
ショートコース 男子

順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 1032 1時間38分13秒 和田 善之 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 福岡県

2 1041 1時間38分25秒 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 福岡県

3 1137 1時間51分23秒 澄田 尚俊 ｽﾐﾀﾞ ﾅｵﾄｼ 山口県

4 1071 1時間55分28秒 河野 泰之 ｶﾜﾉ ﾔｽﾕｷ 山口県

5 1155 1時間57分09秒 藤井 敏行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 山口県

6 1082 1時間57分34秒 堅田 真一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県

7 1014 2時間00分31秒 秋吉 政和 ｱｷﾖｼ ﾏｻｶｽﾞ 山口県

8 1129 2時間06分07秒 図師田 崇 ｽﾞｼﾃﾞﾝ ﾀｶｼ 山口県

9 1030 2時間09分06秒 加藤 真一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 山口県

10 1131 2時間10分17秒 末光 健太郎 ｽｴﾐﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 山口県

11 1126 2時間10分25秒 村上 徹 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ 岡山県

12 1113 2時間11分02秒 鮫島 敏雄 ｻﾒｼﾞﾏ ﾄｼｵ 福岡県

13 1064 2時間11分39秒 坪井 武 ﾂﾎﾞｲ ﾀｹｼ 山口県

14 1054 2時間17分22秒 大井 聡史 ｵｵｲ ｻﾄｼ 山口県

15 1062 2時間17分57秒 清水 元気 ｼﾐｽﾞ ｹﾞﾝｷ 山口県

16 1130 2時間24分07秒 岡田 直也 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 山口県

17 1081 2時間24分24秒 下永 博巳 ｼﾓﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ 山口県

18 1158 2時間24分25秒 岡崎 忠司 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 山口県

19 1152 2時間24分25秒 田中 利彦 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 山口県

20 1034 2時間25分19秒 堀本 幹夫 ﾎﾘﾓﾄ ﾐｷｵ 福岡県

21 1027 2時間26分21秒 今村 隆太 ｲﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 福岡県

22 1077 2時間26分51秒 佐伯 通繁 ｻｴｷ ﾐﾁｼｹﾞ 山口県

23 1028 2時間29分12秒 深町 学 ﾌｶﾏﾁ ﾏﾅﾌﾞ 山口県

24 1160 2時間31分17秒 寺岡 一二三 ﾃﾗｵｶ ﾋﾌﾐ 山口県

25 1080 2時間32分25秒 永尾 哲也 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂﾔ 山口県

26 1132 2時間33分15秒 弘中 貴幸 ﾋﾛﾅｶ ﾀｶﾕｷ 山口県

27 1002 2時間34分20秒 的野 貴生 ﾏﾄﾉ ﾀｶｵ 福岡県

28 1124 2時間34分52秒 保美 秀彦 ﾎﾐ ﾋﾃﾞﾋｺ 山口県

29 1035 2時間36分05秒 市川 貴志 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 山口県

30 1058 2時間37分11秒 森田 芳秋 ﾓﾘﾀ ﾖｼｱｷ 長崎県

31 1009 2時間38分07秒 松田 尚徳 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 福岡県

32 1121 2時間38分34秒 永山 隆之 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 福岡県

33 1073 2時間39分02秒 田中 良治 ﾀﾅｶ ﾖｼﾊﾙ 山口県

34 1145 2時間39分38秒 高橋 正篤 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 山口県

35 1021 2時間39分43秒 赤尾 昌法 ｱｶｵ ﾏｻﾉﾘ 山口県

36 1078 2時間41分07秒 中村 清 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖｼ 山口県

37 1051 2時間41分32秒 清家 真次 ｾｲｹ ｼﾝｼﾞ 広島県

38 1056 2時間42分00秒 河村 正博 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 山口県

39 1117 2時間42分19秒 東 三晴 ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ 山口県

40 1017 2時間43分16秒 伊藤 靖哲 ｲﾄｳ ﾔｽｱｷ 山口県

41 1029 2時間43分34秒 石丸 義弘 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾋﾛ 山口県

42 1136 2時間43分39秒 綿谷 智史 ﾜﾀﾀﾆ ﾄﾓﾋﾄ 山口県



43 1004 2時間44分32秒 山本 昭則 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 山口県

44 1084 2時間45分06秒 中村 一尚 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 山口県

