
32km ロングコース 男子の部

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 348 2時間31分28秒 廣岡 隆二 ﾋﾛｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 大分県

2 74 2時間33分32秒 内野 誠治 ｳﾁﾉ ｾｲｼﾞ 熊本県

3 128 2時間37分02秒 蒲池 直樹 ｶﾏﾁ ﾅｵｷ 福岡県

4 488 2時間37分33秒 和田 善之 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 福岡県

5 335 2時間41分28秒 林 啓二 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 山口県

6 175 2時間41分42秒 古閑 歩 ｺｶﾞ ｱﾕﾑ 福岡県

7 242 2時間49分37秒 高松 圭一郎 ﾀｶﾏﾂ ｹｲｲﾁﾛｳ 福岡県

8 170 2時間49分49秒 久保山 悟 ｸﾎﾞﾔﾏ ｻﾄﾙ 福岡県

9 98 2時間51分21秒 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 福岡県

10 1 2時間52分37秒 青木 和也 ｱｵｷ ｶｽﾞﾔ 福岡県

11 183 2時間55分31秒 駒井 令 ｺﾏｲ ﾂｶｻ 福岡県

12 356 2時間57分47秒 福地 英治 ﾌｸﾁ ｴｲｼﾞ 広島県

13 7 2時間58分08秒 浅野 光俊 ｱｻﾉ ﾐﾂﾄｼ 福岡県

14 145 2時間58分55秒 川村 知行 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 福岡県

15 433 2時間59分04秒 元田 豊仁 ﾓﾄﾀﾞ ﾄﾖﾋﾄ 熊本県

16 35 2時間59分09秒 伊藤 雅彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 高知県

17 308 2時間59分37秒 中村 敏彰 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ 福岡県

18 5 3時間00分30秒 秋吉 政和 ｱｷﾖｼ ﾏｻｶｽﾞ 山口県

19 196 3時間02分05秒 佐々木 真太朗 ｻｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 山口県

20 405 3時間06分12秒 松園 書幸 ﾏﾂｿﾞﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 福岡県

21 306 3時間06分22秒 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 広島県

22 412 3時間06分50秒 松本 洋 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 山口県

23 281 3時間07分32秒 徳吉 諭 ﾄｸﾖｼ ｻﾄﾙ 山口県

24 347 3時間08分09秒 平山 隆 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 福岡県

25 420 3時間08分25秒 三森 智行 ﾐﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 兵庫県

26 116 3時間09分39秒 角島 誓之助 ｶｸｼﾏ ｾｲﾉｽｹ 広島県

27 387 3時間09分49秒 前田 佑史 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 福岡県

28 467 3時間10分28秒 山本 順也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山口県

29 246 3時間11分15秒 竹入 英樹 ﾀｹｲﾘ ﾋﾃﾞｷ 広島県

30 274 3時間14分09秒 手嶋 大介 ﾃｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山口県

31 245 3時間14分20秒 田口 雅史 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 福岡県

32 325 3時間14分27秒 拝形 康平 ﾊｲｶﾀ ｺｳﾍｲ 福岡県

33 106 3時間14分35秒 小川 浩一郎 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県

34 22 3時間15分23秒 石橋 誉臣 ｲｼﾊﾞｼ ﾓﾄｵﾐ 福岡県

35 59 3時間16分34秒 岩崎 正幸 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 山口県

36 161 3時間16分35秒 木村 亮太郎 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長崎県

37 153 3時間16分35秒 北村 剛一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 山口県

38 77 3時間17分33秒 馬越 聡 ｳﾏｺｼ ｻﾄｼ 広島県

39 119 3時間19分31秒 堅田 真一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県

40 418 3時間20分38秒 美藤 陽一 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ 広島県

41 140 3時間21分47秒 川畑 浩大 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 東京都

42 340 3時間21分57秒 原本 映司 ﾊﾗﾓﾄ ｴｲｼﾞ 山口県

43 151 3時間23分10秒 北沢 達也 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 長野県

44 95 3時間24分03秒 大藤 純 ｵｵﾄｳ ｼﾞｭﾝ 山口県

45 218 3時間24分04秒 陣川 久司 ｼﾞﾝｶﾜ ﾋｻｼ 福岡県



46 193 3時間24分05秒 坂本 寛幸 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 山口県

47 154 3時間24分13秒 木戸 宏昭 ｷﾄﾞ ﾋﾛｱｷ 山口県

48 200 3時間25分36秒 貞森 慎二 ｻﾀﾞﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 広島県

