
ロングコース 男性
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 ゲスト 3時間22分43秒 岸本 大直 - -
2 140 3時間25分58秒 廣岡 隆二 ヒロオカ リュウジ 大分県
3 110 3時間34分33秒 飯干 守道 イイホシ モリミチ 福岡県
4 206 3時間41分05秒 和田 善之 ワダ ヨシユキ 福岡県
5 123 3時間48分33秒 駒井 令 コマイ ツカサ 福岡県
6 68 3時間49分38秒 蒲池 直樹 カマチ ナオキ 福岡県
7 48 3時間54分22秒 友原 達矢 トモハラ タツヤ 山口県
8 21 3時間55分44秒 鶴田 眞大 ツルタ マサヒロ 長崎県
9 59 3時間59分14秒 谷口 優一郎 タニグチ ユウイチロウ 福岡県
10 51 4時間01分14秒 筒井 侑哉 ツツイ ユウヤ 福岡県
11 145 4時間05分19秒 堅田 真一 カタダ シンイチ 山口県
12 4 4時間06分02秒 漆上 淳 ウルシガミ ジュン 福岡県
13 325 4時間06分19秒 大場 和久 オオバ カズヒサ 福岡県
14 6 4時間08分11秒 中尾 大輝 ナカオ ダイキ 長崎県
15 220 4時間08分53秒 河村 剛 カワムラ ツヨシ 大分県
16 57 4時間11分51秒 松園 書幸 マツゾノ ノブユキ 福岡県
17 347 4時間14分26秒 川村 知行 カワムラ トモユキ 福岡県
18 181 4時間15分41秒 古川 宗治 フルカワ ムネハル 奈良県
19 266 4時間17分33秒 北村 剛一 キタムラ コウイチ 山口県
20 92 4時間18分25秒 前田 佑史 マエダ ユウジ 福岡県
21 49 4時間19分12秒 一ノ枝 亮輔 イチノエ リョウスケ 山口県
22 78 4時間19分24秒 武末 伸也 タケスエ シンヤ 長崎県
23 174 4時間21分40秒 松本 洋 マツモト ヒロシ 山口県
24 139 4時間22分20秒 藤井 亮史 フジイ リョウジ 山口県
25 321 4時間22分37秒 中村 健二 ナカムラ ケンジ 広島県
26 104 4時間28分51秒 秋吉 政和 アキヨシ マサカズ 山口県
27 153 4時間30分01秒 荒川 祥一 アラカワ ショウイチ 東京都
28 82 4時間32分30秒 重谷 茂人 シゲタニ タカト 福岡県
29 67 4時間33分26秒 山下 慎一郎 ヤマシタ シンイチロウ 福岡県
30 165 4時間33分31秒 原口 一史 ハラグチ カズフミ 長崎県
31 11 4時間34分26秒 山口 歩 ヤマグチ アユム 長崎県
32 390 4時間35分07秒 岩崎 正幸 イワサキ マサユキ 山口県
33 278 4時間35分23秒 岩木 学 イワキ マナブ 山口県
34 401 4時間35分52秒 馬渡 範久 マワタリ ノリヒサ 大分県
35 294 4時間36分11秒 篠 達夫 シノ タツオ 長崎県
36 162 4時間36分21秒 佐伯 寛 サエキ ヒロシ 山口県
37 324 4時間36分34秒 小西 洋 コニシ ヒロシ 広島県
38 470 4時間36分48秒 砂本 義文 スナモト ヨシフミ 広島県
39 452 4時間38分05秒 岡崎 佳弘 オカザキ ヨシヒロ 山口県
40 25 4時間38分34秒 吉松 瞭 ヨシマツ リョウ 山口県
41 295 4時間38分49秒 須崎 康成 スザキ ヤスナリ 広島県
42 215 4時間39分07秒 池田 大輔 イケダ ダイスケ 福岡県
43 359 4時間39分42秒 長尾 学 ナガオ マナブ 山口県
44 286 4時間41分02秒 古味 省宏 コミ ヨシヒロ 山口県
45 368 4時間41分09秒 廣瀬 英也 ヒロセ ヒデヤ 福岡県
46 440 4時間41分19秒 重光 聡朋 シゲミツ アキトモ 福岡県
47 186 4時間41分55秒 上原 隆幸 ウエハラ タカユキ 島根県
48 245 4時間42分26秒 高橋 秀暢 タカハシ ヒデノブ 広島県
49 409 4時間43分00秒 馬場 明彦 ババ アキヒコ 長崎県
50 265 4時間43分23秒 甲谷 理温 カンガイ ヨシハル 山口県
