNET		9732241		C00029699683		37853560								ハーフマラソン 男子　40代		吹田 宏樹		フキタ ヒロキ		10/11/73		49		男性		860-0082		43		熊本県		熊本市西区池田1-15-73		サーパス京町台403		096-324-7728				090-2506-1153		5000		1		同意				9/25/22 9:45		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:56		5000														個人																																																																																																																												daichanmandayon@yahoo.co.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-2582-2423						1

		RUNNET		9816811		C00029665567		37815040								ハーフマラソン 男子　40代		水上 和臣		ミズカミ カズオミ		12/6/76		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出5-1-155				096-367-6767		096-367-6767		090-1870-4798		5000		1		同意				9/18/22 17:56		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/25/22 10:27		5000														個人																																																																																																																												kazu.1976.12.6@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		096-367-6766		1		1				1

		RUNNET		9908497		C00029863685		38034632								ハーフマラソン 男子　40代		中原 隆浩		ナカハラ タカヒロ		8/3/78		44		男性		861-5515		43		熊本県		熊本市北区四方寄町1673-1		ラフィネーラ四方寄503		090-9595-1358		090-9595-1358		090-9595-1358		5000		1		同意				10/24/22 20:12		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/25/22 20:20		5000														個人																																																																																																																												taka.run0801@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8398-4115		1		1

		RUNNET		10024903		C00029614443		37756357								ハーフマラソン 男子　40代		坪水 将士		ツボミズ マサシ		5/31/77		45		男性		862-0920		43		熊本県		熊本市東区月出１丁目７－４６ロイヤルコーポ月出５０４				080-5260-1942						5000		1		同意				9/7/22 21:20		パソコン		PayPal		9/7/22 21:20		5000		熊本マスターズ		熊本陸上競技協会		172668535		TSUBOMIZU		Masashi		172668535		個人																																																																																																																												marphyjr@yahoo.co.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-4312-7120				1						1		1

		RUNNET		10043823		C00029743617		37903420								ハーフマラソン 男子　40代		宮田 武志		ミヤタ タケシ		10/18/79		43		男性		862-0901		43		熊本県		熊本市東区東町3-12-3-103				090-1977-7921						5000		1		同意				10/2/22 20:13		パソコン		PayPal		10/2/22 20:13		5000														個人																																																																																																																												osamushi12@yahoo.co.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-1164-3332		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10468808		C00029635679		37780694								ハーフマラソン 男子　40代		髙橋 大輔		タカハシ ダイスケ		8/29/82		40		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1-13-302				070-3532-0502						5000		1		同意				9/12/22 12:49		パソコン		クレジットカード		9/12/22 12:49		5000														個人																																																																																																																												daisuke@growth-capability.com		1:30:30		Mサイズ		車		8059046999		1		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10541354		C00029649445		37796843								ハーフマラソン 男子　40代		川口 大介		カワグチ ダイスケ		12/4/79		42		男性		861-8064		43		熊本県		熊本市北区八景水谷4-3-11				096-344-2075		090-9572-3606		090-9572-3606		5000		1		同意				9/15/22 15:41		パソコン		クレジットカード		9/15/22 15:41		5000														個人																																																																																																																												dice.k.moccosu@gmail.com		1:59:59		Mサイズ		車		090-4779-7611		1		1								1

		RUNNET		10701017		C00029875757		38049176								ハーフマラソン 男子　40代		松永 裕樹		マツナガ ユウキ		5/5/81		41		男性		861-8035		43		熊本県		熊本市東区御領6丁目1-38		プレミール壱番館301		090-7983-6341				090-7983-6341		5000		1		同意				10/27/22 22:48		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/28/22 10:40		5000														個人																																																																																																																												yuuki0505ss@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		9079836341		1

		RUNNET		10719489		C00029667787		37817589								ハーフマラソン 男子　40代		井本 慶一郎		イノモト ケイイチロウ		12/25/81		40		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2791-5				090-8403-2216		090-8403-2216		090-8403-2216		5000		1		同意				9/19/22 8:38		パソコン		クレジットカード		9/19/22 8:38		5000														個人																																																																																																																												ki10241225@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車に同乗		090-8403-2216		1		1

		RUNNET		10742231		C00029771128		37934352								ハーフマラソン 男子　40代		鎌田 浩幹		カマタ ヒロキ		11/21/78		44		男性		862-0965		43		熊本県		熊本市南区田井島1丁目7-23		1005		090-1873-1978				090-1873-1978		5000		1		同意				10/5/22 20:59		パソコン		クレジットカード		10/5/22 20:59		5000														個人																																																																																																																												k4u4169@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車に同乗		090-1178-7798		1

		RUNNET		10935		C00029864373		38035398								ハーフマラソン 男子　50代		松木 孝仁		マツキ タカヒト		11/7/69		53		男性		892-0846		46		鹿児島県		鹿児島市加治屋町19-13		D-Designまちの杜901		0985-54-5074				090-6817-6914		5000		1		同意				10/24/22 22:09		パソコン		クレジットカード		10/24/22 22:09		5000		宮崎市陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		3127		MATSUKI		Takahio		96579137		個人																																																																																																																												takaini@icloud.com		1:25:00		Mサイズ		車		9068176914										1		1

		RUNNET		149867		C00029794840		37959586								ハーフマラソン 男子　50代		筑紫 孝司		チクシ コウジ		10/21/71		51		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目１番５号				096-328-6181						5000		1		同意				10/9/22 17:42		パソコン		クレジットカード		10/9/22 17:42		5000														個人																																																																																																																												kouji_chikushi@kyuden.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		090-2083-8350		1

		RUNNET		6340138		C00029601612		37741884								ハーフマラソン 男子　50代		吉村 友明		ヨシムラ トモアキ		10/21/66		56		男性		861-8005		43		熊本県		熊本市北区龍田陳内３－２２－２０				096-337-3262						5000		1		同意				9/6/22 0:26		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:26		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		519						121180215		個人																																																																																																																												tommy@js3.so-net.ne.jp		1:27:12		Mサイズ		車		096-337-3262		1		1