49 241 3時間26分47秒 高藤 裕一 ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳｲﾁ 山口県

50 178 3時間27分15秒 小谷 順 ｺﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 島根県

51 29 3時間27分41秒 市来 泰雄 ｲﾁｷ ﾔｽｵ 福岡県

52 275 3時間27分42秒 道堀 裕介 ﾄﾞｳﾎﾘ ﾕｳｽｹ 大阪府

53 208 3時間29分57秒 柴田 修司 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 福岡県

54 413 3時間31分48秒 馬渡 範久 ﾏﾜﾀﾘ ﾉﾘﾋｻ 大分県

55 333 3時間32分14秒 濱畠 孝洋 ﾊﾏﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ 山口県

56 301 3時間32分26秒 中原 崇文 ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 福岡県

57 179 3時間32分43秒 五島 智之 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 山口県

58 375 3時間32分44秒 古庄 泰三 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｲｿﾞｳ 福岡県

59 443 3時間33分08秒 安河内 泰斗 ﾔｽｺｳﾁ ﾀｲﾄ 福岡県

60 157 3時間34分41秒 木村 謙一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 山口県

61 207 3時間35分11秒 重光 聡朋 ｼｹﾞﾐﾂ ｱｷﾄﾓ 福岡県

62 224 3時間36分10秒 須崎 康成 ｽｻﾞｷ ﾔｽﾅﾘ 広島県

63 64 3時間37分56秒 上杉 竜馬 ｳｴｽｷﾞ ﾘｭｳﾏ 福岡県

64 27 3時間38分48秒 市川 大祐 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾕｳ 福岡県

65 134 3時間39分05秒 川久保 拓也 ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｸﾔ -

66 115 3時間40分02秒 硴塚 辰彦 ｶｷﾂﾞｶ ﾀﾂﾋｺ 福岡県

67 97 3時間40分47秒 大西 芳樹 ｵｵﾆｼ ﾖｼｷ 広島県

68 73 3時間40分48秒 内田 芳朗 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 山口県

69 272 3時間40分48秒 鶴 飛鳥 ﾂﾙ ｱｽｶ 福岡県

70 427 3時間41分05秒 無津呂 直樹 ﾑﾂﾛ ﾅｵｷ 福岡県

71 213 3時間41分39秒 清水 徳雄 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｵ 山口県

72 238 3時間42分44秒 高田 達也 ﾀｶﾀ ﾀﾂﾔ 山口県

73 26 3時間42分46秒 板井 爽平 ｲﾀｲ ｿｳﾍｲ 山口県

74 11 3時間43分16秒 足立 誠一 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｲﾁ 広島県

75 267 3時間43分22秒 都地 和男 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｵ 福岡県

76 23 3時間44分28秒 石原 寛之 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 長崎県

77 343 3時間45分04秒 東 秀典 ﾋｶﾞｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 和歌山県

78 143 3時間46分10秒 河村 一文 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 山口県

79 316 3時間46分20秒 西岡 健一 ﾆｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 広島県

80 192 3時間46分21秒 坂本 博紀 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 福岡県

81 152 3時間46分37秒 北村 健治 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県

82 90 3時間47分02秒 大田 淳夫 ｵｵﾀ ｱﾂｵ 山口県

83 60 3時間47分13秒 岩里 郁弥 ｲﾜｻﾄ ﾌﾐﾔ 長崎県

84 86 3時間47分23秒 大川 拓洋 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾐ 広島県

85 445 3時間47分54秒 安松 敏郎 ﾔｽﾏﾂ ﾄｼﾛｳ 山口県

86 44 3時間48分53秒 井上 哲成 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾅﾘ 山口県

87 204 3時間49分03秒 佐藤 伸哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県

88 123 3時間49分19秒 金澤 航 ｶﾅｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 北海道

89 195 3時間49分43秒 佐々木 亮 ｻｻｷ ｱｷﾗ 福岡県

90 438 3時間49分48秒 森園 裕輝 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾕｳｷ 広島県

91 273 3時間50分16秒 都留 実 ﾂﾙ ﾐﾉﾙ 福岡県

92 408 3時間50分43秒 松村 謙太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山口県

93 421 3時間50分56秒 宮崎 智志 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 山口県



94 249 3時間51分00秒 武居 正幸 ﾀｹｽｴ ﾏｻﾕｷ 山口県

95 361 3時間51分07秒 藤井 孝昌 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾏｻ 山口県