51 85 4時間43分27秒 妹尾 健司 セノオ ケンジ 岡山県
52 391 4時間43分34秒 松原 憲行 マツバラ ノリユキ 鳥取県
53 364 4時間43分58秒 東 秀典 ヒガシ ヒデノリ 和歌山県
54 127 4時間44分06秒 石橋 誉臣 イシバシ モトオミ 福岡県



55 178 4時間44分31秒 増田 剛一郎 マスダ コウイチロウ 山口県
56 353 4時間46分03秒 石川 博己 イシカワ ヒロミ 福岡県
57 238 4時間47分10秒 渡辺 成祐 ワタナベ ナルヒロ 福岡県
58 97 4時間47分33秒 中村 豪寿 ナカムラ カツトシ 福岡県
59 43 4時間48分18秒 清水 朋哉 シミズ トモヤ 東京都
60 369 4時間49分41秒 美藤 陽一 ミトウ ヨウイチ 広島県
61 327 4時間49分42秒 村田 信弘 ムラタ ノブヒロ 福岡県
62 326 4時間52分27秒 岡 三津夫 オカ ミツオ 大阪府
63 446 4時間53分47秒 渡部 忠男 ワタナベ タダオ 香川県
64 168 4時間54分03秒 田中 康裕 タナカ ヤスヒロ 山口県
65 179 4時間55分42秒 増山 満 マシヤマ ミツル 山口県
66 451 4時間56分06秒 都留 実 ツル ミノル 福岡県
67 36 4時間56分49秒 宮本 崇徳 ミヤモト タカノリ 山口県
68 189 4時間56分54秒 湯村 輝昭 ユムラ テルアキ 福岡県
69 119 4時間56分56秒 山本 順也 ヤマモト ジュンヤ 山口県
70 283 4時間57分13秒 高岡 茂樹 タカオカ シゲキ 千葉県
71 225 4時間57分27秒 佐々木 雄一 ササキ ユウイチ 山口県
72 201 4時間58分16秒 高田 達也 タカタ タツヤ 山口県
73 37 4時間58分45秒 樽谷 大樹 タルタニ ダイキ 山口県
74 280 4時間59分09秒 藤原 大道 フジワラ ダイドウ 岡山県
75 460 4時間59分13秒 松岡 憲知 マツオカ ノリカズ 茨城県
76 141 5時間00分09秒 徳吉 諭 トクヨシ サトル 山口県
77 89 5時間00分34秒 内田 芳朗 ウチダ ヨシロウ 山口県
78 454 5時間01分50秒 柴田 文規 シバタ ブンキ 山口県
79 380 5時間02分13秒 折原 哲 オリハラ サトシ 山口県
80 135 5時間02分27秒 中村 雅徳 ナカムラ マサノリ 山口県
81 277 5時間03分03秒 船橋 雄亮 フナハシ ユウスケ 福岡県
82 218 5時間03分31秒 高藤 裕一 タカフジ ユウイチ 山口県
83 187 5時間04分03秒 吉田 龍義 ヨシダ タツヨシ 福岡県
84 448 5時間04分03秒 内野 勇介 ウチノ ユウスケ 福岡県
85 182 5時間04分06秒 鈴木 邦章 スズキ クニアキ 岡山県
86 312 5時間04分27秒 足立 誠一 アダチ セイイチ 広島県
87 209 5時間04分39秒 榊原 光之 サカキバラ ミツユキ 長崎県
88 9 5時間04分41秒 平山 新悟 ヒラヤマ シンゴ 熊本県
89 458 5時間05分49秒 西山 寿明 ニシヤマ トシアキ 神奈川県
90 351 5時間08分11秒 竹藤 治男 タケフジ ハルオ 大阪府
91 35 5時間08分29秒 井上 哲成 イノウエ テツナリ 山口県
92 90 5時間08分30秒 桧谷 卓志 ヒノキダニ タクシ 山口県
93 250 5時間08分34秒 山内 博史 ヤマウチ ヒロフミ 大阪府
94 66 5時間08分50秒 新谷 翼 シンタニ ツバサ 福岡県
95 52 5時間09分04秒 湯浅 健 ユアサ タケシ 広島県
96 231 5時間09分24秒 與那城 敦 ヨナシロ アツシ 滋賀県
97 279 5時間10分00秒 戸成 正憲 トナリ マサノリ 福岡県
98 194 5時間10分59秒 川口 亮 カワグチ リョウ 長崎県
99 128 5時間12分56秒 山本 直樹 ヤマモト ナオキ 広島県
100 382 5時間13分08秒 堂本 亜樹 ドウモト アキ 大阪府
101 64 5時間14分15秒 江島 浩平 エシマ コウヘイ 福岡県
