
2 ミドルコース 男子 50歳以上の部
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 28 2:24:49 礒村 寿志 ｲｿﾑﾗ ﾋｻｼ 男性 山口県
2 121 2:36:10 肥塚 茂尚 ｺｲﾂﾞｶ ｼｹﾞﾋｻ 男性 福岡県
3 313 2:43:08 美藤 陽一 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ 男性 広島県
4 69 2:43:31 大保 浩也 ｵｵﾎﾞ ﾋﾛﾔ 男性 長崎県
5 47 2:43:56 岩崎 正幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 男性 山口県
6 231 2:44:56 中村 雅和 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 男性 福岡県
7 146 2:55:40 重光 聡朋 ｼｹﾞﾐﾂ ｱｷﾄﾓ 男性 福岡県
8 207 3:00:18 都留 実 ﾂﾙ ﾐﾉﾙ 男性 福岡県
9 63 3:00:26 大田 淳夫 ｵｵﾀ ｱﾂｵ 男性 山口県
10 123 3:00:41 小島 裕史 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 男性 熊本県
11 237 3:01:23 西村 知宣 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 男性 広島県
12 135 3:03:07 佐々木 亮 ｻｻｷ ｱｷﾗ 男性 福岡県
13 101 3:05:35 河原 正幸 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 男性 福岡県
14 14 3:06:27 伊賀 真太郎 ｲｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 男性 山口県
15 192 3:07:20 田中 尚 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 男性 兵庫県
16 282 3:07:20 堀川 秀司 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 男性 広島県
17 294 3:08:16 松岡 憲知 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｶｽﾞ 男性 茨城県
18 352 3:09:11 山崎 博樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 男性 福岡県
19 56 3:09:38 楳本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 男性 山口県
20 154 3:16:28 下永 博巳 ｼﾓﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ 男性 山口県
21 55 3:16:51 内野 勇介 ｳﾁﾉ ﾕｳｽｹ 男性 福岡県
22 51 3:19:09 上村 篤弘 ｳｴﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 男性 福岡県
23 223 3:20:31 中野 謙二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 男性 福岡県
24 102 3:22:32 川原 幸則 ｶﾜﾊﾗ ﾕｷﾉﾘ 男性 福岡県
25 99 3:25:58 河野 一郎 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 男性 福岡県
26 85 3:28:08 梶山 博久 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ 男性 福岡県
27 155 3:28:41 城市 聡 ｼﾞｮｳｲﾁ ｻﾄｼ 男性 山口県
28 160 3:30:26 新宮 哲司 ｼﾝｸﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 男性 広島県
29 152 3:31:55 下田 達也 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男性 広島県
30 138 3:32:03 笹原 裕 ｻｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 男性 山口県
31 349 3:33:38 山口 隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 男性 広島県
32 125 3:33:39 後藤 正和 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 男性 福岡県
33 222 3:35:31 中田 佳弘 ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 男性 福岡県
34 25 3:35:56 石丸 義弘 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
35 73 3:40:10 岡本 孝二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男性 山口県
36 115 3:40:21 久篠 康範 ｸｼﾉ ﾔｽﾉﾘ 男性 福岡県
37 76 3:42:33 奥平 力 ｵｸﾋﾗ ﾂﾄﾑ 男性 沖縄県
38 23 3:43:04 石田 朋彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 男性 山口県
39 122 3:43:32 河野 一之 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ 男性 広島県
40 296 3:44:16 松金 義晴 ﾏﾂｶﾈ ﾖｼﾊﾙ 男性 山口県
41 374 3:44:31 四藤 英一郎 ﾖﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 男性 広島県
42 13 3:44:45 飯沼 良行 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 男性 大分県
43 41 3:45:27 今田 考昭 ｲﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ 男性 広島県
44 107 3:45:35 川本 修 ｶﾜﾓﾄ ｵｻﾑ 男性 福岡県
45 351 3:45:50 山崎 秀幸 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 男性 福岡県
46 17 3:48:18 生田 喜久夫 ｲｸﾀ ｷｸｵ 男性 福岡県
47 335 3:49:46 森田 浩治 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ 男性 福岡県
48 299 3:49:54 松村 三郎 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 男性 山口県
49 200 3:52:07 辻 直一 ﾂｼﾞ ﾅｵｶｽﾞ 男性 広島県
50 308 3:53:01 三浦 裕二 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 男性 島根県
51 342 3:54:16 安田 寛治 ﾔｽﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 男性 山口県
52 246 3:56:53 萩尾 一雄 ﾊｷﾞｵ ｶｽﾞｵ 男性 熊本県
53 272 3:57:52 藤岡 邦彦 ﾌｼﾞｵｶ ｸﾆﾋｺ 男性 広島県
54 45 3:57:58 岩男 明生 ｲﾜｵ ｱｷｵ 男性 山口県
55 289 3:59:35 増本 英男 ﾏｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 男性 山口県



56 198 4:02:14 谷本 和典 ﾀﾆﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 男性 広島県
57 81 4:03:01 小野 力 ｵﾉ ﾁｶﾗ 男性 山口県
58 156 4:03:07 白井 基司 ｼﾗｲ ﾓﾄｼ 男性 大分県
59 280 4:06:01 保村 聖二 ﾎﾑﾗ ｾｲｼﾞ 男性 島根県
60 226 4:06:34 中野 裕昭 ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 男性 山口県
61 195 4:07:05 谷 幸治 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 男性 福岡県
62 375 4:07:58 六田 一博 ﾛｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 男性 広島県
63 166 4:15:04 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 男性 広島県
64 291 4:15:22 増田 尚嗣 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 男性 広島県
65 167 4:21:36 須藤 宏 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 男性 福岡県
66 104 4:27:12 川村 尚広 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 男性 福岡県
67 49 4:28:21 上野 史朗 ｳｴﾉ ﾌﾐｵ 男性 山口県
68 215 4:28:23 中尾 正二 ﾅｶｵ ｾｲｼﾞ 男性 山口県
69 227 4:31:32 中野 良浩 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ 男性 山口県
70 100 4:32:05 河野 豊年 ｶﾜﾉ ﾄﾖﾄｼ 男性 山口県
71 242 4:33:11 野崎 雄二 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 男性 大分県
72 171 4:40:28 妹尾 章正 ｾﾉｵ ｱｷﾏｻ 男性 福岡県
73 197 4:40:35 谷村 幸二郎 ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 男性 山口県
74 7 4:46:55 足立 栄介 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｽｹ 男性 大分県
75 30 4:51:13 市川 清 ｲﾁｶﾜ ｷﾖｼ 男性 岡山県
76 173 4:52:27 高橋 修三 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｿﾞｳ 男性 山口県
77 220 4:55:41 永田 伸司 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 男性 栃木県
78 19 4:58:54 池田 卓生 ｲｹﾀﾞ ﾀｸｵ 男性 山口県
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