96 6 3時間51分21秒 淺田 典宏 ｱｻﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 山口県

97 237 3時間51分44秒 髙田 浩一 ﾀｶﾀ ｺｳｲﾁ 山口県

98 37 3時間52分10秒 伊東 励輔 ｲﾄｳ ﾚｲｽｹ 香川県

99 124 3時間53分07秒 金田 直一 ｶﾅﾀﾞ ﾅｵｶｽﾞ 福岡県

100 372 3時間53分41秒 藤原 大道 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾄﾞｳ 岡山県

101 474 3時間53分51秒 吉田 晋也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 大分県

102 91 3時間53分54秒 太田 壮洋 ｵｵﾀ ﾀｹﾋﾛ 山口県

103 338 3時間54分09秒 原田 隆史 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 福岡県

104 248 3時間54分15秒 竹下 孝行 ﾀｹｼﾀ ﾀｶﾕｷ 熊本県

105 380 3時間54分42秒 堀口 将志 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｮｵｼﾞ 福岡県

106 309 3時間55分16秒 中村 有宇哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ -

107 199 3時間55分21秒 貞廣 建太 ｻﾀﾞﾋﾛ ｹﾝﾀ 広島県

108 132 3時間55分34秒 河北 直知 ｶﾜｷﾀ ﾅｵｶｽﾞ 滋賀県

109 155 3時間55分35秒 木下 正己 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾐ 福岡県

110 174 3時間55分41秒 河野 正隆 ｺｳﾉ ﾏｻﾀｶ 広島県

111 440 3時間55分45秒 森本 啓司 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｼﾞ 福岡県

112 268 3時間55分59秒 津島 直樹 ﾂｼﾏ ﾅｵｷ 静岡県

113 159 3時間56分07秒 木村 任志 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 滋賀県

114 396 3時間56分48秒 松石 充弘 ﾏﾂｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 広島県

115 393 3時間57分13秒 増山 満 ﾏｼﾔﾏ ﾐﾂﾙ 山口県

116 285 3時間57分18秒 仲 慶史 ﾅｶ ﾖｼﾌﾐ 山口県

117 279 3時間57分37秒 徳永 啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ 山口県

118 25 3時間57分44秒 伊勢岡 和宏 ｲｾｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

119 150 3時間57分57秒 北川 義久 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 熊本県

120 217 3時間58分14秒 下村 有佑 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｽｹ 福岡県

121 142 3時間59分11秒 河村 和典 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 山口県

122 485 3時間59分58秒 若菜 真一 ﾜｶﾅ ｼﾝｲﾁ 福岡県

123 448 4時間01分52秒 山上 大智 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 石川県

124 181 4時間02分03秒 後藤 幸雄 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｵ 福岡県

125 455 4時間02分15秒 山嵜 康弘 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

126 135 4時間02分17秒 川崎 貴博 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

127 17 4時間02分19秒 井生 初 ｲｵ ﾊｼﾞﾒ 山口県

128 302 4時間02分22秒 中平 知芳 ﾅｶﾋﾗ ﾄﾓﾖｼ 高知県

129 76 4時間02分53秒 宇野 証悟 ｳﾉ ｼｮｳｺﾞ 長崎県

130 104 4時間02分57秒 岡本 将志 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都

131 376 4時間02分58秒 古谷 直人 ﾌﾙﾔ ﾅｵﾄ 山口県

132 452 4時間03分06秒 山崎 亮 ﾔﾏｻｷ ﾄｵﾙ 福岡県

133 105 4時間03分09秒 小川 晃範 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 岡山県

134 172 4時間03分15秒 黒川 正法 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 広島県

135 317 4時間03分20秒 西岡 孝 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ 山口県

136 378 4時間03分44秒 堀 友紀 ﾎﾘ ﾄﾓｷ 広島県

137 201 4時間03分46秒 目 義康 ｻｯｶ ﾖｼﾔｽ 山口県

138 368 4時間03分49秒 藤本 純平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口県

139 41 4時間04分02秒 猪野 克弥 ｲﾉ ｶﾂﾔ 大阪府

140 173 4時間04分09秒 黒瀬 孝和 ｸﾛｾ ﾀｶｶｽﾞ 福岡県

141 209 4時間04分11秒 島 成臣 ｼﾏ ﾅﾙｵﾐ 福岡県



142 187 4時間04分22秒 境田 勝博 ｻｶｲﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 山口県

