
1 ミドルコース　男子の部
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 376 2:10:13 和田 善之 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 男性 福岡県
2 103 2:14:01 河村 剛 ｶﾜﾑﾗ ﾂﾖｼ 男性 大分県
3 205 2:19:11 鶴 彰吾 ﾂﾙ ｼｮｳｺﾞ 男性 熊本県
4 15 2:19:11 碇 欣太 ｲｶﾘ ｷﾝﾀ 男性 福岡県
5 355 2:21:26 山下 慎一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男性 福岡県
6 46 2:23:42 岩崎 正明 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 男性 福岡県
7 6 2:23:51 東 伸泰 ｱｽﾞﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ 男性 広島県
8 312 2:24:36 溝田 泰弘 ﾐｿﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 男性 福岡県
9 28 2:24:49 礒村 寿志 ｲｿﾑﾗ ﾋｻｼ 男性 山口県
10 163 2:24:56 新谷 竜治 ｼﾝﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 男性 広島県
11 141 2:27:55 佐藤 雄一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男性 熊本県
12 377 2:27:57 渡邉 優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 男性 山口県
13 254 2:28:38 浜田 幹生 ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷｵ 男性 山口県
14 283 2:29:44 堀口 道人 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾁﾋﾄ 男性 愛媛県
15 264 2:31:42 平山 隆 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 男性 福岡県
16 119 2:32:26 倉光 康宏 ｸﾗﾐﾂ ﾔｽﾋﾛ 男性 福岡県
17 74 2:32:26 小川 浩一郎 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 男性 福岡県
18 325 2:32:33 三好 祐一 ﾐﾖｼ ﾕｳｲﾁ 男性 鹿児島県
19 180 2:35:02 竹入 英樹 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 男性 広島県
20 121 2:36:10 肥塚 茂尚 ｺｲﾂﾞｶ ｼｹﾞﾋｻ 男性 福岡県
21 286 2:36:42 前島 浩 ﾏｴｼﾏ ﾋﾛｼ 男性 山口県
22 267 2:37:58 深井 善範 ﾌｶｲ ﾖｼﾉﾘ 男性 広島県
23 97 2:39:24 川崎 誠一郎 ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 男性 山口県
24 212 2:39:26 徳吉 諭 ﾄｸﾖｼ ｻﾄﾙ 男性 山口県
25 302 2:39:52 松本 哲郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 男性 福岡県
26 333 2:40:05 森 一真 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 男性 福岡県
27 111 2:40:15 北村 剛一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 男性 山口県
28 177 2:41:06 高藤 裕一 ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳｲﾁ 男性 山口県
29 258 2:41:06 原本 映司 ﾊﾗﾓﾄ ｴｲｼﾞ 男性 山口県
30 43 2:42:38 入江 建州 ｲﾘｴ ｹﾝｼｭｳ 男性 福岡県
31 364 2:43:01 横道 博 ﾖｺﾐﾁ ﾋﾛｼ 男性 広島県
32 313 2:43:08 美藤 陽一 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ 男性 広島県
33 69 2:43:31 大保 浩也 ｵｵﾎﾞ ﾋﾛﾔ 男性 長崎県
34 47 2:43:56 岩崎 正幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 男性 山口県
35 61 2:44:49 大倉 義徳 ｵｵｸﾗ ﾖｼﾉﾘ 男性 大分県
36 231 2:44:56 中村 雅和 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 男性 福岡県
37 139 2:45:05 目 義康 ｻｯｶ ﾖｼﾔｽ 男性 山口県
38 218 2:45:45 長尾 学 ﾅｶﾞｵ ﾏﾅﾌﾞ 男性 山口県
39 86 2:46:25 梶原 幸信 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ 男性 福岡県
40 176 2:47:53 高原 望 ﾀｶﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 男性 大分県
41 196 2:49:08 谷木 匡光 ﾀﾆｷ ﾏｻﾐﾂ 男性 徳島県
42 332 2:49:34 目澤 敬 ﾒｻﾞﾜ ｹｲ 男性 山口県
43 116 2:50:22 久保 智宏 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男性 福岡県
44 35 2:51:25 糸浜 昌彦 ｲﾄﾊﾏ ﾏｻﾋｺ 男性 山口県
45 105 2:52:06 川村 真礼 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 男性 広島県
46 295 2:53:28 松岡 稔 ﾏﾂｵｶ ﾐﾉﾙ 男性 山口県
47 128 2:54:46 小林 隆太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 男性 山口県