102 112 5時間14分39秒 原田 隆史 ハラダ タカフミ 福岡県
103 397 5時間15分14秒 長澤 博幸 ナガサワ ヒロユキ 広島県
104 243 5時間15分47秒 普久原 崇弘 フクハラ タカヒロ 広島県
105 405 5時間17分02秒 髙田 浩一 タカタ コウイチ 山口県
106 55 5時間17分59秒 中島 隆太 ナカシマ リュウタ 山口県
107 15 5時間18分07秒 板井 爽平 イタイ ソウヘイ 山口県
108 373 5時間18分08秒 梶山 博久 カジヤマ ヒロヒサ 福岡県
109 388 5時間18分19秒 中村 利彦 ナカムラ トシヒコ 山口県
110 5 5時間18分29秒 下平 悠貴 シモヒラ ユウキ 福岡県



111 274 5時間18分48秒 山上 浩二 ヤマガミ コウジ 福岡県
112 175 5時間18分52秒 大井 聡史 オオイ サトシ 山口県
113 415 5時間18分57秒 西岡 孝 ニシオカ タカシ 山口県
114 129 5時間19分03秒 梅田 貴司 ウメダ タカシ 山口県
115 328 5時間19分14秒 徳田 陽一 トクダ ヨウイチ 山口県
116 386 5時間19分20秒 宮中 修 ミヤナカ オサム 熊本県
117 291 5時間19分36秒 石崎 健示 イシザキ ケンジ 福岡県
118 255 5時間19分55秒 山本 晃一郎 ヤマモト コウイチロウ 佐賀県
119 304 5時間20分00秒 国井 博之 クニイ ヒロユキ 神奈川県
120 167 5時間20分07秒 杉谷 昭雄 スギタニ アキオ 鳥取県
121 156 5時間20分12秒 松本 雄平 マツモト ユウヘイ 長崎県
122 394 5時間22分40秒 金沢 守 カナザワ マモル 山口県
123 413 5時間22分50秒 小川 雅也 オガワ マサヤ 兵庫県
124 267 5時間23分49秒 川崎 貴博 カワサキ タカヒロ 福岡県
125 378 5時間23分57秒 涌谷 陽介 ワクタニ ヨウスケ 岡山県
126 236 5時間24分23秒 寺田 元 テラダ ハジメ 長崎県
127 262 5時間24分53秒 西谷 勝人 ニシタニ マサト 広島県
128 228 5時間25分06秒 黒瀬 孝和 クロセ タカカズ 福岡県
129 367 5時間25分25秒 四居 敬三 ヨツイ ケイゾウ 広島県
130 330 5時間25分40秒 森岡 克洋 モリオカ カツヒロ 山口県
131 355 5時間26分18秒 三浦 啓介 ミウラ ケイスケ 広島県
132 456 5時間27分15秒 久持 善弘 ヒサモチ ヨシヒロ 福岡県
133 331 5時間27分37秒 福田 勝則 フクダ カツノリ 長崎県
134 188 5時間27分54秒 高山 龍一 タカヤマ リュウイチ 山口県
135 444 5時間28分03秒 江口 敏弘 エグチ トシヒロ 長崎県
136 260 5時間28分14秒 長岡 武史 ナガオカ タケシ 福岡県
137 144 5時間28分23秒 大西 芳樹 オオニシ ヨシキ 広島県
138 271 5時間28分36秒 西岡 健一 ニシオカ ケンイチ 広島県
139 177 5時間29分00秒 中島 隆介 ナカシマ リュウスケ 福岡県
140 109 5時間29分42秒 江崎 浩二 エザキ コウジ 福岡県
141 299 5時間29分44秒 田中 孝弥 タナカ タカヤ 大阪府
142 103 5時間30分07秒 西岡 道広 ニシオカ ミチヒロ 東京都
143 348 5時間30分10秒 湯浅 隆 ユアサ タカシ 山口県
144 19 5時間30分24秒 広瀬 勝也 ヒロセ カツヤ 京都府
145 61 5時間30分29秒 山縣 亮 ヤマガタ リョウ 福岡県
146 427 5時間30分56秒 北口 能章 キタグチ ヨシアキ 京都府
147 383 5時間31分27秒 大田 淳夫 オオタ アツオ 山口県
148 292 5時間31分33秒 中澤 渉 ナカザワ ワタル 広島県
149 98 5時間31分43秒 高木 淳平 タカキ ジュンペイ 長崎県
150 246 5時間33分30秒 加藤 真一 カトウ シンイチ 山口県