143 252 4時間05分12秒 多田 雅人 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島県

144 75 4時間05分31秒 宇都宮 茂雄 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｹﾞｵ 山口県

145 370 4時間05分42秒 藤本 祐二 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 山口県

146 346 4時間05分43秒 平井 孝広 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 広島県

147 131 4時間05分52秒 河合 健太 ｶﾜｲ ｹﾝﾀ 大分県

148 79 4時間06分07秒 楳本 和正 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 山口県

149 463 4時間06分23秒 山中 建志 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ 広島県

150 430 4時間08分15秒 村田 信弘 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県

151 278 4時間08分15秒 徳田 陽一 ﾄｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山口県

152 470 4時間08分20秒 湯浅 健 ﾕｱｻ ﾀｹｼ 広島県

153 414 4時間08分33秒 三浦 啓介 ﾐｳﾗ ｹｲｽｹ 広島県

154 107 4時間08分50秒 小城 左治 ｵｷﾞ ｽｹﾊﾙ 福岡県

155 326 4時間09分33秒 葉狩 祐司 ﾊｶﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 広島県

156 425 4時間10分02秒 宮中 修 ﾐﾔﾅｶ ｵｻﾑ 熊本県

157 337 4時間10分04秒 原田 敬史 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県

158 50 4時間10分12秒 今川 誠 ｲﾏｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 福岡県

159 206 4時間10分29秒 澤江 優治 ｻﾜｴ ﾏｻﾊﾙ 広島県

160 472 4時間10分51秒 横尾 敏史 ﾖｺｵ ﾄｼﾌﾐ 佐賀県

161 13 4時間11分36秒 姉川 真澄 ｱﾈｶﾞﾜ ﾏｽﾐ 佐賀県

162 229 4時間12分15秒 瀬尾 昌裕 ｾｵ ﾏｻﾋﾛ 香川県

163 48 4時間12分26秒 今井 亨 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 岡山県

164 364 4時間12分49秒 藤川 博史 ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾛｼ 熊本県

165 117 4時間13分35秒 梶山 博久 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ 福岡県

166 163 4時間13分43秒 久我 高由 ｸｶﾞ ﾀｶﾖｼ 広島県

167 487 4時間14分19秒 脇屋 和久 ﾜｷﾔ ｶｽﾞﾋｻ 山口県

168 407 4時間14分28秒 松田 孝志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 広島県

169 2 4時間14分59秒 青野 弘和 ｱｵﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県

170 367 4時間15分11秒 藤田 成 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 福岡県

171 299 4時間15分20秒 中野 謙二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 福岡県

172 351 4時間15分43秒 廣田 実樹 ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ 福岡県

173 168 4時間16分11秒 国居 芳孝 ｸﾆｽｴ ﾖｼﾀｶ 山口県

174 276 4時間17分28秒 堂本 亜樹 ﾄﾞｳﾓﾄ ｱｷ 大阪府

175 454 4時間18分04秒 山崎 博樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 福岡県

176 477 4時間18分25秒 吉田 諭祐 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 熊本県

177 30 4時間20分21秒 市森 貴士 ｲﾁﾓﾘ ﾀｶｼ 山口県

178 345 4時間20分27秒 久持 善弘 ﾋｻﾓﾁ ﾖｼﾋﾛ 福岡県

179 349 4時間20分39秒 弘實 尚 ﾋﾛｻﾞﾈ ﾀｶｼ 山口県

180 354 4時間20分41秒 深田 純生 ﾌｶﾀ ｼﾞｭﾝｵ 大分県

181 84 4時間20分44秒 江藤 将仁 ｴﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 熊本県

182 171 4時間20分49秒 黒川 哲平 ｸﾛｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 山口県

183 28 4時間20分54秒 市川 貴志 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 山口県

184 284 4時間20分54秒 友村 栄幸 ﾄﾓﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 山口県

185 33 4時間21分13秒 伊藤 信彦 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 山口県

186 234 4時間21分17秒 高木 淳平 ﾀｶｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長崎県

187 291 4時間21分19秒 中島 隆介 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｽｹ 福岡県

188 311 4時間22分36秒 長屋 雅士 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｼ 岡山県