48 67 2:55:25 大西 将人 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾄ 男性 兵庫県
49 146 2:55:40 重光 聡朋 ｼｹﾞﾐﾂ ｱｷﾄﾓ 男性 福岡県
50 131 2:57:05 佐伯 謙一 ｻｴｷ ｹﾝｲﾁ 男性 福岡県
51 260 2:57:27 春本一成 ﾊﾙﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 男性 山口県
52 369 2:57:52 義経 裕生 ﾖｼﾂﾈ ﾕｳｷ 男性 福岡県



53 300 2:58:40 松村 文雄 ﾏﾂﾑﾗ ﾌﾐｵ 男性 広島県
54 298 2:59:34 松村 謙太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男性 山口県
55 87 3:00:04 上總 徹 ｶｽﾞｻ ﾄｵﾙ 男性 広島県
56 126 3:00:15 後藤 幸雄 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｵ 男性 福岡県
57 207 3:00:18 都留 実 ﾂﾙ ﾐﾉﾙ 男性 福岡県
58 63 3:00:26 大田 淳夫 ｵｵﾀ ｱﾂｵ 男性 山口県
59 123 3:00:41 小島 裕史 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 男性 熊本県
60 206 3:00:47 鶴 有毅 ﾂﾙ ﾅｵｷ 男性 佐賀県
61 290 3:00:48 増田 剛一郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 男性 山口県
62 225 3:01:02 仲野 祥吾 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 男性 長崎県
63 237 3:01:23 西村 知宣 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 男性 広島県
64 114 3:02:07 木村 謙一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 男性 山口県
65 281 3:02:21 堀 真弥 ﾎﾘ ﾏｻﾔ 男性 岐阜県
66 303 3:02:50 松本 直也 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 男性 広島県
67 165 3:02:57 須崎 康成 ｽｻﾞｷ ﾔｽﾅﾘ 男性 広島県
68 135 3:03:07 佐々木 亮 ｻｻｷ ｱｷﾗ 男性 福岡県
69 40 3:03:22 今田 慎一郎 ｲﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男性 山口県
70 157 3:03:54 白石 孝平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 男性 福岡県
71 363 3:04:19 結城 建祐 ﾕｳｷ ｹﾝｽｹ 男性 広島県
72 263 3:05:08 東 良軌 ﾋｶﾞｼ ﾖｼｷ 男性 広島県
73 4 3:05:13 秋吉 政和 ｱｷﾖｼ ﾏｻｶｽﾞ 男性 山口県
74 278 3:05:21 古川 泰生 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ 男性 広島県
75 271 3:05:23 福山 龍治 ﾌｸﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 男性 山口県
76 101 3:05:35 河原 正幸 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 男性 福岡県
77 72 3:05:43 岡本 明宏 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男性 山口県
78 14 3:06:27 伊賀 真太郎 ｲｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 男性 山口県
79 319 3:07:04 宮崎 智志 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 男性 山口県
80 192 3:07:20 田中 尚 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 男性 兵庫県
81 282 3:07:20 堀川 秀司 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 男性 広島県
82 5 3:07:23 淺田 典宏 ｱｻﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 男性 山口県
83 83 3:07:30 甲斐 伸治 ｶｲ ｼﾝｼﾞ 男性 福岡県
84 328 3:07:33 村上 紀章 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｱｷ 男性 広島県
85 294 3:08:16 松岡 憲知 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｶｽﾞ 男性 茨城県
86 352 3:09:11 山崎 博樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 男性 福岡県
87 56 3:09:38 楳本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 男性 山口県
88 337 3:11:47 森田 祐介 ﾓﾘﾀ ﾕｳｽｹ 男性 愛媛県
89 186 3:13:00 田雑 雅広 ﾀｿﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 男性 長崎県
90 194 3:13:55 田邊 享 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 男性 岡山県
91 143 3:15:30 佐野 総一郎 ｻﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ 男性 長崎県
92 98 3:15:46 川崎 貴博 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 男性 福岡県