		RUNNET		6591600		C00029741842		37901505								ハーフマラソン 男子　50代		石元 光弘		イシモト ミツヒロ		2/8/64		58		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿2-2-14				096-366-5852						5000		1		同意				10/2/22 15:34		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/3/22 18:15		5000		熊本県庁		熊本陸上競技協会		3498		ISHIMOTO		Mtsuhiro		46059024		個人																																																																																																																												ittcy@tuc.bbiq.jp		1:34:00		Mサイズ		車		096-366-5852				1				1

		RUNNET		6880209		C00029779935		37943630								ハーフマラソン 男子　50代		永野 義人		ナガノ ヨシト		9/28/64		58		男性		892-0871		46		鹿児島県		鹿児島市吉野町５３６４－５				099-248-8446						5000		1		同意				10/6/22 21:30		パソコン		クレジットカード		10/6/22 21:30		5000														個人																																																																																																																												sharin1899@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		099-248-8446										1		1

		RUNNET		6965451		C00029614673		37756636								ハーフマラソン 男子　50代		武田 東史		タケダ トウシ		4/30/65		57		男性		860-0068		43		熊本県		熊本市西区上代８丁目７－２８		サンプレイン５０１		080-1792-9702				080-1792-9702		5000		1		同意				9/7/22 21:47		パソコン		クレジットカード		9/7/22 21:47		5000														個人																																																																																																																												rinsoul2007@yahoo.co.jp		1:40:00		Mサイズ		車		080-1792-9702				1

		RUNNET		6975310		C00029766135		37928900								ハーフマラソン 男子　50代		知識 茂雄		チシキ シゲオ		5/18/63		59		男性		861-5262		43		熊本県		熊本市南区浜口町19-2				096-227-2669				090-5734-5446		5000		1		同意				10/4/22 23:06		パソコン		クレジットカード		10/4/22 23:06		5000														個人																																																																																																																												chishiki@kyf.biglobe.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		090-5289-9789		1

		RUNNET		6982721		C00029601520		37741767								ハーフマラソン 男子　50代		多賀 昭男		タガ アキオ		7/17/68		54		男性		860-0053		43		熊本県		熊本市西区田崎1丁目3-93		サンパーク熊本駅南グラッセ７０４		090-3017-8876				090-3017-8876		5000		1		同意				9/6/22 0:03		パソコン		Amazon Pay		9/6/22 0:03		5000														個人																																																																																																																												akiosan@tea.ocn.ne.jp		1:55:00		Mサイズ		車		963543074		1

		RUNNET		7006985		C00029910803		38088439								ハーフマラソン 男子　50代		村上 浩幸		ムラカミ ヒロユキ		11/26/72		50		男性		861-5341		43		熊本県		熊本市西区河内町大多尾224				096-277-2538				090-1924-5275		5000		1		同意				11/3/22 18:57		パソコン		クレジットカード		11/3/22 18:57		5000														個人																																																																																																																												tri.hiro@docomo.ne.jp		1:28:00		Mサイズ		車		080-8560-0589		1

		RUNNET		7336364		C00029604863		37745452								ハーフマラソン 男子　50代		稲垣 昌宏		イナガキ マサヒロ		11/14/70		52		男性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪４丁目１４－３０				096-221-6092		090-9371-7710		090-9371-7710		5000		1		同意				9/6/22 12:44		パソコン		PayPal		9/6/22 12:44		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2301		INAGAKI		Masahiro		97294132		個人																																																																																																																												marr@sandakan.org		1:27:00		Mサイズ		車		096-221-6092				1

		RUNNET		7487619		C00029872170		38044633								ハーフマラソン 男子　50代		冨田 伸次郎		トミタ シンジロウ		10/13/69		53		男性		850-0017		42		長崎県		長崎市新大工町2-26-4				095-823-3478				090-5072-8597		5000		1		同意				10/26/22 21:43		パソコン		クレジットカード		10/26/22 21:43		5000														個人																																																																																																																												ssttommyy@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9016489185						1

		RUNNET		7610069		C00029682650		37834523								ハーフマラソン 男子　50代		藤本 洋一		フジモト ヨウイチ		3/29/65		57		男性		861-8039		43		熊本県		熊本市東区長嶺南6丁目7-25				096-367-3971				090-3076-4708		5000		1		同意				9/21/22 22:11		パソコン		クレジットカード		9/21/22 22:11		5000														個人																																																																																																																												you1_fujimo@docomo.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-367-3971		1

		RUNNET		7636165		C00029744499		37904367								ハーフマラソン 男子　50代		久末 勝義		ヒサスエ カツヨシ		8/21/71		51		男性		869-1102		43		熊本県		菊池郡菊陽町原水1131-15		フォーレストYANO　A 202		096-232-7065				090-1977-2517		5000		1		同意				10/2/22 21:46		パソコン		クレジットカード		10/2/22 21:46		5000														個人																																																																																																																												sachilove0930@uqmobile.jp		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		962327065		1

		RUNNET		7715921		C00029801317		37966593								ハーフマラソン 男子　50代		石山 幸介		イシヤマ コウスケ		3/23/72		50		男性		862-0946		43		熊本県		熊本市東区画図町所島1008				096-378-4704				090-3198-3335		5000		1		同意				10/10/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/10/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												ishiyama.kkrr@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-3198-3335		1

		RUNNET		7766846		C00029695159		37848473								ハーフマラソン 男子　50代		福島 勝浩		フクシマ カツヒロ		6/15/65		57		男性		861-4137		43		熊本県		熊本市南区野口２-５-１				096-358-1161						5000		1		同意				9/24/22 9:02		パソコン		クレジットカード		9/24/22 9:02		5000														個人																																																																																																																												hnpsq065@yahoo.co.jp		1:29:00		Mサイズ		車		090-1088-7275		1