151 398 5時間34分12秒 河村 和典 カワムラ カズノリ 山口県
152 308 5時間34分31秒 井上 義治 イノウエ ヨシハル 福岡県
153 224 5時間34分44秒 川本 昇平 カワモト ショウヘイ 長崎県
154 138 5時間35分00秒 川尻 直 カワジリ ナオ 大阪府
155 372 5時間35分12秒 千々和 圭一 チヂワ ケイイチ 福岡県
156 116 5時間35分27秒 田代 真二 タシロ シンジ 福岡県
157 362 5時間37分01秒 山村 祐一 ヤマムラ ユウイチ 山口県
158 261 5時間37分02秒 諸熊 武史 モロクマ タケシ 福岡県
159 81 5時間37分20秒 古城戸 徹 フルキド トオル 神奈川県
160 137 5時間37分27秒 澄田 尚俊 スミダ ナオトシ 山口県
161 217 5時間37分28秒 江藤 公博 エトウ キミヒロ 大分県
162 410 5時間37分49秒 下永 博巳 シモナガ ヒロミ 山口県
163 306 5時間37分52秒 野原 茂雄 ノハラ シゲオ 長崎県
164 344 5時間38分05秒 西牟田 稔 ニシムタ ミノル 長崎県
165 477 5時間38分08秒 河内 一 コウチ ハジメ 山口県
166 251 5時間38分58秒 坂本 和彦 サカモト カズヒコ 山口県



167 385 5時間39分37秒 大畑 雅司 オオハタ マサシ 島根県
168 343 5時間40分02秒 有田 忍 アリタ シノブ 福岡県
169 399 5時間41分10秒 村上 記央 ムラカミ ノリオ 熊本県
170 465 5時間41分16秒 戸野 隆弘 トノ タカヒロ 鳥取県
171 443 5時間41分25秒 中野 敦 ナカノ アツシ 福岡県
172 240 5時間42分21秒 水本 拓郎 ミズモト タクロウ 福岡県
173 438 5時間42分23秒 尾崎 公昭 オザキ キミアキ 福岡県
174 370 5時間44分14秒 村橋 重樹 ムラハシ シゲキ 山口県
175 146 5時間44分59秒 藤本 純平 フジモト ジュンペイ 山口県
176 161 5時間45分26秒 村山 洋平 ムラヤマ ヨウヘイ 佐賀県
177 400 5時間45分28秒 松尾 正治 マツオ マサハル 長崎県
178 407 5時間45分36秒 平井 靖規 ヒライ ヤスノリ 岡山県
179 437 5時間46分09秒 森田 芳秋 モリタ ヨシアキ 長崎県
180 354 5時間46分39秒 神崎 良季 カンザキ ヨシキ 福岡県
181 142 5時間47分41秒 黒川 哲平 クロカワ テッペイ 山口県
182 190 5時間47分49秒 熊崎 大樹 クマサキ ヒロキ 山口県
183 53 5時間48分25秒 松永 雅志 マツナガ マサシ 山口県
184 196 5時間48分57秒 国居 芳孝 クニスエ ヨシタカ 山口県
185 23 5時間49分06秒 八木 遼太郎 ヤギ リョウタロウ 静岡県
186 80 5時間49分12秒 山中 建志 ヤマナカ タケシ 広島県
187 249 5時間49分15秒 杉本 浩二 スギモト コウジ 東京都
188 259 5時間49分19秒 古谷 公一 フルヤ コウイチ 山口県
189 204 5時間49分27秒 淺野 大介 アサノ ダイスケ 愛知県
190 93 5時間49分30秒 山中 慎太郎 ヤマナカ シンタロウ 福岡県
191 134 5時間49分40秒 西田 洋平 ニシダ ヨウヘイ 福岡県
192 329 5時間49分43秒 今村 嘉雄 イマムラ ヨシオ 福岡県
193 288 5時間49分43秒 安立 義明 アダチ ヨシアキ 福岡県
194 157 5時間49分47秒 平岡 龍一郎 ヒラオカ リュウイチロウ 山口県
195 392 5時間50分24秒 小野 正義 オノ マサヨシ 山口県
196 322 5時間51分02秒 藤本 祐二 フジモト ユウジ 山口県
197 74 5時間52分02秒 松井 裕二 マツイ ユウジ 福岡県
198 115 5時間52分34秒 忠願寺 貴博 チュウガンジ タカヒロ 大分県
199 100 5時間52分35秒 西嶋 政治 ニシジマ マサハル 山口県
