
ロングコース 男子

順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 2294 3時間06分25秒 鶴田 眞大 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 長崎県

2 2546 3時間07分05秒 Torgeir Noerbech - Norway

3 2435 3時間19分18秒 石田 紘樹 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 長崎県

4 2355 3時間20分25秒 前田 渉 ﾏｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 福岡県

5 2547 3時間23分35秒 Zigor Iturrieta - -

6 2362 3時間23分46秒 永井 良一 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｲﾁ 福岡県

7 2224 3時間24分06秒 小田 健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 山口県

8 2131 3時間24分55秒 大場 和久 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県

9 2243 3時間26分09秒 駒井 令 ｺﾏｲ ﾂｶｻ 福岡県

10 2295 3時間31分53秒 小郷 和希 ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 岡山県

11 2059 3時間42分43秒 蔵本 康宏 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 鳥取県

12 2408 3時間44分18秒 坂井 拓 ｻｶｲ ﾀｸ 福岡県

13 2407 3時間46分55秒 筒井 侑哉 ﾂﾂｲ ﾕｳﾔ 福岡県

14 2356 3時間48分01秒 住吉 拓也 ｽﾐﾖｼ ﾀｸﾔ 島根県

15 2375 3時間51分16秒 木村 正造 ｷﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 広島県

16 2103 3時間54分07秒 松本 洋 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 山口県

17 2302 3時間56分22秒 小俵 典之 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾉﾘﾕｷ 福岡県

18 2179 3時間58分12秒 前田 佑史 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 福岡県

19 2432 3時間59分15秒 松本 泰幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 兵庫県

20 2393 3時間59分32秒 服部 秀弘 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾋﾛ 福岡県

21 2530 4時間02分13秒 今井 一成 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾅﾘ 長崎県

22 2054 4時間05分39秒 大宮 章弘 ｵｵﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 広島県

23 2518 4時間08分41秒 中野 耕嗣 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 山口県

24 2462 4時間09分01秒 長谷川 和秀 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 鳥取県

25 2194 4時間10分29秒 河﨑 拓馬 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾏ 山口県

26 2023 4時間11分37秒 高藤 裕一 ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳｲﾁ 山口県

27 2095 4時間11分44秒 神崎 英夫 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 福岡県

28 2341 4時間12分32秒 川畑 浩大 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ 東京都

29 2167 4時間12分50秒 中村 卓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 福岡県

30 2405 4時間13分19秒 古庄 泰三 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｲｿﾞｳ 福岡県

31 2527 4時間13分43秒 上田 祐司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 山口県

32 2083 4時間13分59秒 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 広島県

33 2166 4時間14分31秒 西川 正文 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 島根県

34 2335 4時間16分14秒 原 祥司 ﾊﾗ ﾔｽｼ 岡山県

35 2336 4時間16分19秒 原口 一史 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾌﾐ 長崎県

36 2421 4時間17分04秒 松重 惠一郎 ﾏﾂｼｹﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 山口県

37 2318 4時間17分49秒 小谷 順 ｺﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 島根県

38 2009 4時間18分57秒 大貝 保志 ｵｵｶﾞｲ ﾔｽｼ 福岡県

39 2191 4時間19分05秒 木谷 治 ｷﾀﾆ ｵｻﾑ 愛媛県

40 2456 4時間19分35秒 開田 一徳 ﾋﾗｷﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 広島県

41 2091 4時間19分39秒 田村 一明 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 愛媛県

42 2114 4時間19分55秒 平岡 可英 ﾋﾗｵｶ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島県



43 2338 4時間20分29秒 下平 悠貴 ｼﾓﾋﾗ ﾕｳｷ 福岡県

44 2136 4時間21分32秒 濱田 将史 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県

45 2079 4時間21分45秒 田口 雅史 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 福岡県

46 2141 4時間22分04秒 瀧浦 光樹 ﾀｷｳﾗ ﾃﾙｷ 岡山県

47 2222 4時間23分56秒 佐々木 雄一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県

48 2248 4時間24分28秒 須崎 康成 ｽｻﾞｷ ﾔｽﾅﾘ 広島県

49 2431 4時間24分37秒 鈴木 邦章 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 岡山県

50 2284 4時間25分01秒 東 駿 ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝ 山口県

51 2196 4時間25分38秒 重田 幸一 ｼｹﾞﾀ ｺｳｲﾁ 山口県

52 2523 4時間25分50秒 千葉 久寛 ﾁﾊﾞ ﾋｻﾉﾘ 福岡県

53 2105 4時間27分42秒 柴田 修司 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 福岡県

54 2112 4時間27分57秒 北島 怜 ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 福岡県

55 2126 4時間28分20秒 松岡 英彦 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 福岡県