		RUNNET		8057885		C00029883768		38058582		4866754		能勢 直弘		090-2495-5773		ハーフマラソン 男子　50代		能勢 直弘		ノセ ナオヒロ		2/28/70		52		男性		882-0872		45		宮崎県		延岡市愛宕町2-5-5		医師公舎　305号室		090-2495-5773		090-2495-5773		090-2495-5773		5000		1		同意				10/30/22 11:35		パソコン		クレジットカード		10/30/22 11:35		5000		宮崎陸上競技協会		宮崎陸上競技協会		6030		NOSE		Naohiro		120604922		ご家族																																																																																																																												pencil@med.uoeh-u.ac.jp		2:30:00		Mサイズ		電車		9050889381										1

		RUNNET		8357687		C00029906381		38083494								ハーフマラソン 男子　50代		西田 光宏		ニシダ ミツヒロ		8/27/70		52		男性		862-0962		43		熊本県		熊本市南区田迎6-1-51				080-9502-8728				080-9502-8728		5000		1		同意				11/2/22 21:11		パソコン		Amazon Pay		11/2/22 21:11		5000		熊本陸協		熊本陸上競技協会		2599		NISHIDA		Mitsuhiro				個人																																																																																																																												leading.pack@gmail.com		1:28:30		Mサイズ		自転車・バイク		080-5217-4919				1				1

		RUNNET		8386160		C00029601663		37741951								ハーフマラソン 男子　50代		出田 理		イデタ オサム		6/23/68		54		男性		862-0950		43		熊本県		熊本市中央区水前寺3-34-10		S-FORT水前寺810		090-7599-2078				090-7599-2078		5000		1		同意				9/6/22 0:54		パソコン		クレジットカード		9/6/22 0:54		5000														個人																																																																																																																												idechin0623@ezweb.ne.jp		2:25:00		Mサイズ		車		0957-36-2582		1		1		1		1

		RUNNET		8444315		C00029716364		37872962								ハーフマラソン 男子　50代		澤田 隆伸		サワダ タカノブ		12/21/63		58		男性		860-0051		43		熊本県		熊本市西区二本木４丁目６ー３６				096-352-7871						5000		1		同意				9/29/22 9:07		パソコン		クレジットカード		9/29/22 9:07		5000														個人																																																																																																																												aikyo4@hotmail.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-3667-1938				1

		RUNNET		8457526		C00029809133		37975082								ハーフマラソン 男子　50代		山田 泰美		ヤマダ ヤスミ		11/20/68		54		男性		869-1103		43		熊本県		菊池郡菊陽町久保田2808-9		CUORE201		090-8344-6919				090-8344-6919		5000		1		同意				10/12/22 10:38		パソコン		クレジットカード		10/12/22 10:38		5000														個人																																																																																																																												yasyama1120@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		9083446919												1

		RUNNET		8469377		C00029829970		37998321								ハーフマラソン 男子　50代		澤井 努		サワイ ツトム		6/14/71		51		男性		860-0821		43		熊本県		熊本市中央区本山３－３－２		エイルマンション熊本駅東マークウエスト１２０６号		096-227-6854				090-7922-2698		5000		1		同意				10/16/22 22:30		パソコン		クレジットカード		10/16/22 22:30		5000														個人																																																																																																																												t.sawai1971@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5472-2775										1

		RUNNET		8820861		C00029874470		38047656								ハーフマラソン 男子　50代		鳥越 靖浩		トリゴエ ヤスヒロ		1/5/66		56		男性		865-0016		43		熊本県		玉名市岩崎640		ベルデュール玉名101		090-3328-1649		090-3328-1649		090-3328-1649		5000		1		同意				10/27/22 17:17		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/28/22 19:21		5000														個人																																																																																																																												xyz-tori.15@docomo.ne.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-5737-1773				1

		RUNNET		9043838		C00029807039		37972853								ハーフマラソン 男子　50代		田尻 久幸		タジリ ヒサユキ		9/8/72		50		男性		862-0926		43		熊本県		熊本市東区保田窪5-6-16				096-285-6586				090-9589-2752		5000		1		同意				10/11/22 21:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/18/22 19:50		5000														個人																																																																																																																												kazumio63@icloud.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-7298-2811		1

		RUNNET		9123347		C00029842909		38012280								ハーフマラソン 男子　50代		角谷 明伸		カクタニ アキノブ		11/19/63		59		男性		861-0382		43		熊本県		山鹿市方保田1301-1		グロリアス山鹿1　203号		086-270-1835				080-3891-7980		5000		1		同意				10/19/22 21:28		パソコン		Amazon Pay		10/19/22 21:28		5000														個人																																																																																																																												a.kakutani@gmail.com		1:50:00		Mサイズ		車		090-2864-2135				1				1

		RUNNET		9621707		C00029614335		37756231								ハーフマラソン 男子　50代		一門 和哉		イチカド カズヤ		4/3/64		58		男性		862-0972		43		熊本県		熊本市中央区新大江3-4-35				096-382-8935				090-1193-7517		5000		1		同意				9/7/22 21:07		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/8/22 7:19		5000														個人																																																																																																																												kazuichi6443@gem.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車		9062999666				1

		RUNNET		9818594		C00029867911		38039295								ハーフマラソン 男子　50代		田村 義史		タムラ ヨシフミ		10/28/64		58		男性		890-0053		46		鹿児島県		鹿児島市中央町5-26-701		セントラルヒルズ		096-338-9833		090-7161-7422		090-7161-7422		5000		1		同意				10/25/22 20:48		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/28/22 13:35		5000														個人																																																																																																																												yt391028@gmail.com		2:15:00		Mサイズ		車		963389833		1										1

		RUNNET		10044285		C00029669417		37819539								ハーフマラソン 男子　50代		佐藤 博之		サトウ ヒロユキ		1/1/65		57		男性		869-5146		43		熊本県		八代市日奈久大坪町1906-2				090-1361-7400				090-1361-7400		5000		1		同意				9/19/22 15:11		パソコン		クレジットカード		9/19/22 15:11		5000														個人																																																																																																																												hiro9464smaile1230@gmail.com		1:39:59		Mサイズ		車		080-1786-2793		1								1