189 292 4時間22分37秒 中田 佳弘 ﾅｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 福岡県



190 93 4時間23分30秒 大谷 悠汰 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾀ 山口県

191 313 4時間25分22秒 梛野 善彦 ﾅｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 福岡県

192 243 4時間25分42秒 滝澤 久行 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋｻﾕｷ 山口県

193 149 4時間25分45秒 神崎 良季 ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｷ 福岡県

194 226 4時間26分21秒 角 義行 ｽﾐ ﾖｼﾕｷ 福岡県

195 483 4時間26分24秒 吉行 順一 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県

196 258 4時間26分24秒 田中 宏 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 福岡県

197 399 4時間26分31秒 松尾 龍吾 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｺﾞ 福岡県

198 410 4時間26分34秒 松本 聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 山口県

199 232 4時間26分38秒 染谷 光 ｿﾒﾔ ﾋｶﾙ -

200 89 4時間26分46秒 大久保 拓也 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 福岡県

201 270 4時間26分56秒 堤 謙治 ﾂﾂﾐ ｹﾝｼﾞ 山口県

202 176 4時間27分08秒 小久江 洋治 ｺｸｴ ﾖｳｼﾞ 広島県

203 287 4時間27分26秒 中司 圭剛 ﾅｶｼ ｹｲｺﾞ 福岡県

204 53 4時間27分44秒 今村 嘉雄 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｵ 福岡県

205 12 4時間27分44秒 安立 義明 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 福岡県

206 20 4時間28分23秒 石井 伸佑 ｲｼｲ ｼﾝｽｹ 広島県

207 111 4時間29分05秒 尾崎 修 ｵｻﾞｷ ｵｻﾑ 広島県

208 215 4時間29分45秒 下田 康一 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｲﾁ 広島県

209 298 4時間30分24秒 中野 賢治 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 山口県

210 460 4時間30分35秒 山田 祐司 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 山口県

211 475 4時間30分39秒 吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 島根県

212 259 4時間30分45秒 田中 博隆 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 福岡県

213 465 4時間30分58秒 山野 孝幸 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾕｷ 山口県

214 58 4時間30分59秒 岩崎 正明 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 福岡県

215 386 4時間30分59秒 前田 真一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県

216 321 4時間31分00秒 西山 祥 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾗ 山口県

217 244 4時間33分29秒 田口 功 ﾀｸﾞﾁ ｲｻｵ 兵庫県

218 169 4時間33分33秒 久保 昌昭 ｸﾎﾞ ﾏｻｱｷ 山口県

219 255 4時間33分47秒 田中 一弘 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

220 415 4時間34分12秒 三浦 裕二 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 島根県

221 264 4時間35分16秒 谷本 智志 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾄｼ 山口県

222 282 4時間35分18秒 床島 伸一 ﾄｺｼﾏ ｼﾝｲﾁ 福岡県

223 442 4時間35分32秒 八木 秀樹 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 広島県

224 137 4時間36分00秒 河津 晋弥 ｶﾜﾂﾞ ｼﾝﾔ 福岡県

225 148 4時間36分11秒 河本 哲夫 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾂｵ 山口県

226 353 4時間36分37秒 廣本 駿太郎 ﾋﾛﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ 山口県

227 198 4時間37分17秒 佐治 正規 ｻｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 山口県

228 336 4時間37分42秒 原田 勝信 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ 山口県

229 441 4時間38分00秒 守屋 伸樹 ﾓﾘﾔ ﾉﾌﾞｷ 岡山県

230 228 4時間39分09秒 清木 章弘 ｾｲｷ ｱｷﾋﾛ 香川県

231 42 4時間39分28秒 井上 昭彦 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ 福岡県

232 156 4時間39分34秒 木原 貴栄 ｷﾊﾗ ﾀｶｴｲ 山口県

233 383 4時間40分12秒 本田 健嗣 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 山口県

234 38 4時間41分00秒 糸原 進 ｲﾄﾊﾗ ｽｽﾑ 島根県

235 419 4時間41分34秒 蓑輪 行輝 ﾐﾉﾜ ﾕｷﾃﾙ 福岡県

236 36 4時間41分38秒 伊藤 靖哲 ｲﾄｳ ﾔｽｱｷ 山口県

237 293 4時間42分00秒 中谷 建志 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 山口県