93 132 3:15:51 境田 勝博 ｻｶｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 男性 山口県
94 168 3:15:56 諏訪 順 ｽﾜ ｼﾞｭﾝ 男性 山口県
95 183 3:16:02 武田 俊二 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 男性 大分県
96 154 3:16:28 下永 博巳 ｼﾓﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ 男性 山口県
97 190 3:16:41 田中 生羽 ﾀﾅｶ ｲｸﾊ 男性 熊本県
98 55 3:16:51 内野 勇介 ｳﾁﾉ ﾕｳｽｹ 男性 福岡県
99 158 3:17:07 白石 博文 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾌﾐ 男性 大分県
100 224 3:17:08 中野 康介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 男性 東京都
101 188 3:17:09 多田 雅人 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾄ 男性 広島県
102 113 3:17:10 木野瀬 善弘 ｷﾉｾ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
103 11 3:17:11 阿部 友則 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男性 山口県
104 257 3:17:28 原田 勝信 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ 男性 山口県
105 345 3:17:29 矢野 祥平 ﾔﾉ ｼｮｳﾍｲ 男性 大分県
106 210 3:18:31 徳田 陽一 ﾄｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 男性 山口県
107 273 3:19:01 藤岡 聡 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄｼ 男性 鳥取県
108 51 3:19:09 上村 篤弘 ｳｴﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 男性 福岡県



109 184 3:19:56 武田 照幸 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 男性 福岡県
110 202 3:20:17 蔦宗 明紘 ﾂﾀﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 男性 広島県
111 223 3:20:31 中野 謙二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 男性 福岡県
112 120 3:20:46 黒川 哲平 ｸﾛｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男性 山口県
113 179 3:20:52 多川 大介 ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男性 広島県
114 130 3:21:04 斉藤 靖雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 男性 山口県
115 362 3:21:53 湯浅 健 ﾕｱｻ ﾀｹｼ 男性 広島県
116 211 3:22:02 徳永 啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ 男性 山口県
117 53 3:22:22 宇田 佳広 ｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
118 208 3:22:27 鶴丸 年一 ﾂﾙﾏﾙ ﾄｼｶｽﾞ 男性 山口県
119 102 3:22:32 川原 幸則 ｶﾜﾊﾗ ﾕｷﾉﾘ 男性 福岡県
120 8 3:22:36 足立 誠一 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｲﾁ 男性 広島県
121 38 3:22:40 猪又 ﾌｧﾋﾞｵ慧 ｲﾉﾏﾀ ﾌｧﾋﾞｵｹｲ 男性 福岡県
122 88 3:22:56 堅田 真一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男性 山口県
123 64 3:23:26 太田 壮洋 ｵｵﾀ ｶｹﾋﾛ 男性 山口県
124 164 3:23:40 末松 佑太 ｽｴﾏﾂ ﾕｳﾀ 男性 大分県
125 213 3:23:56 友村 栄幸 ﾄﾓﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 男性 山口県
126 216 3:24:45 永尾 哲也 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂﾔ 男性 山口県
127 203 3:25:49 堤 謙治 ﾂﾂﾐ ｹﾝｼﾞ 男性 山口県
128 79 3:25:53 小田 浩 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 男性 山口県
129 99 3:25:58 河野 一郎 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 男性 福岡県
130 274 3:27:37 藤田 和博 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 山口県
131 3 3:28:00 赤木 英樹 ｱｶｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 男性 岡山県
132 9 3:28:05 安立 義明 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 男性 福岡県
133 85 3:28:08 梶山 博久 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ 男性 福岡県
134 327 3:28:21 向山 昭彦 ﾑｶｲﾔﾏ ｱｷﾋｺ 男性 愛媛県