200 287 5時間52分40秒 芳西 孝行 ホウニシ タカユキ 山口県
201 253 5時間52分40秒 加藤 諭 カトウ サトシ 山口県
202 469 5時間52分58秒 山崎 正俊 ヤマザキ マサトシ 滋賀県
203 42 5時間53分02秒 宮崎 智志 ミヤザキ サトシ 山口県
204 133 5時間53分23秒 亀井 宏 カメイ ヒロシ 福岡県
205 254 5時間54分02秒 田邊 正敏 タナベ マサトシ 福岡県
206 366 5時間54分10秒 横尾 敏史 ヨコオ トシフミ 佐賀県
207 99 5時間54分14秒 高田 昌治 タカタ マサハル 山口県
208 290 5時間54分57秒 谷口 孝誠 タニグチ タカセイ 神奈川県
209 95 5時間55分24秒 竹下 孝行 タケシタ タカユキ 熊本県
210 62 5時間55分36秒 山村 行人 ヤマムラ コウジン 福岡県
211 212 5時間55分58秒 弘實 尚 ヒロザネ タカシ 山口県
212 122 5時間56分55秒 境田 勝博 サカイダ カツヒロ 山口県
213 91 5時間56分55秒 中本 諒 ナカモト リョウ 山口県
214 26 5時間56分59秒 今川 誠 イマガワ マコト 福岡県
215 171 5時間58分29秒 伊藤 靖哲 イトウ ヤスアキ 山口県
216 195 5時間58分59秒 廣谷 良範 ヒロタニ ヨシノリ 福岡県
217 272 5時間59分30秒 松浦 泰法 マツウラ ヤスノリ 広島県
218 124 6時間00分10秒 山縣 亮介 ヤマガタ リョウスケ 佐賀県
219 379 6時間00分38秒 ながわ かずい ナガワ カズイ 山口県
220 232 6時間00分55秒 高原 陽一郎 タカハラ ヨウイチロウ 岡山県
221 117 6時間00分55秒 貞廣 建太 サダヒロ ケンタ 広島県
222 154 6時間00分58秒 市川 貴志 イチカワ タカシ 山口県



223 221 6時間01分23秒 中村 昌春 ナカムラ マサハル 山口県
224 447 6時間01分51秒 高尾 勝也 タカオ カツヤ 長崎県
225 8 6時間02分06秒 中谷 建志 ナカタニ ケンジ 山口県
226 20 6時間02分52秒 白木川 洸 シラキガワ コウ 愛知県
227 107 6時間03分11秒 仲 慶史 ナカ ヨシフミ 山口県
228 143 6時間03分15秒 重田 幸一 シゲタ コウイチ 山口県
229 284 6時間03分18秒 中野 知寛 ナカノ トモヒロ 福岡県
230 303 6時間03分21秒 長谷川 純 ハセガワ ジュン 岡山県
231 87 6時間03分36秒 中司 圭剛 ナカシ ケイゴ 福岡県
232 101 6時間03分50秒 中田 有哉 ナカタ ユウヤ 山口県
233 310 6時間04分50秒 八木 秀樹 ヤギ ヒデキ 広島県
234 435 6時間05分15秒 沼口 英明 ヌマグチ ヒデアキ 長崎県
235 432 6時間05分49秒 山本 寿郎 ヤマモト ジュロウ 大阪府
236 374 6時間06分30秒 村山 雅経 ムラヤマ マサノリ 東京都
237 459 6時間06分42秒 伊藤 信彦 イトウ ノブヒコ 山口県
238 136 6時間06分43秒 木原 均 キハラ ヒトシ 山口県
239 305 6時間06分52秒 中園 恭史 ナカゾノ ヤスフミ 福岡県
240 173 6時間07分04秒 小石原 隆史 コイシハラ タカシ 福岡県
241 403 6時間07分09秒 大津 元裕 オオツ モトヒロ 広島県
242 336 6時間07分22秒 大山 弘 オオヤマ ヒロシ 山口県
243 58 6時間07分34秒 石原 寛之 イシハラ ヒロユキ 長崎県
244 457 6時間09分30秒 村上 友一 ムラカミ ユウイチ 福岡県
245 159 6時間10分14秒 河井 たつや カワイ タツヤ 福岡県
246 148 6時間10分22秒 相川 寿治 アイカワ トシハル 福岡県
247 422 6時間10分24秒 三浦 裕二 ミウラ ユウジ 島根県
248 381 6時間10分28秒 小山 陽一 コヤマ ヨウイチ 大分県