238 297 4時間42分34秒 中野 敦 ﾅｶﾉ ｱﾂｼ 福岡県

239 444 4時間42分51秒 安田 寛治 ﾔｽﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 山口県

240 87 4時間44分08秒 大河原 忠輝 ｵｵｶﾜﾗ ﾀﾀﾞﾃﾙ 東京都

241 482 4時間44分23秒 吉村 憲一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 広島県

242 458 4時間44分24秒 山田 大亮 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 広島県

243 344 4時間44分30秒 東 英世 ﾋｶﾞｼ ﾋﾃﾞﾖ 熊本県

244 8 4時間45分33秒 朝原 博順 ｱｻﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 山口県

245 94 4時間46分01秒 大津 綾夫 ｵｵﾂ ｱﾔｵ 福岡県

246 350 4時間46分09秒 弘田 和也 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 山口県

247 457 4時間46分25秒 山外 康彦 ﾔﾏｿﾄ ﾔｽﾋｺ 長崎県

248 462 4時間46分46秒 山中 慎太郎 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

249 303 4時間46分47秒 永松 義信 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 福岡県

250 322 4時間47分17秒 新田町 尚人 ﾆｯﾀﾏﾁ ﾅｵﾄ 福岡県

251 180 4時間47分18秒 後藤 正和 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県

252 46 4時間47分35秒 今井 顯 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 福岡県

253 437 4時間48分13秒 盛合 諒 ﾓﾘｱｲ ﾘｮｳ 福岡県

254 334 4時間48分28秒 林 克則 ﾊﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 福岡県

255 190 4時間48分29秒 坂本 和彦 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 山口県

256 14 4時間48分29秒 荒木 厚博 ｱﾗｷ ｱﾂﾋﾛ 山口県

257 250 4時間48分40秒 田崎 佳之 ﾀｻｷ ﾖｼﾕｷ 山口県

258 45 4時間49分44秒 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 広島県

259 114 4時間50分39秒 小野 力 ｵﾉ ﾁｶﾗ 山口県

260 323 4時間51分29秒 野村 直樹 ﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 山口県

261 416 4時間51分33秒 御厨 勝也 ﾐｸﾘﾔ ｶﾂﾔ 福岡県

262 409 4時間51分35秒 松村 三郎 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ 山口県

263 96 4時間52分02秒 大西 裕之 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 愛媛県

264 100 4時間52分22秒 岡崎 辰雄 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂｵ 山口県

265 446 4時間52分25秒 矢野 大五郎 ﾔﾉ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 山口県

266 16 4時間52分36秒 家村 要介 ｲｴﾑﾗ ﾖｳｽｹ 福岡県

267 82 4時間53分14秒 江木 雄一郎 ｴｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 島根県

268 411 4時間53分35秒 松本 俊夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ 徳島県

269 339 4時間53分39秒 原田 陽介 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｽｹ 山口県

270 83 4時間53分50秒 江藤 公博 ｴﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 大分県

271 486 4時間53分52秒 若林 秀典 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山口県

272 371 4時間53分55秒 藤原 勝三 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ 佐賀県

273 121 4時間54分12秒 加藤 健治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 静岡県

274 426 4時間55分42秒 宮本 信太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

275 240 4時間55分57秒 高原 陽一郎 ﾀｶﾊﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 岡山県

276 401 4時間56分07秒 松金 義晴 ﾏﾂｶﾈ ﾖｼﾊﾙ 山口県

277 312 4時間56分27秒 ながわ かずい ﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｲ 山口県

278 403 4時間57分08秒 松下 大輔 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 広島県

279 286 4時間57分24秒 永尾 哲也 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂﾔ 山口県

280 109 4時間58分00秒 奥川 博之 ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 山口県

281 319 4時間58分04秒 西藤 裕一郎 ﾆｼﾌｼﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山口県

282 182 4時間58分15秒 小林 康平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 山口県

283 205 4時間58分17秒 佐野 大地 ｻﾉ ﾀﾞｲﾁ 大分県

284 219 4時間58分44秒 新宮 哲司 ｼﾝｸﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 広島県

285 464 4時間59分31秒 山根 尚幸 ﾔﾏﾈ ﾅｵﾕｷ 山口県



286 424 5時間00分27秒 宮副 泰彰 ﾐﾔｿﾞｴ ﾔｽｱｷ 山口県

287 283 5時間00分42秒 刀根 佑介 ﾄﾈ ﾕｳｽｹ 三重県

288 40 5時間00分54秒 犬丸 展由紀 ｲﾇﾏﾙ ﾉﾌﾞﾕｷ 福岡県

289 369 5時間01分56秒 藤本 秀吉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖｼ 山口県