45 1047 2時間46分57秒 藤津 真一 ﾌｼﾞﾂ ｼﾝｲﾁ 山口県

46 1110 2時間47分10秒 石田 拓真 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 山口県

47 1055 2時間49分03秒 高山 雄二 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 山口県

48 1008 2時間49分48秒 用田 敏彦 ﾓﾁﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 山口県

49 1076 2時間51分30秒 魚住 恒三 ｳｵｽﾞﾐ ｺｳｿﾞｳ 山口県

50 1097 2時間52分16秒 倉谷 康之 ｸﾗﾀﾆ ﾔｽｼ 広島県

51 1143 2時間53分11秒 小野 哲史 ｵﾉ ﾃﾂｼ 岡山県

52 1059 2時間53分36秒 中澤 渉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 広島県

53 1123 2時間55分59秒 木室 賢司 ｷﾑﾛ ｹﾝｼﾞ 福岡県

54 1015 2時間56分14秒 岩村 隆明 ｲﾜﾑﾗ ﾀｶｱｷ 福岡県

55 1018 2時間58分10秒 井生 初 ｲｵ ﾊｼﾞﾒ 山口県

56 1052 2時間59分28秒 石津 要 ｲｼﾂﾞ ｶﾅﾒ 福岡県

57 1142 2時間59分31秒 上野 大輔 ｳｴﾉ ﾀﾞｲｽｹ 山口県

58 1083 2時間59分42秒 山岡 豪之 ﾔﾏｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 広島県

59 1072 2時間59分57秒 重冨 裕次郎 ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 福岡県

60 1114 3時間00分08秒 佐藤 勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 福岡県

61 1100 3時間01分08秒 田中 幸広 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 広島県

62 1044 3時間01分24秒 清水 正一郎 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 山口県

63 1090 3時間02分09秒 大駅 誠 ｵｵｴｷ ﾏｺﾄ 福岡県

64 1146 3時間04分03秒 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 山口県

65 1119 3時間04分55秒 岡村 洋 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 山口県

66 1108 3時間07分06秒 西 正彦 ﾆｼ ﾏｻﾋｺ 福岡県

67 1010 3時間07分18秒 村田 和行 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 山口県

68 1046 3時間08分00秒 木村 皓太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 山口県

69 1060 3時間08分46秒 岩井 良吏 ｲﾜｲ ﾘｮｳｼﾞ 山口県

70 1039 3時間09分57秒 常信 義之 ﾂﾈﾉﾌﾞ ﾖｼﾕｷ 山口県

71 1003 3時間10分01秒 木原 洋延 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広島県

72 1036 3時間10分24秒 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山口県

73 1141 3時間10分35秒 國廣 拓也 ｸﾆﾋﾛ ﾀｸﾔ 山口県

74 1111 3時間12分56秒 近藤 拓也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 福岡県

75 1019 3時間13分18秒 水口 昭弘 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 山口県

76 1138 3時間13分47秒 柳田 実 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾉﾙ 福岡県

77 1012 3時間15分10秒 宮武 禎 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾀﾞｼ 香川県

78 1016 3時間16分44秒 石川 義朗 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾛｳ 福岡県

79 1053 3時間16分50秒 新見 和教 ﾆｲﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 山口県

80 1006 3時間17分26秒 藤本 秀吉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖｼ 山口県

81 1144 3時間25分16秒 幡生 栄治 ﾊﾀﾌﾞ ｴｲｼﾞ 山口県

82 1001 3時間27分27秒 渡邉 信介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 福岡県

83 1104 3時間28分40秒 利田 倫昭 ﾄｼﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 山口県

84 1134 3時間29分27秒 村上 育也 ﾑﾗｶﾐ ｲｸﾔ 広島県

85 1107 3時間33分31秒 浜田 秀俊 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 広島県

86 1067 3時間34分33秒 金坂 行展 ｶﾈｻｶ ﾕｷﾉﾌﾞ 広島県



87 1140 3時間35分36秒 片山 隆衣 ｶﾀﾔﾏ ﾘｭｳｲ 福岡県

88 1065 3時間39分25秒 松田 賢治 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 山口県

89 1150 3時間53分27秒 小杉 尚昭 ｺｽｷﾞ ﾀｶｱｷ 福岡県

90 1063 3時間58分00秒 藤井 暢聡 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾄｼ 山口県