		RUNNET		10522852		C00029601561		37741817								ハーフマラソン 男子　50代		内山 和久		ウチヤマ カズヒサ		8/7/67		55		男性		860-0843		43		熊本県		熊本市中央区草葉町1ー25-602				096-325-3617				090-3321-9071		5000		1		同意				9/6/22 0:09		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/9/22 19:19		5000														個人																																																																																																																												chamapapa8.7@gmail.com		2:20:00		Mサイズ		車		9018762706		1

		RUNNET		10654878		C00029917945		38096081								ハーフマラソン 男子　50代		山田 祐治		ヤマダ ユウジ		9/24/65		57		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘2-16-29				096-337-3444				090-5384-4950		5000		1		同意				11/4/22 21:05		パソコン		クレジットカード		11/4/22 21:05		5000														個人																																																																																																																												santa924.yujji@docomo.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		096-337-3444		1

		RUNNET		10704714		C00029707338		37862311								ハーフマラソン 男子　50代		牛島 誠一		ウシジマ セイイチ		4/1/66		56		男性		860-0088		43		熊本県		熊本市西区津浦町6-61				090-4771-5070						5000		1		同意				9/26/22 21:26		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/27/22 12:23		5000														個人																																																																																																																												sarm-2004@lilac.plala.or.jp		2:00:00		Mサイズ		車		090-4771-5070		1

		RUNNET		10723809		C00029689699		37842270								ハーフマラソン 男子　50代		黒木 修		クロキ オサム		9/3/65		57		男性		891-0113		46		鹿児島県		鹿児島市東谷山2丁目49-11		パークサイド吉留301		090-1779-6726						5000		1		同意				9/23/22 6:53		パソコン		クレジットカード		9/23/22 6:53		5000														個人																																																																																																																												doradora0574@docomo.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-6524-1922												1

		RUNNET		10753438		C00029913001		38090851								ハーフマラソン 男子　50代		本山 忍		モトヤマ シノブ		8/11/69		53		男性		811-1213		40		福岡県		那珂川市中原5丁目98-1アルファスマート博多南202				090-2500-5612						5000		1		同意				11/4/22 7:27		パソコン		クレジットカード		11/4/22 7:27		5000														個人																																																																																																																												tozinbara@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		電車		9025005612		1										1

		RUNNET		18416		C00029715089		37871427								ハーフマラソン 男子　60代		渡部 徹		ワタナベ トオル		8/1/62		60		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府3丁目28-45		アルバB105		090-9951-3066		090-8630-2289		090-8630-2289		5000		1		同意				9/28/22 21:49		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/1/22 14:13		5000														個人																																																																																																																												attr78910-w@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		車		9099513066		1		1

		RUNNET		78885		C00029648770		37796059								ハーフマラソン 男子　60代		松尾 慎治		マツオ シンジ		3/24/58		64		男性		862-0949		43		熊本県		熊本市中央区国府３－８－５		コアマンション新水前寺２　611号		096-295-3594				090-2096-6544		5000		1		同意				9/15/22 12:42		パソコン		クレジットカード		9/15/22 12:42		5000														個人																																																																																																																												dbfsm060@ybb.ne.jp		2:40:00		Mサイズ		車		090-2096-9994		1

		RUNNET		98191		C00029640704		37786761								ハーフマラソン 男子　60代		山本 次郎		ヤマモト ジロウ		10/26/55		67		男性		869-1412		43		熊本県		阿蘇郡南阿蘇村久石3628-5				0967-67-2821				070-4579-2225		5000		1		同意				9/13/22 18:10		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/17/22 14:36		5000														個人																																																																																																																												ji.ya5526@gmail.com		2:30:00		Mサイズ		車		090-3522-7866								1		1

		RUNNET		6136691		C00029648152		37795319								ハーフマラソン 男子　60代		下雅意 清		シモガイ キヨシ		5/12/55		67		男性		861-2101		43		熊本県		熊本市東区桜木４－１７－３０				096-367-0864						5000		1		同意				9/15/22 10:30		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 11:21		5000														個人																																																																																																																												shimogai@jcom.zaq.ne.jp		2:15:00		Mサイズ		車		096-367-0864		1		1								1

		RUNNET		6275806		C00029629077		37773143								ハーフマラソン 男子　60代		藤元 幸人		フジモト ユキト		6/9/55		67		男性		890-0046		46		鹿児島県		鹿児島市西田３丁目３０番２０号		ライオンズマンション西田５０３		099-297-6100		099-813-2832		090-9581-8899		5000		1		同意				9/11/22 6:48		パソコン		クレジットカード		9/11/22 6:48		5000														個人																																																																																																																												yf550609@gray.plala.or.jp		1:44:00		Mサイズ		車		090-5084-0001										1

		RUNNET		6489795		C00029830694		37999091								ハーフマラソン 男子　60代		松本 拓也		マツモト タクヤ		11/30/54		67		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋２６８０－１５				096-242-4766		090-5082-7229		090-5082-7229		5000		1		同意				10/17/22 1:06		パソコン		コンビニ(ローソン)		10/17/22 11:26		5000		熊本ＣＡＣ		熊本陸上競技協会		3020						41684831		個人																																																																																																																												takuya355017@cnc.bbiq.jp		1:58:30		Mサイズ		車		096-242-4766		1

		RUNNET		7082016		C00029634946		37779880								ハーフマラソン 男子　60代		西木 哲雄		ニシキ テツオ		9/24/53		69		男性		830-1103		40		福岡県		久留米市北野町金島１９９９－１４				0942-78-6591						5000		1		同意				9/12/22 9:25		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 16:15		5000														個人																																																																																																																												nishiki1004@kumin.ne.jp		1:58:00		Mサイズ		車		090-9598-8551		1						1

		RUNNET		7501293		C00029790875		37955325								ハーフマラソン 男子　60代		中村 隆		ナカムラ タカシ		8/20/61		61		男性		860-0863		43		熊本県		熊本市中央区坪井3-6-2				096-344-7355		096-344-7355		090-1193-7112		5000		1		同意				10/8/22 20:05		パソコン		クレジットカード		10/8/22 20:05		5000														個人																																																																																																																												nakamura.takasi@lib.bbiq.jp		2:10:00		Mサイズ		車に同乗		090-9725-0102		1										1