135 175 3:28:23 高橋 真生 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 男性 広島県
136 155 3:28:41 城市 聡 ｼﾞｮｳｲﾁ ｻﾄｼ 男性 山口県
137 266 3:28:51 廣本 駿太郎 ﾋﾛﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男性 山口県
138 170 3:29:09 畝地 貴久 ｾﾁ ﾀｶﾋｻ 男性 福岡県
139 316 3:29:55 三村 勇樹 ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 男性 広島県
140 236 3:30:09 西川 知秀 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男性 兵庫県
141 160 3:30:26 新宮 哲司 ｼﾝｸﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 男性 広島県
142 356 3:30:33 山田 竜一 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 男性 山口県
143 235 3:31:21 西江 真人 ﾆｼｴ ﾏｻﾄ 男性 山口県
144 344 3:31:48 柳井 敦史 ﾔﾅｲ ｱﾂｼ 男性 福岡県
145 137 3:31:51 佐々木 英彦 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 男性 福岡県
146 152 3:31:55 下田 達也 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男性 広島県
147 138 3:32:03 笹原 裕 ｻｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 男性 山口県
148 78 3:32:28 小澤 直也 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 男性 香川県
149 357 3:32:54 山中 建志 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ 男性 広島県
150 339 3:33:30 八戸 孝一 ﾔｴ ｺｳｲﾁ 男性 佐賀県
151 349 3:33:38 山口 隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 男性 広島県
152 125 3:33:39 後藤 正和 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 男性 福岡県
153 109 3:34:32 北木 芳治 ｷﾀｷﾞ ﾖｼﾊﾙ 男性 滋賀県
154 359 3:34:50 山本 晶 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 男性 山口県
155 178 3:34:51 高山 龍一 ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 男性 山口県
156 58 3:35:28 江崎 義治 ｴｻﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 男性 福岡県
157 222 3:35:31 中田 佳弘 ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 男性 福岡県
158 59 3:35:49 江藤 公博 ｴﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 男性 大分県
159 82 3:35:50 小野 政直 ｵﾉ ﾏｻﾅｵ 男性 山口県
160 21 3:35:55 石井 伸佑 ｲｼｲ ｼﾝｽｹ 男性 広島県
161 25 3:35:56 石丸 義弘 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
162 54 3:35:56 内田 智也 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男性 山口県
163 269 3:36:04 ふくなが かずおみ ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｵﾐ 男性 山口県
164 287 3:36:07 前田 真一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男性 山口県



165 360 3:36:29 山本 耕一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 男性 福岡県
166 253 3:36:39 濵田 享幸 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 男性 山口県
167 306 3:36:44 的野 貴生 ﾏﾄﾉ ﾀｶｵ 男性 福岡県
168 42 3:36:48 今村 嘉雄 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｵ 男性 福岡県
169 347 3:36:52 山内 繁臣 ﾔﾏｳﾁ ｼｹﾞﾄﾐ 男性 福岡県
170 24 3:36:54 石中 徹 ｲｼﾅｶ ﾄｵﾙ 男性 広島県
171 336 3:36:59 森田 雅彦 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 男性 鳥取県
172 96 3:37:16 川口 博之 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男性 福岡県
173 245 3:37:31 葉狩 祐司 ﾊｶﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 男性 広島県
174 228 3:37:51 中原 徳高 ﾅｶﾊﾗ ﾉﾘﾀｶ 男性 広島県
175 329 3:39:51 村田 幸之助 ﾑﾗﾀ ｺｳﾉｽｹ 男性 広島県
176 172 3:40:10 高岡 良樹 ﾀｶｵｶ ﾖｼｷ 男性 山口県
177 73 3:40:10 岡本 孝二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男性 山口県
178 115 3:40:21 久篠 康範 ｸｼﾉ ﾔｽﾉﾘ 男性 福岡県
179 12 3:40:49 荒木 厚博 ｱﾗｷ ｱﾂﾋﾛ 男性 山口県