290 447 5時間02分03秒 山岡 豪之 ﾔﾏｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 広島県

291 253 5時間02分37秒 太刀掛 司 ﾀﾁｶｹ ﾂｶｻ 広島県

292 381 5時間03分00秒 本郷 真一 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾝｲﾁ 福岡県

293 315 5時間03分44秒 西江 真人 ﾆｼｴ ﾏｻﾄ 山口県

294 269 5時間04分01秒 津々木 裕士 ﾂﾂｷ ﾋﾛｼ 福岡県

295 450 5時間06分04秒 山﨑 康芝朗 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾛｳ 佐賀県

296 4 5時間06分22秒 明石 洋樹 ｱｶｼ ﾋﾛｷ 福岡県

297 102 5時間06分30秒 岡本 孝二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山口県

298 307 5時間06分52秒 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 山口県

299 158 5時間06分54秒 木村 智 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 山口県

300 254 5時間08分01秒 立川 雅一 ﾀﾁｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 山口県

301 78 5時間08分17秒 梅崎 剛 ｳﾒｻﾞｷ ﾂﾖｼ 福岡県

302 429 5時間08分35秒 村上 泰弘 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

303 314 5時間08分41秒 縄手 信哉 ﾅﾜﾃ ｼﾝﾔ 福岡県

304 363 5時間08分53秒 藤井 龍太朗 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口県

305 473 5時間10分26秒 吉岡 守 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 山口県

306 63 5時間10分55秒 岩元 まこと ｲﾜﾓﾄ ﾏｺﾄ 山口県

307 373 5時間11分43秒 舟橋 健 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｹｼ 山口県

308 359 5時間12分02秒 普久原 崇弘 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 広島県

309 469 5時間12分24秒 山本 達人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ 山口県

310 71 5時間12分41秒 臼井 健次郎 ｳｽｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福岡県

311 397 5時間14分06秒 松尾 潤一 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ 広島県

312 289 5時間14分12秒 中嶋 諭 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 福岡県

313 141 5時間14分17秒 河原 晴明 ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｱｷ 大分県

314 56 5時間14分18秒 岩井 良吏 ｲﾜｲ ﾘｮｳｼﾞ 山口県

315 362 5時間14分21秒 藤井 英寿 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 山口県

316 162 5時間14分37秒 規家 義文 ｷﾔ ﾖｼﾌﾐ 福岡県

317 223 5時間14分40秒 杉山 元陽 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾞﾝﾖｳ 福岡県

318 39 5時間14分46秒 稲富 栄 ｲﾅﾄﾞﾐ ｻｶｴ 佐賀県

319 251 5時間14分46秒 田代 耕士 ﾀｼﾛ ｺｳｼﾞ 佐賀県

320 166 5時間14分46秒 草場 拳汰 ｸｻﾊﾞ ｹﾝﾀ 佐賀県

321 92 5時間14分47秒 太田 智大 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県

322 127 5時間17分00秒 金丸 成人 ｶﾈﾏﾙ ﾅﾘﾄ 佐賀県

323 103 5時間17分08秒 岡本 勉 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 山口県

324 70 5時間18分07秒 牛尾 秀聡 ｳｼｵ ﾋﾃﾞｱｷ 山口県

325 235 5時間18分51秒 高島 夏希 ﾀｶｼﾏ ﾅﾂｷ 福岡県

326 122 5時間19分30秒 かな口 啓治 ｶﾅｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 広島県

327 320 5時間20分09秒 西本 明史 ﾆｼﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 福岡県

328 260 5時間20分09秒 田部 俊幸 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 福岡県

329 112 5時間20分10秒 小田 宏明 ｵﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 山口県

330 3 5時間20分52秒 阿河 泰介 ｱｶﾞ ﾀｲｽｹ 香川県

331 479 5時間21分05秒 吉冨 健一 ﾖｼﾄﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 山口県

332 184 5時間21分38秒 小松 亮介 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 東京都