		RUNNET		7716047		C00029643585		37790105								ハーフマラソン 男子　60代		佐藤 善次郎		サトウ ゼンジロウ		2/7/54		68		男性		882-1101		45		宮崎県		西臼杵郡高千穂町三田井９８７－８				0982-72-7454						5000		1		同意				9/14/22 11:08		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/16/22 13:20		5000														個人																																																																																																																												maki2815@khaki.plala.or.jp		1:50:00		Mサイズ		車		090-7160-7682		1		1				1		1

		RUNNET		8519721		C00029764501		37927082								ハーフマラソン 男子　60代		下野 義弘		シモノ ヨシヒロ		11/24/54		68		男性		899-5431		46		鹿児島県		姶良市西餠田2837－10				0995-66-3786				090-8837-2658		5000		1		同意				10/4/22 20:37		パソコン		クレジットカード		10/4/22 20:37		5000														個人																																																																																																																												shimono11241954@yahoo.co.jp		1:45:00		Mサイズ		電車		080-1734-4300												1

		RUNNET		9697013		C00029664586		37813917								ハーフマラソン 男子　60代		髙沢 眞一		タカサワ シンイチ		11/18/56		66		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山1-25-17		ニューステージ帯山807		096-385-6112		090-5087-7615		090-5087-7615		5000		1		同意				9/18/22 14:16		パソコン		クレジットカード		9/18/22 14:16		5000														個人																																																																																																																												obiyama12517@yahoo.co.jp		2:15:00		Mサイズ		自転車・バイク		090-5387-0745								1

		RUNNET		10267417		C00029645665		37792474								ハーフマラソン 男子　60代		久保田 継臣		クボタ ツギオミ		10/29/56		66		男性		866-0898		43		熊本県		八代市古閑中町1178-1				0965-36-1331				090-8224-1029		5000		1		同意				9/14/22 20:58		パソコン		クレジットカード		9/14/22 20:58		5000														個人																																																																																																																												kubotsugi.1029@icloud.com		2:00:00		Mサイズ		車		090-8224-1029		1

		RUNNET		10394264		C00029707239		37862190								ハーフマラソン 男子　60代		木下 堅		キノシタ カタシ		10/13/58		64		男性		869-0552		43		熊本県		宇城市不知火町高良2091-1				0964-32-3607				090-2718-5662		5000		1		同意				9/26/22 21:11		パソコン		クレジットカード		9/26/22 21:11		5000														個人																																																																																																																												run.k.k151013@gmail.com		1:45:00		Mサイズ		車		090-2517-1509		1

		RUNNET		10413747		C00029716586		37873222								ハーフマラソン 男子　60代		井 二郎		イ ジロウ		4/9/58		64		男性		869-2704		43		熊本県		阿蘇郡産山村田尻233				0967-25-2405				080-5240-3349		5000		1		同意				9/29/22 10:42		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/4/22 17:00		5000														個人																																																																																																																												0km42118325314k@ezweb.ne.jp		2:30:00		Mサイズ		車		8052490716		1						1				1

		RUNNET		10672868		C00029601592		37741862								ハーフマラソン 男子　60代		村上 健二		ムラカミ ケンジ		9/16/59		63		男性		800-0041		40		福岡県		北九州市門司区泉ケ丘2番35号				093-372-1683				090-5086-7888		5000		1		同意				9/6/22 0:19		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/6/22 12:24		5000														個人																																																																																																																												momokenpapa@icloud.com		2:40:00		Mサイズ		車		093-372-1683		1				1		1

		RUNNET		10724381		C00029692372		37845259								ハーフマラソン 男子　60代		池田 博信		イケダ ヒロノブ		11/25/58		64		男性		869-0511		43		熊本県		宇城市松橋町曲野3137-3				0964-33-0161		090-3079-9614		090-3079-9614		5000		1		同意				9/23/22 17:40		パソコン		クレジットカード		9/23/22 17:40		5000														個人																																																																																																																												dec527282@yahoo.co.jp		1:59:00		Mサイズ		車		9030799614												1

		RUNNET		1244		C00029792262		37956832								ハーフマラソン 男子　70歳以上		原谷 勤		ハラタニ ツトム		12/26/51		70		男性		802-0051		40		福岡県		北九州市小倉北区黒原2-11-15				090-9940-5613						5000		1		同意				10/9/22 5:29		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		10/11/22 13:34		5000														個人																																																																																																																												tharatan51@yahoo.co.jp		1:50:00		Mサイズ		電車		090-9401-6723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		9625492		C00029644655		37791309								ハーフマラソン 男子　70歳以上		神田 眞一郎		カンダ シンイチロウ		9/22/49		73		男性		861-8001		43		熊本県		熊本市北区武蔵ケ丘7丁目1番66号				080-5863-7682		080-5863-7682		080-5863-7682		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/15/22 14:14		5000														個人																																																																																																																												akog7is@gmail.com		2:18:00		Mサイズ		車		080-6406-3778		1

		RUNNET		10146133		C00029644656		37791310								ハーフマラソン 男子　70歳以上		尾形 三喜雄		オガタ ミキオ		11/18/50		72		男性		861-1103		43		熊本県		合志市野々島５６７７ー５４				096-242-5247				080-7724-6465		5000		1		同意				9/14/22 16:41		パソコン		Amazon Pay		9/14/22 16:41		5000														個人																																																																																																																												gga610584@gmail.com		2:10:00		Mサイズ		車		096-242-5247		1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男子　70代		有江勝成		アリエ カツナリ		11/1/50				男性		861-8045				熊本県		熊本市小山5丁目32番15号		 		096-388-2137																																																																																																																																																																arie_0917@yahoo.co.jp				Mサイズ		徒歩		有江春代　・　妻

		RUNNET		8058724		C00029734472		37893612								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		宮窪 祐允		ミヤクボ ユウスケ		5/24/94		28		男性		861-1102		43		熊本県		合志市須屋2759-10		シャーメゾン黒石B201		080-3965-3890						5000		1		同意				10/1/22 12:36		パソコン		クレジットカード		10/1/22 12:36		5000														個人																																																																																																																												yusuke3890@gmail.com		1:15:00		Mサイズ		車		070 8454 2247										1