180 251 3:42:15 波部 和俊 ﾊﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 男性 福岡県
181 293 3:42:32 松尾 龍吾 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｺﾞ 男性 福岡県
182 76 3:42:33 奥平 力 ｵｸﾋﾗ ﾂﾄﾑ 男性 沖縄県
183 243 3:42:33 野田 康一 ﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ 男性 福岡県
184 244 3:42:55 野村 直久 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾋｻ 男性 熊本県
185 240 3:42:56 西山 祥 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ 男性 山口県
186 23 3:43:04 石田 朋彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 男性 山口県
187 52 3:43:05 魚住 恒三 ｳｵｽﾞﾐ ｺｳｿﾞｳ 男性 山口県
188 122 3:43:32 河野 一之 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ 男性 広島県
189 27 3:43:45 石和 勇人 ｲｼﾜ ﾊﾔﾄ 男性 広島県
190 371 3:44:10 吉仲 功喜 ﾖｼﾅｶ ｺｳｷ 男性 広島県
191 296 3:44:16 松金 義晴 ﾏﾂｶﾈ ﾖｼﾊﾙ 男性 山口県
192 66 3:44:28 大西 裕之 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 男性 愛媛県
193 341 3:44:30 安井 和寛 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 福岡県
194 374 3:44:31 四藤 英一郎 ﾖﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 男性 広島県
195 133 3:44:33 坂本 淳 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 男性 福岡県
196 13 3:44:45 飯沼 良行 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 男性 大分県
197 75 3:45:01 奥川 博之 ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 男性 山口県
198 41 3:45:27 今田 考昭 ｲﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ 男性 広島県
199 107 3:45:35 川本 修 ｶﾜﾓﾄ ｵｻﾑ 男性 福岡県
200 351 3:45:50 山崎 秀幸 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 福岡県
201 265 3:47:24 廣江 隆能 ﾋﾛｴ ﾀｶﾖｼ 男性 島根県
202 310 3:48:04 水島 直樹 ﾐｽﾞｼﾏ ﾅｵｷ 男性 広島県
203 17 3:48:18 生田 喜久夫 ｲｸﾀ ｷｸｵ 男性 福岡県
204 248 3:49:43 橋本 学 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 男性 山口県
205 335 3:49:46 森田 浩治 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ 男性 福岡県
206 299 3:49:54 松村 三郎 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 男性 山口県
207 340 3:49:56 八木 秀樹 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 男性 広島県
208 373 3:50:08 吉行 順一 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男性 福岡県
209 193 3:50:09 田中 宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 男性 福岡県
210 144 3:50:51 志熊 之廣 ｼｸﾏ ﾕｷﾋﾛ 男性 山梨県
211 301 3:50:57 松本 隆司 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 男性 兵庫県
212 229 3:51:10 中村 一尚 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 男性 山口県
213 285 3:51:35 本田 健嗣 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 男性 山口県
214 219 3:51:48 中澤 渉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 男性 広島県
215 89 3:51:49 兼石 篤志 ｶﾈｲｼ ｱﾂｼ 男性 山口県
216 65 3:52:04 太田 光洋 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋﾛ 男性 山口県
217 200 3:52:07 辻 直一 ﾂｼﾞ ﾅｵｶｽﾞ 男性 広島県
218 358 3:52:50 山野井 重典 ﾔﾏﾉｲ ｼｹﾞﾉﾘ 男性 広島県
219 308 3:53:01 三浦 裕二 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 男性 島根県
220 342 3:54:16 安田 寛治 ﾔｽﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 男性 山口県



221 93 3:55:40 苅谷 顕 ｶﾘﾀﾆ ｱｷﾗ 男性 長崎県
222 314 3:55:41 三根 直樹 ﾐﾈ ﾅｵｷ 男性 長崎県
223 343 3:55:47 安田 健二 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男性 山口県