56 2382 4時間28分52秒 西村 勲 ﾆｼﾑﾗ ｲｻｵ 福岡県

57 2348 4時間28分57秒 三島 博史 ﾐｼﾏ ﾋﾛｼ 島根県

58 2261 4時間29分39秒 笠原 弘朗 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 福岡県

59 2384 4時間29分42秒 錦戸 武道 ﾆｼｷﾄﾞ ﾀｹﾐﾁ 福岡県

60 2177 4時間31分17秒 板井 爽平 ｲﾀｲ ｿｳﾍｲ 山口県

61 2347 4時間31分31秒 日浦 泰博 ﾋｳﾗ ﾔｽﾋﾛ 山口県

62 2057 4時間32分30秒 河村 一文 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 山口県

63 2420 4時間32分50秒 塔野 功一郎 ﾄｳﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 山口県

64 2349 4時間33分32秒 戸成 正憲 ﾄﾅﾘ ﾏｻﾉﾘ 福岡県

65 2360 4時間33分39秒 川端 昭紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾉﾘ 岡山県

66 2204 4時間34分08秒 近江 貴裕 ｵｵﾐ ﾀｶﾋﾛ 島根県

67 2326 4時間34分13秒 脇山 克己 ﾜｷﾔﾏ ｶﾂﾐ 福岡県

68 2020 4時間34分30秒 弘中 秀明 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 山口県

69 2044 4時間34分46秒 美藤 陽一 ﾐﾄｳ ﾖｳｲﾁ 広島県

70 2135 4時間35分54秒 中矢 繁雄 ﾅｶﾔ ｼｹﾞｵ 香川県

71 2001 4時間36分24秒 神野 洋一 ｶﾐﾉ ﾖｳｲﾁ 福岡県

72 2532 4時間37分24秒 岩佐 敏 ｲﾜｻ ｻﾄｼ 福岡県

73 2543 4時間39分13秒 小野田 雅彦 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 山口県

74 2190 4時間39分29秒 下畦 博史 ｼﾀｳﾈ ﾋﾛｼ 広島県

75 2361 4時間39分31秒 足立 誠一 ｱﾀﾞﾁ ｾｲｲﾁ 広島県

76 2024 4時間41分50秒 篠崎 清暁 ｼﾉｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 佐賀県

77 2155 4時間42分15秒 叶 大輔 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

78 2069 4時間43分21秒 古川 泰生 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ 広島県

79 2217 4時間44分30秒 髙田 浩一 ﾀｶﾀ ｺｳｲﾁ 山口県

80 2315 4時間45分28秒 太田 壮洋 ｵｵﾀ ﾀｹﾋﾛ 山口県

81 2049 4時間45分33秒 前田 真一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県

82 2026 4時間45分33秒 岩崎 正明 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 福岡県

83 2067 4時間46分40秒 堀 友紀 ﾎﾘ ﾄﾓｷ 広島県

84 2457 4時間47分00秒 畝本 賢二 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 広島県

85 2242 4時間47分12秒 尾山 靖治 ｵﾉﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ 福岡県

86 2175 4時間48分00秒 永富 幹盛 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾐｷﾓﾘ 福岡県



87 2139 4時間48分13秒 相原 寛 ｱｲﾊﾗ ﾋﾛｼ 広島県

88 2453 4時間49分01秒 中村 雅徳 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 山口県

89 2047 4時間49分22秒 上村 篤弘 ｳｴﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ 福岡県

90 2004 4時間50分19秒 松岡 憲知 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｶｽﾞ 茨城県

91 2262 4時間50分24秒 竹ノ内 克彦 ﾀｹﾉｳﾁ ｶﾂﾋｺ 大阪府

92 2290 4時間50分27秒 中園 真一郎 ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

93 2352 4時間50分29秒 井上 哲成 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾅﾘ 山口県

94 2074 4時間50分35秒 小池 良夫 ｺｲｹ ﾖｼｵ 愛知県

95 2018 4時間50分59秒 渡辺 成祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾛ 福岡県

96 2203 4時間51分08秒 高畠 実 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾐﾉﾙ 岡山県

97 2144 4時間51分21秒 冨田 慎一郎 ﾄﾐﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

98 2035 4時間52分00秒 松尾 弘敏 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾄｼ 長崎県

99 2380 4時間52分31秒 藤原 大道 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾄﾞｳ 岡山県

100 2159 4時間52分52秒 網江 慶造 ｱﾐｴ ｹｲｿﾞｳ 愛媛県

101 2373 4時間52分57秒 田口 雄也 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 福岡県

102 2433 4時間52分58秒 原 康介 ﾊﾗ ｺｳｽｹ 島根県

103 2169 4時間53分14秒 徳田 陽一 ﾄｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 山口県