249 197 6時間11分14秒 佐藤 義和 サトウ ヨシカズ 鹿児島県
250 10 6時間11分35秒 松村 浩希 マツムラ ヒロキ 山口県
251 468 6時間11分44秒 日高 茂 ヒダカ シゲル 広島県
252 408 6時間12分19秒 辻 直一 ツジ ナオカズ 広島県
253 237 6時間12分52秒 緒方 剛 オガタ ツヨシ 福岡県
254 375 6時間13分27秒 御厨 勝也 ミクリヤ カツヤ 福岡県
255 29 6時間13分28秒 尾嵜 友亮 オザキ ユウスケ 福岡県
256 205 6時間14分01秒 渡辺 哲 ワタナベ サトシ 山口県
257 472 6時間14分19秒 池崎 隆司 イケザキ タカジ 長崎県
258 433 6時間14分24秒 塚田 正美 ツカダ マサミ 大分県
259 269 6時間14分51秒 本田 健嗣 ホンダ タケシ 山口県
260 1 6時間15分25秒 河村 雅史 カワムラ マサシ 山口県
261 210 6時間19分31秒 高橋 正幸 タカハシ マサユキ 岡山県
262 131 6時間19分32秒 渡部 聡 ワタナベ サトシ 山口県
263 282 6時間20分12秒 上原 貴司 ウエハラ タカシ 大阪府
264 120 6時間20分13秒 堀池 誠 ホリイケ マコト 山口県
265 229 6時間20分29秒 高橋 誠 タカハシ マコト 山口県
266 247 6時間21分22秒 原田 勝信 ハラダ カツノブ 山口県
267 377 6時間21分27秒 中原 浩一 ナカハラ ヒロカズ 福岡県
268 449 6時間21分35秒 上原 哲之 ウエハラ テツユキ 長崎県
269 256 6時間21分40秒 本田 靖臣 ホンダ ヤストミ 広島県
270 334 6時間22分02秒 板谷 寛之 イタヤ ヒロユキ 福岡県
271 414 6時間24分04秒 向井 俊彦 ムカイ トシヒコ 広島県
272 252 6時間24分11秒 上田 克典 ウエダ カツノリ 山口県
273 125 6時間24分23秒 濱田 靖雄 ハマダ ヤスオ 福岡県
274 421 6時間24分29秒 永元 良知 ナガモト ヨシノリ 大分県
275 270 6時間24分48秒 田中 一弘 タナカ カズヒロ 広島県
276 73 6時間24分53秒 清水 篤 シミズ アツシ 山口県
277 473 6時間24分55秒 永松 義信 ナガマツ ヨシノブ 福岡県
278 50 6時間25分03秒 緒方 憲一 オガタ ケンイチ 山口県



279 30 6時間25分14秒 三宅 孝幸 ミヤケ タカユキ 静岡県
280 31 6時間25分18秒 大川 裕也 オオカワ ヒロヤ 兵庫県
281 193 6時間26分22秒 金谷 卓哉 カナヤ タクヤ 岡山県
282 2 6時間26分27秒 徳永 龍 トクナガ トオル 山口県
283 363 6時間26分29秒 徳永 啓 トクナガ ケイ 山口県
284 151 6時間26分34秒 保美 秀彦 ホミ ヒデヒコ 山口県
285 311 6時間26分44秒 金丸 成人 カネマル ナリト 佐賀県
286 198 6時間27分07秒 小松 智文 コマツ トモフミ 山口県
287 76 6時間27分33秒 神徳 宗一郎 コウトク ソウイチロウ 山口県
288 248 6時間27分51秒 木下 聡 キノシタ サトシ 福岡県
289 27 6時間28分28秒 廣本 駿太郎 ヒロモト シュンタロウ 山口県
290 442 6時間29分09秒 串崎 周三 クシザキ シュウゾウ 広島県
291 7 6時間30分35秒 大谷 悠汰 オオタニ ユウタ 山口県
292 387 6時間30分53秒 吉田 進 ヨシダ ススム 島根県
293 63 6時間31分46秒 清水 圭吾 シミズ ケイゴ 広島県
294 242 6時間33分04秒 西本 幸夫 ニシモト ユキオ 山口県
295 411 6時間33分48秒 足立 栄介 アダチ エイスケ 大分県
296 455 6時間34分02秒 松岡 義史 マツオカ ヨシフミ 香川県
297 202 6時間34分27秒 宮本 仁志 ミヤモト ヒトシ 山口県
298 172 6時間34分40秒 家村 要介 イエムラ ヨウスケ 福岡県