333 216 5時間22分39秒 下田 隼人 ｼﾓﾀﾞ ﾊﾔﾄ 福岡県



334 19 5時間23分46秒 生駒 豊 ｲｺﾏ ﾕﾀｶ 山口県

335 10 5時間24分33秒 足立 栄介 ｱﾀﾞﾁ ｴｲｽｹ 大分県

336 113 5時間24分51秒 小田 浩 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 山口県

337 139 5時間27分03秒 河野 直行 ｶﾜﾉ ﾅｵﾕｷ 山口県

338 129 5時間28分07秒 神田 哲夫 ｶﾐﾀﾞ ﾃﾂｵ 沖縄県

339 120 5時間28分09秒 片村 圭一 ｶﾀﾑﾗ ｹｲｲﾁ 熊本県

340 296 5時間28分17秒 中西 秀行 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 福岡県

341 389 5時間32分18秒 前原 一輝 ﾏｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 福岡県

342 294 5時間32分50秒 長門 勝俊 ﾅｶﾞﾄ ｶﾂﾄｼ 広島県

343 466 5時間33分08秒 山野井 重典 ﾔﾏﾉｲ ｼｹﾞﾉﾘ 広島県

344 382 5時間33分49秒 本田 光司 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 福岡県

345 384 5時間34分31秒 本田 靖臣 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾄﾐ 広島県

346 484 5時間34分44秒 六田 一博 ﾛｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

347 480 5時間35分33秒 吉松 三男 ﾖｼﾏﾂ ﾐﾂｵ 山口県

348 186 5時間35分37秒 坂井 孝 ｻｶｲ ﾀｶｼ 福岡県

349 431 5時間35分37秒 村田 洋樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 福岡県

350 147 5時間35分46秒 河本 紀志 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 山口県

351 236 5時間35分46秒 田頭 宜典 ﾀｶﾞｼﾗ ﾖｼﾉﾘ 山口県

352 52 5時間35分50秒 今村 雄太 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 山口県

353 392 5時間36分48秒 増本 英男 ﾏｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 山口県

354 439 5時間37分04秒 森田 元嗣 ﾓﾘﾀ ﾓﾄﾂｸﾞ 奈良県

355 220 5時間38分47秒 新谷 健太郎 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 広島県

356 191 5時間38分48秒 坂本 英人 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 福岡県

357 72 5時間40分07秒 内田 昌平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口県

358 177 5時間40分56秒 小関 忠彦 ｺｾｷ ﾀﾀﾞﾋｺ 山口県

359 167 5時間41分13秒 國貞 龍弘 ｸﾆｻﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 山口県

360 417 5時間42分56秒 三ツ橋 勇美 ﾐﾂﾊｼ ｲｻﾐ 東京都

361 365 5時間43分29秒 藤木 英雄 ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 山口県

362 66 5時間43分50秒 上野 史朗 ｳｴﾉ ﾌﾐｵ 山口県

363 101 5時間44分46秒 緒方 剛 ｵｶﾞﾀ ﾂﾖｼ 福岡県

364 211 5時間47分21秒 島原 秀幸 ｼﾏﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 広島県

365 81 5時間48分15秒 江上 雅美 ｴｶﾞﾐ ﾏｻﾐ 広島県

366 65 5時間49分00秒 植田 良一 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県

367 330 5時間50分34秒 長谷川 博一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都

368 459 5時間51分01秒 山田 真実 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 熊本県

369 435 5時間51分36秒 森 和寛 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県

370 126 5時間57分10秒 金坂 行展 ｶﾈｻｶ ﾕｷﾉﾌﾞ 広島県

371 406 6時間00分04秒 松田 賢治 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山口県

372 31 6時間02分22秒 一階 覚 ｲｯｶｲ ｻﾄﾙ 山口県

373 379 6時間02分50秒 堀池 英二 ﾎﾘｲｹ ｴｲｼﾞ 長崎県

374 202 6時間03分18秒 佐藤 啓介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 山口県

375 68 6時間09分46秒 上村　和輝 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ -

376 222 6時間12分40秒 末森 隆博 ｽｴﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

377 221 6時間13分37秒 新福 幸一郎 ｼﾝﾌｸ ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県

378 422 6時間14分24秒 宮崎 正和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 山口県

379 85 6時間14分24秒 大上 典晃 ｵｵｳｴ ﾉﾘｱｷ 山口県

380 423 6時間26分50秒 宮崎 光明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 山口県

381 257 6時間57分10秒 田中 恒久 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋｻ 山口県