104 2063 4時間53分15秒 野田 幹夫 ﾉﾀﾞ ﾐｷｵ 福岡県

105 2283 4時間53分17秒 片山 宇一郎 ｶﾀﾔﾏ ｳｲﾁﾛｳ 福岡県

106 2490 4時間53分31秒 林田 開 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 大阪府

107 2452 4時間53分31秒 吉谷 一哉 ﾖｼﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 広島県

108 2474 4時間53分36秒 西崎 ひろよし ﾆｼｻﾞｷ ﾋﾛﾖｼ 岡山県

109 2463 4時間55分16秒 秋吉 彩生 ｱｷﾖｼ ｱﾔｵ 山口県

110 2441 4時間55分34秒 田中 康裕 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 山口県

111 2448 4時間56分37秒 中谷 建志 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 山口県

112 2229 4時間56分44秒 山上 浩二 ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 福岡県

113 2265 4時間57分38秒 興津 亮太 ｵｷﾂ ﾘｮｳﾀ 福岡県

114 2230 4時間58分35秒 織田 幸一 ｵﾀﾞ ｺｳｲﾁ 福岡県

115 2385 4時間58分49秒 境田 公嗣 ｻｶｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 山口県

116 2090 4時間59分04秒 岡崎 佳弘 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 山口県

117 2376 4時間59分43秒 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

118 2082 4時間59分48秒 梶山 博久 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ 福岡県

119 2101 4時間59分57秒 高山 龍一 ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 山口県

120 2478 5時間00分23秒 組橋 充 ｸﾐﾊｼ ﾐﾂﾙ 香川県

121 2436 5時間00分27秒 吉武 鑑泰 ﾖｼﾀｹ ｱｷﾋﾛ 福岡県

122 2525 5時間00分38秒 吉田 翔也 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ 埼玉県

123 2514 5時間00分38秒 小林 睦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 東京都

124 2488 5時間00分40秒 安井 稔 ﾔｽｲ ﾐﾉﾙ 岡山県

125 2406 5時間01分41秒 神崎 良季 ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｷ 福岡県

126 2143 5時間01分49秒 堀 真弥 ﾎﾘ ﾏｻﾔ 山口県

127 2021 5時間02分47秒 牧島 圭太 ﾏｷｼﾏ ｹｲﾀ 長崎県

128 2388 5時間02分56秒 土田 淳司 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山口県

129 2076 5時間03分40秒 渡辺 賢治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 山口県

130 2351 5時間03分59秒 田守 悠人 ﾀﾓﾘ ﾕｳﾄ 広島県



131 2510 5時間04分21秒 久城 直樹 ｸｼﾛ ﾅｵｷ 岡山県

132 2031 5時間05分06秒 成富 豊 ﾅﾙﾄﾐ ﾕﾀｶ 千葉県

133 2200 5時間06分32秒 帆秋 圭司 ﾎｱｷ ｹｲｼﾞ 佐賀県

134 2299 5時間06分44秒 山本 晃一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 佐賀県

135 2176 5時間08分24秒 今村 嘉雄 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼｵ 福岡県

136 2465 5時間08分29秒 増田 貴幸 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 香川県

137 2028 5時間08分34秒 山口 卓良 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 京都府

138 2014 5時間09分23秒 伊勢岡 和宏 ｲｾｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

139 2104 5時間09分49秒 中家 哲啓 ﾅｶｲｴ ﾃﾂﾋﾛ 広島県

140 2075 5時間09分59秒 折野 克己 ｵﾘﾉ ｶﾂｷ 大分県

141 2427 5時間10分21秒 河村 和典 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 山口県

142 2011 5時間10分32秒 岡野 正和 ｵｶﾉ ﾏｻｶｽﾞ 大分県

143 2413 5時間10分47秒 竪野 勝 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ 広島県

144 2058 5時間11分01秒 大田 淳夫 ｵｵﾀ ｱﾂｵ 山口県

145 2158 5時間11分31秒 森 正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ 山口県

146 2475 5時間11分46秒 金井 大暁 ｶﾅｲ ﾋﾛｱｷ 山口県

147 2489 5時間11分52秒 戸成 弘 ﾄﾅﾘ ﾋﾛｼ 福岡県

148 2109 5時間11分58秒 古谷 晃嗣 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｼﾞ 和歌山県

149 2477 5時間13分00秒 橋本 英明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 香川県

150 2494 5時間13分00秒 岸 健太郎 ｷｼ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府

151 2310 5時間13分01秒 梅田 貴司 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 山口県

152 2086 5時間13分35秒 浦下 和久 ｳﾗｼﾀ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県

153 2434 5時間13分40秒 大皿 陽平 ｵｵｻﾗ ﾖｳﾍｲ 山口県

154 2491 5時間15分26秒 田中 貴 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 大分県

155 2065 5時間17分52秒 貞廣 建太 ｻﾀﾞﾋﾛ ｹﾝﾀ 広島県

156 2374 5時間18分13秒 品川 英嗣 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 山口県