		RUNNET		8503535		C00029618222		37760709								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		兵頭 哲也		ヒョウドウ テツヤ		4/19/93		29		男性		879-4912		44		大分県		玖珠郡九重町湯坪506-1		大岳寮		080-1539-3796				080-1539-3796		5000		1		同意				9/8/22 18:54		独自		クレジットカード		9/8/22 18:54		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		1320		HYODO		Tetsuya		133483022		個人																																																																																																																												tetsuya8200@gmail.com		1:40:00		Mサイズ		車		090-3324-5723		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		10554892		C00029905160		38082110								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		植村 優太		ウエムラ ユウタ		9/9/05		17		男性		862-0970		43		熊本県		熊本市中央区渡鹿3丁目6番10号				096-201-4603				090-1345-6598		5000		1		同意				11/2/22 16:06		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/6/22 11:00		5000														個人																																																																																																																												yutagarden2020@gmail.com		2:00:00		Mサイズ		自転車・バイク		9094958288		1

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 男性　30代		村上将太		ムラカミ　ショウタ		1/8/90				男性		860-0056				熊本県		熊本市西区新土河原2-9-30		 シャルマンヒル301		080-6423-3978																																																																																																																																																																sagawasyouta@icloud.com				Mサイズ		車

		SPORTSENTRY														ハーフマラソン 女性　30代 ジョセイ		西村優美		ニシムラ　マサミ		8/31/84				女性		869-0552				熊本県		宇城市不知火町高良2193-2		 ビレッジハウス不知火1-206、西村方		080-6456-7758																																																																																																																																																																macha0968465759@gmail.com				Sサイズ		車		080-1792-2584 夫

		RUNNET		8336072		C00029836316		38005159								ハーフマラソン 女子　30代		宇戸口 久恵		ウトグチ ヒサエ		7/2/92		30		女性		862-0970		43		熊本県		熊本市東区渡鹿8丁目8-26		ナツ・グランジュ203		080-1734-4474						5000		1		同意				10/18/22 9:19		パソコン		Amazon Pay		10/18/22 9:19		5000														個人																																																																																																																												1000487841hisa@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		車		9013672661												1

		RUNNET		8582996		C00029656810		37805079								ハーフマラソン 女子　30代		後藤 志織		ゴトウ シオリ		2/17/92		30		女性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日８丁目２－５１				080-8379-2970						5000		1		同意				9/16/22 21:48		パソコン		PayPal		9/16/22 21:48		5000														個人																																																																																																																												ts.foreverlove5@gmail.com		1:59:59		Sサイズ		車		8027425593		1				1		1

		RUNNET		10611565		C00029672649		37823314								ハーフマラソン 女子　30代		合力 佳奈		ゴウリキ カナ		7/2/90		32		女性		860-0862		43		熊本県		熊本市中央区黒髪4-11-18		304		080-1782-0371						5000		1		同意				9/20/22 3:29		パソコン		Amazon Pay		9/20/22 3:29		5000														個人																																																																																																																												fxb-core.72kn@docomo.ne.jp		2:30:00		Sサイズ		車		9087636080		1		1

		RUNNET		7303666		C00029664238		37813524								ハーフマラソン 女子　40代		岩石 由佳		イワイシ ユカ		12/20/73		48		女性		862-0925		43		熊本県		熊本市東区保田窪本町23-19				096-285-5020				090-8415-0844		5000		1		同意				9/18/22 12:50		パソコン		クレジットカード		9/18/22 12:50		5000														個人																																																																																																																												ciao-primo1212-yuka1220@docomo.ne.jp		2:40:00		Sサイズ		車		090-8415-0844		1												1

		RUNNET		7572751		C00029889822		38065274								ハーフマラソン 女子　40代		林田 紀子		ハヤシダ ノリコ		8/6/77		45		女性		869-0236		43		熊本県		玉名市岱明町西照寺10-54				0968-57-1309				090-4588-4565		5000		1		同意				10/31/22 12:56		パソコン		PayPal		10/31/22 12:56		5000														個人																																																																																																																												nori_issho@hotmail.co.jp		2:00:00		Sサイズ		車		0968-57-1309				1				1

		RUNNET		9147217		C00029868280		38039697								ハーフマラソン 女子　40代		重元 佳奈美		シゲモト カナミ		4/28/76		46		女性		818-0034		40		福岡県		筑紫野市美しが丘南４丁目15-18				070-3663-4953				070-3663-4953		5000		1		同意				10/25/22 21:44		パソコン		クレジットカード		10/25/22 21:44		5000		福岡陸上競技協会		福岡陸上競技協会		3324		SHIGEMOTO		Kanami		174310319		個人																																																																																																																												428kanami@gmail.com		1:30:00		Sサイズ		車		070-3662-6822		1		1				1

		RUNNET		9752802		C00029867791		38039166								ハーフマラソン 女子　50代		石橋 八千代		イシバシ ヤチヨ		11/12/68		54		女性		869-1112		43		熊本県		菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1-27-23				096-339-1453		070-4545-9663		070-4545-9663		5000		1		同意				10/25/22 20:26		パソコン		クレジットカード		10/25/22 20:26		5000														個人																																																																																																																												kanimi55@yahoo.co.jp		1:59:00		Sサイズ		車		090-3606-2363				1				1

		RUNNET		10724876		C00029694944		37848230								ハーフマラソン 女子　50代		本田 春美		ホンダ ハルミ		2/4/65		57		女性		861-8045		43		熊本県		熊本市東区小山2-24-86				096-380-0589				090-5736-5596		5000		1		同意				9/24/22 7:43		パソコン		クレジットカード		9/24/22 7:43		5000														個人																																																																																																																												haru0204sk@gmail.com		2:30:00		Sサイズ		徒歩		9030140589		1

		RUNNET		10757860		C00029851812		38021797								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		倉原 未波		クラハラ ミナミ		7/25/97		25		女性		869-1109		43		熊本県		菊池郡菊陽町新山3-16-12				080-2781-8992						5000		1		同意				10/22/22 8:55		パソコン		クレジットカード		10/22/22 8:55		5000														個人																																																																																																																												kurachann2@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		自転車・バイク		090-4345-0561		1				1		1		1