299 293 6時間34分48秒 立川 雅一 タチカワ マサカズ 山口県
300 113 6時間34分50秒 城山 恵介 シロヤマ ケイスケ 山口県
301 296 6時間35分24秒 柴田 実 シバタ ミノル 山口県
302 60 6時間35分50秒 西本 健哉 ニシモト ケンヤ 福岡県
303 54 6時間36分13秒 水津 祐一 スイズ ユウイチ 山口県
304 419 6時間36分54秒 松本 俊夫 マツモト トシオ 徳島県
305 199 6時間37分31秒 西岡 貴弘 ニシオカ タカヒロ 広島県
306 235 6時間38分01秒 中原 靖明 ナカハラ ヤスヒロ 広島県
307 105 6時間38分37秒 竹川 彰輔 タケガワ アキホ 福岡県
308 257 6時間39分01秒 光井 章英 ミツイ アキヒデ 福岡県
309 114 6時間39分22秒 原田 陽介 ハラダ ヨウスケ 山口県
310 108 6時間39分43秒 宮岸 正佳 ミヤギシ マサヨシ 兵庫県
311 180 6時間40分28秒 竹林 一行 タケバヤシ カズユキ 山口県
312 404 6時間40分36秒 内田 昌平 ウチダ ショウヘイ 山口県
313 94 6時間41分05秒 荒木 正人 アラキ マサト 広島県
314 466 6時間41分40秒 高山 雄二 タカヤマ ユウジ 山口県
315 3 6時間41分57秒 大木 隼人 オオギ ハヤト 山口県
316 33 6時間42分28秒 天野 太郎 アマノ タロウ 福岡県
317 24 6時間43分07秒 小林 康平 コバヤシ コウヘイ 山口県
318 346 6時間43分31秒 都築 利道 ツヅキ トシミチ 山口県
319 424 6時間44分46秒 坂井 孝 サカイ タカシ 福岡県
320 126 6時間44分55秒 白源 清貴 シラモト キヨタカ 山口県
321 417 6時間45分11秒 谷垣 隆宏 タニガキ タカヒロ 兵庫県
322 423 6時間46分19秒 四藤 英一郎 ヨトウ エイイチロウ 広島県
323 234 6時間47分03秒 木村 智 キムラ サトシ 山口県
324 402 6時間47分58秒 松村 三郎 マツムラ サブロウ 山口県
325 323 6時間48分21秒 荒木 厚博 アラキ アツヒロ 山口県
326 155 6時間49分28秒 小田 浩 オダ ヒロシ 山口県
327 72 6時間49分40秒 太刀掛 司 タチカケ ツカサ 広島県
328 86 6時間50分16秒 清水 耕助 シミズ コウスケ 東京都
329 356 6時間50分27秒 渡来 浩臣 ワタライ ヒロオミ 長崎県
330 453 6時間50分42秒 田中 浩 タナカ ヒロシ 山口県
331 150 6時間52分40秒 高本 一道 タカモト カズミチ 山口県
332 341 6時間53分08秒 福田 佳央 フクダ ヨシオ 福岡県
333 276 6時間53分12秒 稗田 洋士 ヒエダ ヒロシ 福岡県
334 332 6時間53分49秒 岩井 良吏 イワイ リョウジ 山口県



335 345 6時間53分51秒 藤島 秀成 フジシマ ヒデナリ 広島県
336 445 6時間53分51秒 船津 和典 フナツ カズノリ 山口県
337 335 6時間55分20秒 田口 博樹 タグチ ヒロキ 広島県
338 471 6時間55分25秒 徳田 哲彦 トクダ テツヒコ 山口県
339 307 6時間56分26秒 池畑 学 イケバタ マナブ 鹿児島県
340 211 6時間56分56秒 田熊 弘幸 タグマ ヒロユキ 山口県
341 149 6時間57分13秒 佐藤 啓介 サトウ ケイスケ 山口県
342 365 6時間57分22秒 清水 正一郎 シミズ ショウイチロウ 山口県
343 39 6時間57分37秒 桃木 亮 モモキ アキラ 島根県
344 14 6時間58分02秒 有間 航 アリマ ワタル 福岡県
345 17 6時間58分02秒 東瀬戸 俊太郎 ヒガシセト シュンタロウ 鹿児島県
346 318 6時間58分10秒 馬詰 佳明 ウマヅメ ヨシアキ 兵庫県
347 47 6時間58分58秒 福山 龍治 フクヤマ リュウジ 山口県