224 191 3:56:38 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 男性 広島県
225 246 3:56:53 萩尾 一雄 ﾊｷﾞｵ ｶｽﾞｵ 男性 熊本県
226 147 3:57:51 篠原 泰宏 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 男性 山口県
227 272 3:57:52 藤岡 邦彦 ﾌｼﾞｵｶ ｸﾆﾋｺ 男性 広島県
228 45 3:57:58 岩男 明生 ｲﾜｵ ｱｷｵ 男性 山口県
229 48 3:58:20 犬童 公平 ｲﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 男性 福岡県
230 22 3:58:45 石川 義朗 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾛｳ 男性 福岡県
231 289 3:59:35 増本 英男 ﾏｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 男性 山口県
232 365 3:59:42 横谷 浩 ﾖｺﾔ ﾋﾛｼ 男性 福岡県
233 201 3:59:57 津田 雅彦 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 男性 山口県
234 18 4:00:30 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男性 山口県
235 198 4:02:14 谷本 和典 ﾀﾆﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 広島県
236 50 4:02:37 上原 征也 ｳｴﾊﾗ ｾｲﾔ 男性 山口県
237 81 4:03:01 小野 力 ｵﾉ ﾁｶﾗ 男性 山口県
238 156 4:03:07 白井 基司 ｼﾗｲ ﾓﾄｼ 男性 大分県
239 90 4:03:10 金丸 成人 ｶﾈﾏﾙ ﾅﾘﾄ 男性 佐賀県
240 378 4:03:26 渡辺 淑仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ 男性 山口県
241 187 4:04:14 多田 圭佑 ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ 男性 愛媛県
242 71 4:04:23 緒方 憲一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 男性 山口県
243 315 4:04:26 蓑輪 行輝 ﾐﾉﾜ ﾕｷﾃﾙ 男性 福岡県
244 259 4:04:33 春木 兼太郎 ﾊﾙｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男性 広島県
245 185 4:04:46 田代 信二 ﾀｼﾛ ｼﾝｼﾞ 男性 福岡県
246 238 4:04:48 西村 朋宏 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 男性 福岡県
247 354 4:05:24 山澤 宏樹 ﾔﾏｻﾜ ﾋﾛｷ 男性 熊本県
248 280 4:06:01 保村 聖二 ﾎﾑﾗ ｾｲｼﾞ 男性 島根県
249 226 4:06:34 中野 裕昭 ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 男性 山口県
250 195 4:07:05 谷 幸治 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 男性 福岡県
251 162 4:07:35 新谷 健太郎 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 男性 広島県
252 375 4:07:58 六田 一博 ﾛｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 広島県
253 44 4:08:22 岩井 良吏 ｲﾜｲ ﾘｮｳｼﾞ 男性 山口県
254 232 4:08:44 中村 公謙 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 男性 愛媛県
255 233 4:09:10 鍋嶋 哲哉 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾃﾂﾔ 男性 福岡県
256 368 4:09:40 吉田 智樹 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 男性 福岡県
257 230 4:10:03 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 男性 山口県
258 331 4:10:25 村田 康博 ﾑﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ 男性 山口県
259 150 4:14:07 清水 正之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 男性 広島県
260 166 4:15:04 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 男性 広島県
261 291 4:15:22 増田 尚嗣 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 男性 広島県
262 249 4:15:52 羽子田 政則 ﾊﾈﾀ ﾏｻﾉﾘ 男性 福岡県
263 323 4:17:05 宮本 潤一郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男性 山口県
264 20 4:17:51 池田 基次 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 男性 山口県
265 161 4:18:17 新司 三城 ｼﾝｼﾞ ﾐｼﾛ 男性 大分県
266 134 4:18:37 坂本 英人 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 男性 福岡県
267 106 4:18:47 河村 正文 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 男性 山口県