		RUNNET		10759007		C00029856321		38026680								ハーフマラソン 女子　高校生～29歳		福田 裕美子		フクダ ユミコ		10/10/94		28		女性		861-8034		43		熊本県		熊本市東区八反田1-7-12		オリエンス八反田４０５		080-1709-9156						5000		1		同意				10/23/22 12:38		パソコン		クレジットカード		10/23/22 12:38		5000														個人																																																																																																																												yumiiiiko.1010@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		080-6440-9818		1

		RUNNET		10782776		C00029917581		38095696								ハーフマラソン 男子　30代		溝口 英		ミゾグチ ヒデ		3/8/92		30		男性		865-0065		43		熊本県		玉名市築地2006-2		グランパティオ1-202		080-6435-0308						5000		1		同意				11/4/22 20:14		パソコン		クレジットカード		11/4/22 20:14		5000														個人																																																																																																																												bnr32.mh@gmail.com		1:55:00		Sサイズ		車		090-2714-4244		1		1

		RUNNET		7896609		C00029706660		37861496		4846806		日高 弘志		090-4513-9750		ハーフマラソン 男子　40代		日高 弘志		ヒダカ ヒロシ		10/25/80		42		男性		861-4172		43		熊本県		熊本市南区御幸笛田3丁目18-33				090-4513-9750						5000		1		同意				9/26/22 19:35		パソコン		クレジットカード		9/26/22 19:35		5000														ご家族																																																																																																																												h.good-time.h.09045139750@docomo.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		090-1085-5624		1

		RUNNET		9047378		C00029890377		38065881								ハーフマラソン 男子　40代		可児 天治		カニ テンジ		5/18/75		47		男性		862-0924		43		熊本県		熊本市中央区帯山2丁目13番106-201号		チサンマンション帯山		096-284-2224		080-3180-3526		080-3180-3526		5000		1		同意				10/31/22 14:56		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		11/2/22 13:22		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		527		KANI		Tenji		132817527		個人																																																																																																																												kani@com-haus.net		1:24:00		Sサイズ		車		080-4274-9833				1

		RUNNET		9700567		C00029631087		37775483		4838358		田上 肇		090-2085-6601		ハーフマラソン 男子　40代		田上 肇		タガミ ハジメ		8/26/78		44		男性		869-1115		43		熊本県		菊池郡菊陽町沖野2丁目20-14				090-2085-6601						5000		1		同意				9/11/22 15:39		パソコン		Amazon Pay		9/11/22 15:39		5000														ご家族																																																																																																																												hajime.tagami@gmail.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-2085-6601		1

		RUNNET		9986791		C00029794880		37959639								ハーフマラソン 男子　40代		中邨 順一		ナカムラ ジュンイチ		2/17/78		44		男性		889-1602		45		宮崎県		宮崎市清武町大字今泉甲3707-2番地				0985-85-2583				080-3227-9022		5000		1		同意				10/9/22 17:50		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		10/9/22 18:00		5000		宮崎陸協		宮崎陸上競技協会		3114		MIYAZAKISI		Riikuyou		5845931		個人																																																																																																																												junichi0217@q.vodafone.ne.jp		1:20:00		Sサイズ		車		0985-85-2583										1		1

		RUNNET		309063		C00029637915		37783324								ハーフマラソン 男子　50代		山本 真也		ヤマモト シンヤ		2/24/63		59		男性		861-8002		43		熊本県		熊本市北区弓削2丁目9番18号				096-339-6260		096-339-6260		090-8621-1703		5000		1		同意				9/12/22 21:58		パソコン		コンビニ(ローソン)		9/16/22 17:19		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		500		YAMAMOTO		Shinya		41656628		個人																																																																																																																												yamashin5238@jcom.zaq.ne.jp		1:40:00		Sサイズ		車		096-339-6260		1		1				1

		RUNNET		8732990		C00029643477		37789986								ハーフマラソン 男子　50代		竹田 修		タケダ オサム		1/10/65		57		男性		860-0047		43		熊本県		熊本市西区春日7-1-14				090-9653-7871						5000		1		同意				9/14/22 10:33		パソコン		クレジットカード		9/14/22 10:33		5000														個人																																																																																																																												c0072164@icloud.com		1:40:00		Sサイズ		車		090-8355-5309		1		1		1		1		1		1

		RUNNET		8733545		C00029690901		37843607								ハーフマラソン 男子　50代		石橋 実		イシバシ ミノル		5/11/64		58		男性		832-0006		40		福岡県		柳川市東蒲池291-1				0944-72-1307		090-2857-3567		090-2857-3567		5000		1		同意				9/23/22 11:43		パソコン		コンビニ(ファミリーマート)		9/24/22 18:49		5000														個人																																																																																																																												rie1484@yj9.so-net.ne.jp		1:25:00		Sサイズ		車		0944-72-1307		1		1

		RUNNET		10511044		C00029648333		37795532								ハーフマラソン 男子　50代		山下 淳一		ヤマシタ ジュンイチ		1/13/67		55		男性		862-0952		43		熊本県		熊本市東区京塚本町3-7				096-381-3167						5000		1		同意				9/15/22 11:14		パソコン		コンビニ(セブンイレブン)		9/21/22 22:06		5000														個人																																																																																																																												koinunojun@yahoo.co.jp		1:50:00		Sサイズ		車		096-381-3167												1

		RUNNET		6921711		C00029664000		37813212								ハーフマラソン 男子　60代		谷口 育聖		タニグチ イクセイ		1/28/61		61		男性		869-0452		43		熊本県		宇土市高柳町９８－６				0964-22-6214		0969-22-3318		080-1734-4324		5000		1		同意				9/18/22 11:47		パソコン		クレジットカード		9/18/22 11:47		5000														個人																																																																																																																												Ikusei4123@gmail.com		1:50:00		Sサイズ		車		0964-22-6214												1