157 2218 5時間19分10秒 堤 謙治 ﾂﾂﾐ ｹﾝｼﾞ 山口県

158 2390 5時間19分17秒 大峯 啓志 ｵｵﾐﾈ ｹｲｼ 福岡県

159 2339 5時間19分29秒 三宅 健正 ﾐﾔｹ ﾀｹﾏｻ 福岡県

160 2060 5時間19分39秒 小川 雅也 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 兵庫県

161 2138 5時間20分54秒 堀部 義憲 ﾎﾘﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 山口県

162 2110 5時間20分56秒 小野 秀夫 ｵﾉ ﾋﾃﾞｵ 福島県

163 2473 5時間20分59秒 天野 太郎 ｱﾏﾉ ﾀﾛｳ 福岡県

164 2368 5時間20分59秒 熊本 修一 ｸﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 福岡県

165 2051 5時間21分14秒 栗林 浩貴 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 山口県

166 2479 5時間21分17秒 福田 将弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 岡山県

167 2423 5時間21分25秒 中谷 広樹 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛｷ 熊本県

168 2221 5時間21分39秒 森 貴紀 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 山口県

169 2327 5時間21分50秒 藤本 純平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山口県

170 2508 5時間22分03秒 江口 大介 ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 広島県

171 2116 5時間22分23秒 西岡 孝 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ 山口県

172 2484 5時間22分34秒 古谷 公一 ﾌﾙﾔ ｺｳｲﾁ 山口県

173 2108 5時間22分35秒 荒木 厚博 ｱﾗｷ ｱﾂﾋﾛ 山口県

174 2276 5時間22分47秒 早田 俊介 ｿｳﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 福岡県



175 2333 5時間22分48秒 西岡 尚威 ﾆｼｵｶ ﾅｵﾀｹ 福岡県

176 2501 5時間23分45秒 大川 祐也 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ 福岡県

177 2256 5時間23分57秒 伊藤 匡 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 山口県

178 2496 5時間25分31秒 三嶋 秀樹 ﾐｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

179 2331 5時間25分46秒 瀬戸中 宏明 ｾﾄﾅｶ ﾋﾛｱｷ 山口県

180 2314 5時間25分53秒 木村 幹男 ｷﾑﾗ ﾐｷｵ 福岡県

181 2531 5時間25分57秒 山崎 進太郎 ﾔﾏｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 島根県

182 2245 5時間26分06秒 山中 慎太郎 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県

183 2395 5時間26分11秒 児玉 昌人 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄ 広島県

184 2345 5時間26分13秒 石原 賢二 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県

185 2495 5時間26分43秒 辻野 広朗 ﾂｼﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 山口県

186 2246 5時間26分54秒 佐々木 拓郎 ｻｻｷ ﾀｸﾛｳ 福岡県

187 2150 5時間27分13秒 岩本 真幸 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 佐賀県

188 2040 5時間27分20秒 下田 智一 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

189 2124 5時間27分34秒 橋本 晋矢 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 大阪府

190 2128 5時間29分00秒 恵美 祥一郎 ｴﾐ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 広島県

191 2005 5時間29分25秒 長岡 武史 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｹｼ 福岡県

192 2100 5時間30分20秒 田中 康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 広島県

193 2365 5時間30分24秒 中村 充智 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 山口県

194 2087 5時間30分30秒 安立 義明 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼｱｷ 福岡県

195 2340 5時間30分44秒 村上 智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ 福岡県

196 2538 5時間30分51秒 河邉 林太郎 ｶﾜﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 福岡県

197 2298 5時間30分52秒 上田 治徳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾉﾘ 広島県

198 2439 5時間31分08秒 寺田 元 ﾃﾗﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 長崎県

199 2092 5時間31分13秒 小石原 隆史 ｺｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 福岡県

200 2163 5時間33分16秒 上西 太誠 ｳｴﾆｼ ﾀｲｾｲ 愛媛県

201 2211 5時間33分34秒 小山 陽一 ｺﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 大分県

202 2123 5時間35分17秒 河野 泰大 ｺｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県

203 2483 5時間35分42秒 藤井 裕幸 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 広島県

204 2113 5時間35分46秒 堀池 誠 ﾎﾘｲｹ ﾏｺﾄ 山口県

205 2291 5時間36分05秒 田邊 正敏 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 福岡県

206 2145 5時間36分18秒 徳永 啓 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲ 山口県

207 2152 5時間36分23秒 湯浅 隆 ﾕｱｻ ﾀｶｼ 山口県

208 2147 5時間36分38秒 黒川 哲平 ｸﾛｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 山口県