268 353 4:19:11 山崎 博史 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ 男性 香川県
269 277 4:19:48 船津 孝治 ﾌﾅﾂ ﾀｶﾊﾙ 男性 広島県
270 84 4:20:16 甲斐 誠二 ｶｲ ｾｲｼﾞ 男性 広島県
271 320 4:20:27 宮崎 正和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 男性 山口県
272 167 4:21:36 須藤 宏 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 男性 福岡県
273 62 4:21:44 大崎 雅彦 ｵｵｻｷ ﾏｻﾋｺ 男性 山口県
274 370 4:23:47 吉鶴 彰太 ﾖｼﾂﾞﾙ ｼｮｳﾀ 男性 広島県
275 214 4:24:00 豊田 雅広 ﾄﾖﾀ ﾏｻﾋﾛ 男性 山口県
276 322 4:24:23 宮田 浩紀 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｷ 男性 福岡県



277 95 4:26:09 河口 忠夫 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 男性 山口県
278 36 4:27:03 井上 準也 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾔ 男性 京都府
279 104 4:27:12 川村 尚広 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 男性 福岡県
280 10 4:27:32 當 真吾 ｱﾀﾘ ｼﾝｺﾞ 男性 福岡県
281 49 4:28:21 上野 史朗 ｳｴﾉ ﾌﾐｵ 男性 山口県
282 215 4:28:23 中尾 正二 ﾅｶｵ ｾｲｼﾞ 男性 山口県
283 32 4:28:42 伊藤 敬一郎 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 男性 福岡県
284 31 4:28:42 市川 貴志 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 男性 山口県
285 149 4:28:55 島原 秀幸 ｼﾏﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 広島県
286 438 4:30:28 宮﨑 隆司 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ - 山口県
287 227 4:31:32 中野 良浩 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
288 100 4:32:05 河野 豊年 ｶﾜﾉ ﾄﾖﾄｼ 男性 山口県
289 34 4:32:44 伊東 励輔 ｲﾄｳ ﾚｲｽｹ 男性 広島県
290 242 4:33:11 野崎 雄二 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 男性 大分県
291 199 4:34:13 玉井 和幸 ﾀﾏｲ ｶｽﾞﾕｷ 男性 福岡県
292 268 4:36:06 福田 佳央 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ 男性 福岡県
293 92 4:36:21 上仮屋 亮介 ｶﾐｶﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 男性 福岡県
294 153 4:36:22 下田 隼人 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男性 福岡県
295 140 4:36:38 佐藤 啓介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 男性 山口県
296 151 4:40:11 下口 和也 ｼﾓｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 男性 福岡県
297 171 4:40:28 妹尾 章正 ｾﾉｵ ｱｷﾏｻ 男性 福岡県
298 197 4:40:35 谷村 幸二郎 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 男性 山口県
299 318 4:41:51 三宅 英弘 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞﾋﾛ 男性 広島県
300 145 4:44:24 重冨 裕次郎 ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男性 福岡県
301 7 4:46:55 足立 栄介 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｽｹ 男性 大分県
302 217 4:48:44 長尾 誠毅 ﾅｶﾞｵ ﾏｻﾀｶ 男性 広島県
303 30 4:51:13 市川 清 ｲﾁｶﾜ ｷﾖｼ 男性 岡山県
304 173 4:52:27 高橋 修三 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｿﾞｳ 男性 山口県
305 220 4:55:41 永田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 男性 栃木県
306 124 4:56:30 小関 忠彦 ｺｾｷ ﾀﾀﾞﾋｺ 男性 山口県
307 346 4:56:30 矢野 聖人 ﾔﾉ ﾏｻﾄ 男性 福岡県
308 366 4:56:30 吉田 憲一郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 男性 佐賀県
309 19 4:58:54 池田 卓生 ｲｹﾀﾞ ﾀｸｵ 男性 山口県
310 33 4:59:31 伊藤 秀昭 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 男性 福岡県
311 129 5:02:03 近藤 卓 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 男性 山口県
312 361 5:07:05 山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 男性 福岡県