348 384 6時間59分29秒 岡崎 辰雄 オカザキ タツオ 山口県
349 461 7時間00分02秒 増本 英男 マシモト ヒデオ 山口県
350 416 7時間00分27秒 松本 豊 マツモト ユタカ 福岡県
351 227 7時間02分03秒 住江 正大 スミエ マサヒロ 福岡県
352 88 7時間03分13秒 中越 岳 ナカゴエ タカシ 広島県
353 316 7時間03分26秒 藤井 裕幸 フジイ ヒロユキ 広島県
354 230 7時間03分48秒 永尾 哲也 ナガオ テツヤ 山口県
355 467 7時間04分02秒 富澤 善和 トミザワ ヨシカズ 福岡県
356 192 7時間07分25秒 竹内 和紀 タケウチ カズノリ 福岡県
357 226 7時間09分32秒 橋本 学 ハシモト マナブ 山口県
358 352 7時間09分55秒 吉冨 健一 ヨシドミ ケンイチ 山口県
359 214 7時間10分00秒 地久里 斉之 チクリ ヒトシ 福岡県
360 441 7時間10分21秒 森弘 栄二 モリヒロ エイジ 山口県
361 163 7時間11分21秒 中村 一尚 ナカムラ カズヒサ 山口県
362 338 7時間11分31秒 森中 政幸 モリナカ マサユキ 大阪府
363 339 7時間11分31秒 粳田 盛 ウルチダ マモル 兵庫県
364 474 7時間11分38秒 菅原 秀之 スガワラ ヒエユキ 福岡県
365 216 7時間11分58秒 松崎 弘嗣 マツザキ ヒロツグ 福岡県
366 222 7時間12分43秒 亀井 滝士 カメイ リョウジ 山口県
367 132 7時間14分57秒 藤木 英雄 フジキ ヒデオ 山口県
368 285 7時間16分09秒 小川 幸太郎 オガワ コウタロウ 長崎県
369 333 7時間20分56秒 山田 真実 ヤマダ マコト 熊本県
370 340 7時間21分25秒 上原 征也 ウエハラ セイヤ 山口県
371 314 7時間21分31秒 田中 恒久 タナカ ツネヒサ 山口県
372 320 7時間21分39秒 三僮 孝一 ミドウ コウイチ 山口県
373 118 7時間22分08秒 中村 剛 ナカムラ ツヨシ 山口県
374 183 7時間23分13秒 古林 利章 コバヤシ トシアキ 山口県
375 28 7時間23分35秒 世古 大樹 セコ ダイキ 奈良県
376 34 7時間23分43秒 黒沼 慎太郎 クロヌマ シンタロウ 山口県
377 130 7時間23分47秒 利田 倫昭 トシダ ミチアキ 山口県
378 12 7時間24分00秒 吉岡 大地 ヨシオカ ダイチ 鹿児島県
379 389 7時間24分23秒 水谷 竜二 ミズタニ リュウジ 広島県
380 439 7時間26分05秒 吉岡 守 ヨシオカ マモル 山口県
381 170 7時間26分21秒 山崎 博史 ヤマサキ ヒロシ 香川県
382 434 7時間26分29秒 國貞 龍弘 クニサダ タツヒロ 山口県
383 301 7時間29分12秒 高橋 晃司 タカハシ コウジ 広島県
384 164 7時間33分41秒 犬丸 展由紀 イヌマル ノブユキ 福岡県
385 337 7時間34分11秒 畑野 浩 ハタノ ヒロシ 山口県
386 83 7時間34分53秒 村田 洋樹 ムラタ ヒロキ 福岡県
387 406 7時間34分54秒 飯田 豊 イイダ ユタカ 福岡県
388 185 7時間39分41秒 古川 淳 フルカワ アツシ 山口県
389 425 7時間40分36秒 天尾 裕作 アマオ ユウサク 福岡県
390 268 7時間41分36秒 道山 英郎 ミチヤマ ヒデオ 大阪府



391 350 7時間42分11秒 今泉 正虎 イマイズミ マサトラ 福岡県
392 420 7時間44分17秒 福岡 洋一 フクオカ ヨウイチ 広島県
393 315 7時間45分09秒 宮川 健治 ミヤカワ ケンジ 兵庫県
394 65 7時間53分38秒 重石 貴寿 シゲイシ タカトシ 福岡県
395 462 7時間53分38秒 澄川 智彦 スミカワ トモヒコ 山口県
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