209 2507 5時間38分19秒 北川 智大 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

210 2052 5時間38分30秒 真木 健司 ﾏｷ ｹﾝｼﾞ 愛媛県

211 2528 5時間38分47秒 野田 雅人 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 大分県

212 2303 5時間39分05秒 植松 正樹 ｳｴﾏﾂ ﾏｻｷ 福岡県

213 2187 5時間40分22秒 徳留 卓 ﾄｸﾄﾞﾒ ｽｸﾞﾙ 福岡県

214 2003 5時間41分12秒 葛西 英司 ｶｻｲ ｴｲｼﾞ 広島県

215 2289 5時間41分25秒 田熊 弘幸 ﾀｸﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 山口県

216 2493 5時間41分34秒 近藤 東峰 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾀｶ 広島県

217 2072 5時間41分46秒 山中 建志 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ 広島県

218 2148 5時間42分27秒 出穂 耕嗣 ｲｽﾞﾎ ｺｳｼﾞ 山口県



219 2392 5時間42分59秒 野間 節 ﾉﾏ ﾀｶｼ 神奈川県

220 2519 5時間43分43秒 亀鷹 孝行 ｶﾒﾀｶ ﾀｶﾕｷ 岡山県

221 2287 5時間43分46秒 河口 裕行 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 福岡県

222 2037 5時間43分50秒 平田 昭徳 ﾋﾗﾀ ｱｷﾉﾘ 福岡県

223 2165 5時間44分01秒 中屋 隆司 ﾅｶﾔ ﾘｭｳｼﾞ 福岡県

224 2425 5時間44分09秒 松下 大輔 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 広島県

225 2206 5時間44分24秒 松浦 泰法 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾉﾘ 広島県

226 2438 5時間44分28秒 有吉 勇人 ｱﾘﾖｼ ﾊﾔﾄ 福岡県

227 2149 5時間44分29秒 原田 勝信 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ 山口県

228 2022 5時間44分45秒 本田 康弘 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

229 2481 5時間44分49秒 中 成晃 ﾅｶ ﾏｻｱｷ 広島県

230 2354 5時間46分13秒 金丸 成人 ｶﾈﾏﾙ ﾅﾘﾄ 佐賀県

231 2180 5時間47分01秒 宮岸 正佳 ﾐﾔｷﾞｼ ﾏｻﾖｼ 兵庫県

232 2513 5時間48分18秒 桑原 亮 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱｷﾗ 広島県

233 2061 5時間48分26秒 河野 一郎 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 福岡県

234 2212 5時間48分45秒 井上 哲秀 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾋﾃﾞ 福岡県

235 2253 5時間48分53秒 永野 健太郎 ﾅｶﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 島根県

236 2085 5時間49分06秒 前田 久也 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻﾔ 大阪府

237 2440 5時間49分12秒 高木 淳平 ﾀｶｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長崎県

238 2249 5時間49分22秒 桃田 尚紀 ﾓﾓﾀ ﾅｵｷ 香川県

239 2544 5時間50分31秒 沖 崇史 ｵｷ ﾀｶｼ 東京都

240 2097 5時間50分39秒 古川 たくや ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾔ 愛媛県

241 2216 5時間51分08秒 平尾 尚也 ﾋﾗｵ ﾅｵﾔ 広島県

242 2504 5時間51分08秒 内藤 淳 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ 広島県

243 2344 5時間51分38秒 門司 聖 ﾓﾝｼﾞ ｷﾖｼ 福岡県

244 2118 5時間51分43秒 中園 恭史 ﾅｶｿﾞﾉ ﾔｽﾌﾐ 福岡県

245 2445 5時間52分04秒 大谷 悠汰 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾀ 山口県

246 2464 5時間52分09秒 小松 智文 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾌﾐ 山口県

247 2297 5時間52分12秒 矢野 康英 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 広島県

248 2019 5時間52分20秒 馬場 秀一 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳｲﾁ 福岡県

249 2363 5時間53分09秒 山縣 亮 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳ 福岡県

250 2476 5時間53分14秒 加嶋 佑高 ｶｼﾏ ﾕｳｽｹ 大分県

251 2353 5時間53分33秒 ながわ かずい ﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｲ 山口県

252 2270 5時間54分21秒 千々和 圭二 ﾁﾁﾞﾜ ｹｲｼﾞ 福岡県

253 2142 5時間54分25秒 荒川 卓郎 ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾛｳ 石川県

254 2130 5時間54分37秒 三好 伸明 ﾐﾖｼ ﾉﾌﾞｱｷ 福岡県

255 2520 5時間54分45秒 高橋 大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 福岡県

256 2154 5時間55分41秒 川崎 貴博 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 福岡県

257 2281 5時間55分52秒 田中 義大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 山口県

