
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

6時間40分06秒1 判田 誠太15 ハンダ セイタ 大分県

7時間28分13秒2 森田 良平17 モリタ リョウヘイ 大阪府

7時間54分46秒3 高藤 夕揮18 タカフジ ユウキ 大分県

8時間08分22秒4 高橋 暢孝67 タカハシ ノブタカ 福岡県

8時間22分22秒5 野口 大器14 ノグチ タイキ 長崎県

8時間25分19秒6 筒井 侑哉16 ツツイ ユウヤ 大阪府

8時間29分17秒7 藤原 健一36 フジハラ ケンイチ 島根県

8時間46分37秒8 高橋 剛介91 タカハシ ゴウスケ 兵庫県

9時間03分53秒9 川崎 進108 カワサキ ススム 広島県

9時間15分54秒10 鎌田 浩平55 カマタ コウヘイ 鹿児島県

9時間32分28秒11 藤岡 英嗣59 フジオカ ヒデツグ 長崎県

9時間43分04秒12 神近 大基10 カミチカ ダイキ 佐賀県

9時間46分26秒13 拝形 康平7 ハイカタ コウヘイ 福岡県

9時間49分07秒14 日浦 泰博131 ヒウラ ヤスヒロ 山口県

9時間55分34秒15 柴田 修司130 シバタ シュウジ 福岡県

10時間00分29秒16 川口 洋輔32 カワグチ ヨウスケ 山口県

10時間00分40秒17 吉岡 義法97 ヨシオカ ヨシノリ 山口県

10時間07分50秒18 西村 文尚56 ニシムラ フミタカ 広島県

10時間08分33秒19 篠 達夫103 シノ タツオ 長崎県

10時間09分03秒20 寺田 元74 テラダ ハジメ 長崎県

10時間11分29秒21 吉本 満11 ヨシモト ミツル 山口県

10時間14分07秒22 安部 修司129 アベ シュウジ 大分県

10時間17分28秒23 原口 一史57 ハラグチ カズフミ 長崎県

10時間25分15秒24 中谷 英史128 ナカタニ ヒデフミ 奈良県

10時間26分59秒25 米田 隆治107 ヨネダ リュウジ 長崎県

10時間32分40秒26 河村 和典127 カワムラ カズノリ 山口県

10時間32分46秒27 須藤 政志96 ストウ マサシ 神奈川県

10時間32分51秒28 久家 恵介22 クガ ケイスケ 福岡県

10時間32分51秒29 齋藤 賢一28 サイトウ ケンイチ 鳥取県

10時間37分49秒30 徳吉 諭52 トクヨシ サトル 山口県

10時間39分48秒31 阪本 英之41 サカモト ヒデユキ 広島県

10時間40分31秒32 佐藤 秀成92 サトウ ヒデナリ 大分県

10時間41分19秒33 松本 早富志133 マツモト サトシ 広島県

10時間41分49秒34 宮沢 英樹72 ミヤザワ ヒデキ 兵庫県

10時間43分58秒35 金子 昌史30 カネコ マサフミ 広島県

10時間44分24秒36 常冨 博之60 ツネトミ ヒロユキ 山口県

10時間48分30秒37 河村 一文132 カワムラ カズフミ 山口県

10時間49分31秒38 神崎 英夫42 カンザキ ヒデオ 福岡県

10時間51分37秒39 神田 能71 カンダ チカラ 大分県

10時間51分37秒40 矢野 輝幸110 ヤノ テルユキ 大分県

10時間51分58秒41 大砂 祐太13 オオスナ ユウタ 福岡県

10時間53分13秒42 平尾 尚也40 ヒラオ ナオヤ 広島県

10時間54分50秒43 金崎 桂介20 カネザキ ケイスケ 福岡県

11時間04分26秒44 金丸 宏之65 カネマル ヒロユキ 福岡県

11時間07分37秒45 藤田 友和58 フジタ トモカズ 岡山県

11時間09分47秒46 青野 広志3 アオノ ヒロシ 広島県

11時間11分19秒47 角 慎也21 スミ シンヤ 福岡県

11時間12分22秒48 徳島 康司38 トクシマ コウジ 佐賀県

11時間18分32秒49 西尾 泰紀98 ニシオ ヤスノリ 福岡県

11時間19分14秒50 本間 寛48 ホンマ ヒロシ 広島県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