		RUNNET		8258812		C00029644649		37791303								ハーフマラソン 男子　70歳以上		宮﨑 守		ミヤザキ マモル		2/20/50		72		男性		862-0963		43		熊本県		熊本市南区出仲間２－８－１４				096-378-7270				090-1978-3879		5000		1		同意				9/14/22 16:39		パソコン		クレジットカード		9/14/22 16:39		5000														個人																																																																																																																												joggingmm@gmail.com		2:00:00		Sサイズ		車		090-9573-3237		1

		RUNNET		8909443		C00029857391		38027845								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		大橋 隼人		オオハシ ハヤト		12/5/93		28		男性		812-0051		40		福岡県		福岡市東区箱崎ふ頭3-6-9		アルバトロス3 201号室		080-3979-7191						5000		1		同意				10/23/22 17:01		パソコン		クレジットカード		10/23/22 17:01		5000		福岡県庁		福岡陸上競技協会		1345		OHASHI		Hayato		121566526		個人																																																																																																																												chemis_simehc@yahoo.co.jp		1:16:00		Sサイズ		車に同乗		080-3979-7191		1		1

		RUNNET		9114059		C00029852534		38022570								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		石田 淳		イシダ ジュン		11/18/93		29		男性		861-8037		43		熊本県		熊本市東区長嶺西2丁目3-16		ハウス.バンブー103		080-6445-0356						5000		1		同意				10/22/22 12:29		パソコン		クレジットカード		10/22/22 12:29		5000														個人																																																																																																																												1.e.w-9_tf5-1-69@ezweb.ne.jp		1:24:00		Sサイズ		自転車・バイク		080-6445-0356		1

		RUNNET		9452824		C00029901560		38078075								ハーフマラソン 男子　高校生～29歳		小林 周平		コバヤシ シュウヘイ		9/25/97		25		男性		859-2206		42		長崎県		南島原市有家町中須川40-3		201号室		080-5218-6547				080-5218-6547		5000		1		同意				11/1/22 21:41		パソコン		クレジットカード		11/1/22 21:41		5000		クラブＲ２九州		福岡陸上競技協会		538		KOBAYASHI		Syuuhei		143593833		個人																																																																																																																												koba.0925@docomo.ne.jp		1:18:00		Sサイズ		車		0956-22-3313		1		1		1





参加賞

				選手 センシュ

						1.2㎞親子 オヤコ		メダル		37		74名 メイ

						3㎞キッズラン		バンダナ		42

						9㎞		シューズケース		45

						ハーフ		Tシャツ		260

						リレー		地産地消食べマルシェ チサンチショウタ		207		37チーム

										S		25

										M		124

										L		92

										LL		19

												260

								安田美沙子 ヤスダミサコ		M		1

								MC		M		1

								江ノ下 エ シタ		LL		1

								選手用 センシュ ヨウ		S		25				保険 ホケン		630

										M		126

										L		92

										LL		20

												263

				ボランティア				Tシャツ		S		ー

										M		10

										L		14

										LL		1

												25

								ChefooDo		M		8		矢島、中西、白井、予備5 ヤジマ ナカニシ シライ ヨビ

										L		6		黒澤、予備5 クロサワ ヨビ

										LL		1		宮島 ミヤジマ

												15

								LG

								スタッフ用 ヨウ		S		ー

										M		18

										L		20

										LL		2

												40





Sheet1

				種目 シュモク		スタート時間 ジカン		ナンバーカード色 イロ		ナンバー

				3㎞キッズラン		8:30				3001～3042

				9㎞		9:00				2001～2045

				希望の襷リレー キボウ タスキ		9:05				5001～5035

				ハーフマラソン		9:10				1001～1100

						9:11				1101～1200

						9:12				1201～1260

				1.2km親子ラン オヤコ		12:10				4001～4037







〇制限時間・関門
各種目に制限時間を設けています。制限時間を
超えた場合は競技を中止し、近くのスタッフの
指示に従いスタート地点までお戻りください。

【制限時間】
ハーフマラソン 3時間
9km 100分
3kmキッズラン 30分
1.2km親子ラン 25分
希望の襷リレー 3時間（競技終了）

途中関門を設けておりませんが、走行状況によっ
てはスタッフがお声がけし、競技を中止していた
だく場合もございます。

〇記録・完走証
完走された方に完走証をお渡しします。

〇表彰
表彰区分は下記のとおりです。
ハーフマラソンはブロック別のスタートとなりますの
で、見た目の順位と実際の着順が異なることがあります。

【ハーフマラソン】
①総合 男女別各１位～３位
②年代別 男女別各１位～３位（総合入賞者除く）

２９歳以下・３０歳代・40歳代・５０歳代・
６０歳代・７０歳代

※但し①の表彰者を除く。
※年齢は令和4年11月27日時点のものとします。

【9km】男女別各１位～３位
【3kmキッズラン】

小学生 男女別各1位～３位
中学生 男女別各1位～３位

【1.2km親子ラン】
総合 １位～３位

【希望の襷リレー】
総合 １位～３位

〇表彰式（場所メインスタジアム前）
11時頃 表彰式①

（3kmキッズラン、9km、ハーフマラソン）
13時頃 表彰式②

（希望の襷リレー、1.2km親子ラン）
〇トイレ

競技場スタンドおよび公園施設のトイレをご利用ください。

コース図
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会場マップ・駐車場

駐車場

上図内の「駐車場A」「駐車場B」をご利用ください。
駐車場は駐車場には限りがございます。ご家族・ご友人などでご来場の際には、できるだけお乗り合わせいただきますよう
お願い申し上げます。

・観覧席はメインスタンドのみです。
・競技場内へはスタンドスロープより、

または、第4ゲートより入場できます。
・荷物預かり所は1F入口から入って左手

の室内走路に設けます。
・トイレは2Fスタンド裏にあります。
・給水所はコース上に1か所（競技場内）、

フィニッシュ後1か所にあります。

お問い合わせ

大会当日は第4ゲート受付、またはお近くのスタッフまでお声がけください。
大会後は下記までお問い合わせください。

希望の襷マラソン事務局 ・メール info@kibou-tasuki.jp
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