258 2511 5時間56分02秒 常冨 博之 ﾂﾈﾄﾐ ﾋﾛﾕｷ 山口県

259 2257 5時間56分11秒 大西 則男 ｵｵﾆｼ ﾉﾘｵ 鳥取県

260 2093 5時間56分27秒 本園 裕資 ﾓﾄｿﾞﾉ ﾕｳｽｹ 福岡県

261 2258 5時間57分31秒 清原 宏一 ｷﾖﾊﾗ ｺｳｲﾁ 佐賀県

262 2127 5時間57分40秒 多田 雅人 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島県



263 2036 5時間57分58秒 百瀬 元 ﾓﾓｾ ﾊｼﾞﾒ 福岡県

264 2378 5時間58分12秒 石川 謙二 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 山口県

265 2328 5時間59分00秒 末森 良明 ｽｴﾓﾘ ﾖｼｱｷ 山口県

266 2317 6時間00分17秒 後藤 篤史 ｺﾞﾄｳ ｱﾂﾌﾐ 福岡県

267 2231 6時間00分42秒 羽柴 聖華 ﾊｼﾊﾞ ｾｲｶ 福岡県

268 2050 6時間00分46秒 定行 寿一 ｻﾀﾞﾕｷ ｼﾞｭｲﾁ 大分県

269 2534 6時間00分59秒 光谷 丈太 ﾐﾂﾔ ｼﾞｮｳﾀ 山口県

270 2012 6時間01分19秒 山田 雄一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 岡山県

271 2505 6時間01分27秒 新家 啓史 ｼﾝﾔ ﾋﾛﾌﾐ 広島県

272 2029 6時間02分27秒 志田 直人 ｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 東京都

273 2140 6時間03分22秒 岩館 寛大 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾋﾛﾓﾄ 山口県

274 2162 6時間03分43秒 斉藤 正太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 大阪府

275 2324 6時間03分46秒 縄田 教則 ﾅﾜﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 山口県

276 2173 6時間05分25秒 佐々木 大吾 ｻｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 福岡県

277 2313 6時間05分38秒 後藤 知輝 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾃﾙ 広島県

278 2157 6時間06分08秒 福山 龍治 ﾌｸﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 山口県

279 2237 6時間06分17秒 糸原 進 ｲﾄﾊﾗ ｽｽﾑ 島根県

280 2273 6時間06分50秒 薗田 徹弥 ｿﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ 福岡県

281 2240 6時間06分53秒 高野 圭太 ﾀｶﾉ ｹｲﾀ 福岡県

282 2415 6時間07分18秒 坂井 孝 ｻｶｲ ﾀｶｼ 福岡県

283 2312 6時間07分31秒 平野 智久 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ 広島県

284 2263 6時間07分34秒 須原 崇明 ｽﾊﾗ ﾀｶｱｷ 鹿児島県

285 2343 6時間07分56秒 藤原 忠 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 広島県

286 2485 6時間08分04秒 佐伯 征太朗 ｻｴｷ ｾｲﾀﾛｳ 福岡県

287 2121 6時間08分13秒 都築 利道 ﾂﾂﾞｷ ﾄｼﾐﾁ 山口県

288 2383 6時間08分17秒 佐藤 啓介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 山口県

289 2539 6時間09分13秒 橋本 幸太郎 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県

290 2450 6時間09分22秒 緒方 剛 ｵｶﾞﾀ ﾂﾖｼ 福岡県

291 2117 6時間10分08秒 藤井 聖 ﾌｼﾞｲ ｷﾖｼ 山口県

292 2209 6時間10分44秒 平岡 龍一郎 ﾋﾗｵｶ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 山口県

293 2225 6時間11分04秒 日野 健一 ﾋﾉ ｹﾝｲﾁ 広島県

294 2122 6時間11分36秒 伊東 幸平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 香川県

295 2099 6時間11分56秒 岡崎 辰雄 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂｵ 山口県

296 2442 6時間12分00秒 山下 勝大 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋﾛ 山口県

297 2034 6時間12分11秒 塚田 正美 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 大分県

298 2499 6時間12分19秒 山本 和弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府

299 2288 6時間13分09秒 白源 清貴 ｼﾗﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 山口県

300 2337 6時間13分34秒 桂 卓司 ｶﾂﾗ ﾀｸｼﾞ 愛媛県

301 2189 6時間13分50秒 田村 一義 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 福岡県

302 2308 6時間14分03秒 石井 洋一郎 ｲｼｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都

303 2032 6時間14分29秒 三僮 孝一 ﾐﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 山口県

304 2342 6時間15分43秒 光井 章英 ﾐﾂｲ ｱｷﾋﾃﾞ 福岡県

305 2078 6時間15分53秒 甲斐 誠二 ｶｲ ｾｲｼﾞ 岡山県

306 2498 6時間15分55秒 杉村 一成 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 山口県