11時間21分04秒51 久原 四郎35 クハラ シロウ 福岡県

11時間25分07秒52 森元 裕介84 モリモト ユウスケ 大分県

11時間32分33秒53 渡辺 智之101 ワタナベ トモユキ 福岡県

11時間33分06秒54 山村 行人19 ヤマムラ コウジン 福岡県

11時間42分01秒55 今村 悟志112 イマムラ サトシ 広島県

11時間54分20秒56 岩佐 敏86 イワサ サトシ 福岡県

12時間05分52秒57 沖 崇史94 オキ タカシ 鹿児島県

12時間06分47秒58 西 哲郎53 ニシ テツロウ 福岡県

12時間16分43秒59 川島 慎吾45 カワシマ シンゴ 大分県

12時間18分24秒60 松本 義文114 マツモト ヨシフミ 熊本県

12時間19分00秒61 中村 吉信81 ナカムラ ヨシノブ 兵庫県

12時間19分39秒62 福村 航102 フクムラ コウ 山口県

12時間20分16秒63 小屋敷 要78 コヤシキ カナメ 京都府

12時間20分31秒64 姫野 伸八23 ヒメノ シンヤ 大分県

12時間28分33秒65 山本 晃一郎87 ヤマモト コウイチロウ 佐賀県

12時間30分00秒66 須崎 康成100 スザキ ヤスナリ 広島県

12時間32分21秒67 緒方 剛79 オガタ ツヨシ 福岡県

12時間38分24秒68 松本 聡109 マツモト サトシ 山口県

12時間38分33秒69 杉森 陽平6 スギモリ ヨウヘイ 福岡県

12時間38分59秒70 雪竹 高弘49 ユキタケ タカヒロ 福岡県

12時間40分10秒71 重松 昭二115 シゲマツ ショウジ 愛媛県

12時間41分40秒72 中園 真一郎50 ナカゾノ シンイチロウ 福岡県

12時間41分40秒73 永田 治三37 ナガタ ハルミ 福岡県

12時間41分40秒74 渡邊 貴裕43 ワタナベ タカヒロ 鹿児島県

12時間44分11秒75 大蔵 克裕120 オオクラ カツヒロ 福岡県

13時間07分00秒76 中山 祐蔵39 ナカヤマ ユウゾウ 長崎県

13時間07分00秒77 間賀部 亨54 マカベ トオル 島根県

13時間08分33秒78 西川 雅彦117 ニシカワ マサヒコ 兵庫県

13時間09分14秒79 永田 俊一106 ナガタ シュンイチ 鹿児島県

13時間11分01秒80 大家 政明111 オオヤ マサアキ 広島県

13時間11分09秒81 吉森 史95 ヨシモリ マナブ 鹿児島県

13時間16分54秒82 田中 康二89 タナカ コウジ 福岡県

13時間27分46秒83 岩永 広貴105 イワナガ コウキ 長崎県

13時間38分48秒84 堤 健二33 ツツミ ケンジ 大阪府

13時間41分56秒85 鈴木 誠44 スズキ マコト 福岡県

13時間54分19秒86 堀川 秀司125 ホリカワ シュウジ 広島県

14時間00分37秒87 渡来 浩臣119 ワタライ ヒロオミ 長崎県

14時間07分48秒88 前田 誠47 マエダ マコト 福岡県

14時間09分27秒89 藤井 靖幸121 フジイ ヤスユキ 岡山県

14時間09分44秒90 水谷 智99 ミズタニ サトシ 鹿児島県

14時間12分27秒91 當 真吾68 アタリ シンゴ 福岡県

14時間12分34秒92 伊藤 源一郎82 イトウ ゲンイチロウ 福岡県

14時間18分42秒93 竹友 剛76 タケトモ ツヨシ 広島県

14時間29分21秒94 岡崎 辰雄126 オカザキ タツオ 山口県