307 2236 6時間16分29秒 池内 道広 ｲｹｳﾁ ﾐﾁﾋﾛ 福岡県

308 2228 6時間16分35秒 鶴田 博敏 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾄｼ 福岡県

309 2322 6時間16分49秒 本田 靖臣 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾄﾐ 広島県

310 2482 6時間16分49秒 北野 裕己 ｷﾀﾉ ﾕｳｷ 広島県

311 2321 6時間17分10秒 永松 義信 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 福岡県

312 2178 6時間17分48秒 後藤 正和 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県

313 2266 6時間19分42秒 金丸 鉄太郎 ｶﾅﾏﾙ ﾃﾂﾀﾛｳ 福岡県

314 2372 6時間20分24秒 千々木 隆造 ﾁﾁﾞｷ ﾘｭｳｿﾞｳ 岡山県

315 2414 6時間21分39秒 余村 健一 ﾖﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 島根県

316 2055 6時間21分41秒 松尾 正治 ﾏﾂｵ ﾏｻﾊﾙ 長崎県

317 2255 6時間22分15秒 青木 伸也 ｱｵｷ ｼﾝﾔ 広島県

318 2280 6時間22分15秒 青盛 聡 ｱｵﾓﾘ ｻﾄｼ 岡山県

319 2006 6時間22分43秒 松岡 義史 ﾏﾂｵｶ ﾖｼﾌﾐ 香川県

320 2272 6時間22分54秒 緒方 右伸 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 福岡県

321 2107 6時間22分58秒 森政 泰行 ﾓﾘﾏｻ ﾔｽﾕｷ 福岡県

322 2416 6時間23分10秒 中原 靖明 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 広島県

323 2160 6時間23分20秒 越智 大輔 ｵﾁ ﾀﾞｲｽｹ 愛媛県

324 2316 6時間23分28秒 井上 望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾑ 広島県

325 2267 6時間24分03秒 辻 直一 ﾂｼﾞ ﾅｵｶｽﾞ 広島県

326 2137 6時間24分38秒 志字 孝之 ｼｼﾞ ﾀｶﾕｷ 山口県

327 2120 6時間24分38秒 渡辺 哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 山口県

328 2379 6時間24分48秒 山根 恭介 ﾔﾏﾈ ｷｮｳｽｹ 島根県

329 2540 6時間24分58秒 鳥山 博之 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 広島県

330 2033 6時間26分05秒 山本 達人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾄ 山口県

331 2497 6時間26分13秒 松村 直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 広島県

332 2404 6時間26分27秒 西山 登志也 ﾆｼﾔﾏ ﾄｼﾔ 山口県

333 2282 6時間26分39秒 杉谷 健 ｽｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 熊本県

334 2192 6時間26分58秒 安永 幸太郎 ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県

335 2292 6時間27分52秒 山崎 博樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 福岡県

336 2277 6時間28分23秒 石村 竜也 ｲｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 山口県

337 2429 6時間28分39秒 野田 憲弘 ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 広島県

338 2461 6時間30分55秒 木原 均 ｷﾊﾗ ﾋﾄｼ 山口県

339 2016 6時間31分02秒 西川 達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 三重県

340 2412 6時間33分09秒 門田 清龍 ｶﾄﾞﾀ ｾｲﾘｭｳ 高知県

341 2471 6時間34分12秒 高橋 晃司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 広島県

342 2252 6時間34分29秒 大西 芳樹 ｵｵﾆｼ ﾖｼｷ 広島県

343 2391 6時間34分46秒 窪田 泰彦 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 長崎県

344 2226 6時間35分14秒 有田 英文 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾌﾐ 山口県

345 2521 6時間35分36秒 楢橋 信一 ﾅﾗﾊｼ ｼﾝｲﾁ 福岡県

346 2043 6時間36分22秒 上原 哲之 ｳｴﾊﾗ ﾃﾂﾕｷ 長崎県

347 2186 6時間37分29秒 一戸 康弘 ｲﾁﾉﾍ ﾔｽﾋﾛ 福岡県

348 2164 6時間37分44秒 宮崎 敬久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾋｻ 兵庫県

349 2502 6時間39分31秒 中平 尚男 ﾅｶﾋﾗ ﾋｻｵ 山口県

350 2207 6時間39分34秒 藤井 英寿 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 山口県



351 2213 6時間39分34秒 崎須賀 統 ｻｷｽｶ ﾊｼﾞﾒ 山口県

352 2185 6時間40分23秒 當 真吾 ｱﾀﾘ ｼﾝｺﾞ 福岡県

353 2219 6時間40分29秒 兼石 篤志 ｶﾈｲｼ ｱﾂｼ 山口県

354 2146 6時間40分41秒 徳永 龍 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｵﾙ 山口県

355 2304 6時間40分47秒 留置 博文 ﾄﾒｵｷ ﾋﾛﾌﾐ 鹿児島県

356 2195 6時間41分36秒 津田 雅彦 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 山口県

357 2041 6時間45分01秒 岡田 幸司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 福岡県

358 2403 6時間45分45秒 宮ヶ﨑 知己 ﾐﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 福岡県

359 2174 6時間46分07秒 伊藤 源一郎 ｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 福岡県

360 2454 6時間46分14秒 赤田 龍一 ｱｶﾀ ﾘｭｳｲﾁ 長崎県

361 2359 6時間46分27秒 高原 陽一郎 ﾀｶﾊﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 岡山県

362 2232 6時間47分28秒 飯田 豊 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 福岡県

363 2399 6時間47分32秒 藤井 陽一 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｲﾁ 鳥取県

364 2419 6時間48分03秒 津田 聡史 ﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 島根県

365 2522 6時間48分35秒 猿渡 基樹 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾓﾄｷ 佐賀県

366 2172 6時間48分45秒 小田 浩 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 山口県

367 2515 6時間48分49秒 松岡 賢吾 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｺﾞ 広島県

368 2188 6時間49分44秒 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 広島県

369 2535 6時間49分54秒 田中 恒久 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋｻ 山口県

370 2094 6時間50分33秒 内田 昌平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口県

371 2410 6時間50分52秒 河本 大輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 愛媛県

372 2516 6時間51分00秒 松浦 孝治 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾊﾙ 広島県

373 2470 6時間51分12秒 廣瀬 雅和 ﾋﾛｾ ﾏｻｶｽﾞ 島根県

374 2234 6時間51分18秒 松崎 弘嗣 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 福岡県

375 2371 6時間51分40秒 夏井 紀治 ﾅﾂｲ ﾄｼﾊﾙ 広島県

376 2533 6時間51分41秒 本田 隆生 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｵ 山口県

377 2115 6時間51分42秒 松村 吉泰 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 山口県

378 2296 6時間52分13秒 江上 雅美 ｴｶﾞﾐ ﾏｻﾐ 広島県

379 2214 6時間52分46秒 山田 真実 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 熊本県

380 2397 6時間53分03秒 吉川 敦 ｷｯｶﾜ ｱﾂｼ 島根県

381 2389 6時間53分12秒 藤木 英雄 ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 山口県

382 2398 6時間56分05秒 末延 直樹 ｽｴﾉﾌﾞ ﾅｵｷ 鳥取県

383 2443 6時間57分23秒 佐藤 尚之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ 広島県

384 2386 6時間58分27秒 森弘 栄二 ﾓﾘﾋﾛ ｴｲｼﾞ 山口県

385 2008 6時間58分41秒 難波 正二 ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 広島県

386 2070 7時間05分22秒 西本 幸夫 ﾆｼﾓﾄ ﾕｷｵ 山口県

387 2369 7時間05分39秒 六田 一博 ﾛｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

388 2197 7時間06分23秒 田村 律 ﾀﾑﾗ ﾘﾂ 広島県

389 2526 7時間07分56秒 木戸 亮太 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 山口県

390 2066 7時間09分19秒 國貞 龍弘 ｸﾆｻﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 山口県

391 2401 7時間11分36秒 地久里 斉之 ﾁｸﾘ ﾋﾄｼ 福岡県

392 2259 7時間11分49秒 橋本 学 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 山口県

393 2301 7時間12分23秒 木原 規雅 ｷﾊﾗ ﾉﾘﾏｻ 岡山県

394 2081 7時間12分30秒 中越 岳 ﾅｶｺﾞｴ ﾀｶｼ 広島県



395 2254 7時間13分18秒 保村 聖二 ﾎﾑﾗ ｾｲｼﾞ 島根県

396 2235 7時間14分58秒 富澤 善和 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 福岡県

397 2319 7時間24分23秒 赤木 卓二 ｱｶｷﾞ ﾀｸｼﾞ 広島県

398 2542 7時間24分24秒 沖田 健行 ｵｷﾀ ｹﾝｺｳ 広島県

399 2512 7時間25分17秒 木村 道郎 ｷﾑﾗ ﾐﾁﾛｳ 佐賀県

400 2370 7時間25分48秒 田中 誠也 ﾀﾅｶ ｾｲﾔ 山口県

401 2271 7時間28分32秒 吉岡 守 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 山口県

402 2350 7時間30分59秒 佐治 正規 ｻｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 山口県

403 2306 7時間34分41秒 吉冨 健一 ﾖｼﾄﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 山口県

404 2275 7時間43分40秒 村田 洋樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 福岡県

405 2460 7時間52分16秒 藤原 健典 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ 福岡県

406 2486 7時間52分18秒 重石 貴寿 ｼｹﾞｲｼ ﾀｶﾄｼ 福岡県


