
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

3時間12分36秒1 冨高 一成220 トミタカ カズナリ 福岡県

3時間15分28秒2 安部 翼219 アベ ツバサ 大分県

3時間17分14秒3 塚元 雄大228 ツカモト ユウダイ 福岡県

3時間18分07秒4 薬師寺 裕人258 ヤクシジ ユウト 愛媛県

3時間20分55秒5 澄田 尚俊276 スミダ ナオトシ 山口県

3時間23分06秒6 原田 諒也204 ハラダ リョウヤ 山口県

3時間23分24秒7 和田 善之333 ワダ ヨシユキ 福岡県

3時間26分30秒8 石丸 治孝296 イシマル ハルタカ 兵庫県

3時間34分52秒9 大宅 良輔224 オオヤ リョウスケ 福岡県

3時間35分49秒10 下平 悠貴208 シモヒラ ユウキ 福岡県

3時間42分16秒11 畔蒜 圭吾201 アビル ケイゴ 福岡県

3時間43分37秒12 野澤 亘247 ノザワ ワタル 福岡県

3時間48分10秒13 大場 和久382 オオバ カズヒサ 福岡県

3時間48分15秒14 高見 健治222 タカミ ケンジ 兵庫県

3時間49分33秒15 舛渕 研吾257 マスブチ ケンゴ 福岡県

3時間52分13秒16 鶴丸 年一346 ツルマル トシカズ 山口県

3時間54分28秒17 塔野 功一郎349 トウノ コウイチロウ 山口県

3時間59分41秒18 礒村 壽志438 イソムラ ヒサシ 山口県

4時間01分47秒19 田方 勇二281 タガタ ユウジ 山口県

4時間03分14秒20 山本 強志442 ヤマモト ツヨシ 山口県

4時間03分19秒21 大木 豊324 オオキ ユタカ 山口県

4時間06分00秒22 長谷川 潤290 ハセガワ ジュン 福岡県

4時間09分29秒23 山崎 源太234 ヤマサキ ゲンタ 長崎県

4時間11分01秒24 石橋 誉臣282 イシバシ モトオミ 福岡県

4時間13分07秒25 品川 俊介268 シナガワ シュンスケ 福岡県

4時間13分27秒26 佐々木 雄一344 ササキ ユウイチ 山口県

4時間17分05秒27 森永 大介293 モリナガ ダイスケ 福岡県

4時間17分54秒28 佐藤 裕二398 サトウ ユウジ 山口県

4時間18分31秒29 在木 大介323 アリキ ダイスケ 山口県

4時間19分38秒30 仁田脇 健271 ニタワキ タケシ 宮崎県

4時間21分03秒31 図師田 崇285 ズシデン タカシ 山口県

4時間23分20秒32 境田 勝博277 サカイダ カツヒロ 山口県

4時間23分20秒33 宮崎 智志226 ミヤザキ サトシ 山口県

4時間24分57秒34 田口 雄也251 タグチ ユウヤ 福岡県

4時間25分46秒35 内田 与陽232 ウチダ トモハル 福岡県

4時間26分54秒36 菅原 正樹236 スガハラ マサキ 大分県

4時間28分27秒37 野正 辰紀424 ノマサ タツノリ 福岡県

4時間28分30秒38 北條 雄輔235 ホウジョウ ユウスケ 広島県

4時間29分17秒39 秦 祐太朗213 ハタ ユウタロウ 佐賀県

4時間31分07秒40 中村 好宏253 ナカムラ ヨシヒロ 福岡県

4時間31分14秒41 下川 大伍203 シモカワ ダイゴ 山口県

4時間31分54秒42 井口 心平239 イグチ シンペイ 京都府

4時間35分28秒43 鮫島 敏雄418 サメジマ トシオ 福岡県

4時間35分47秒44 森 一弘336 モリ カズヒロ 福岡県

4時間35分54秒45 末沢 和彦278 スエザワ カズヒコ 香川県

4時間36分20秒46 丸林 祐一274 マルバヤシ ユウイチ 福岡県

4時間36分30秒47 平岡 可英397 ヒラオカ ヨシヒデ 広島県

4時間38分01秒48 隈 誠一郎330 クマ セイイチロウ 熊本県

4時間38分07秒49 馬場 明彦436 ババ アキヒコ 長崎県

4時間41分36秒50 松村 和季231 マツムラ カズキ 熊本県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

4時間41分52秒51 前 公将288 マエ キミマサ 山口県

4時間41分59秒52 井上 怜緒奈212 イノウエ レオナ 兵庫県

4時間43分30秒53 小川 滋259 オガワ シゲル 東京都

4時間44分51秒54 上野 泰明245 ウエノ ヤスアキ 大分県

4時間45分48秒55 徳田 陽一384 トクダ ヨウイチ 山口県

4時間46分07秒56 岩木 学360 イワキ マナブ 山口県

4時間46分23秒57 香月 晃輔225 カツキ コウスケ 長崎県

4時間46分56秒58 坂井 敏浩381 サカイ トシヒロ 大阪府

4時間48分08秒59 生方 祐史郎223 ウブカタ ユウシロウ 山口県

4時間48分39秒60 木下 捷仁216 キノシタ カツヒト 福岡県

4時間48分43秒61 手島 寛275 テシマ ヒロシ 福岡県

4時間48分55秒62 森田 直樹377 モリタ ナオキ 三重県

4時間49分04秒63 三宅 伸完269 ミヤケ タダヒロ 福岡県

4時間49分31秒64 鈴木 勝己416 スズキ カツキ 福岡県

4時間51分03秒65 石川 和弘445 イシカワ カズヒロ 山口県

4時間52分07秒66 三井 正勝364 ミイ マサカツ 東京都

4時間52分52秒67 藤田 泰史255 フジタ タイシ 大阪府

4時間54分28秒68 西村 知宣425 ニシムラ トモノリ 広島県

4時間54分50秒69 江越 利夫456 エゴシ トシオ 福岡県

4時間54分57秒70 因幡 慎治348 イナバ シンジ 福岡県

4時間56分31秒71 大久保 勝夫457 オオクボ カツオ 広島県

4時間57分24秒72 福永 圭吾241 フクナガ ケイゴ 山口県

4時間58分03秒73 村上 友彦295 ムラカミ トモヒコ 山口県

4時間58分17秒74 宮本 章弘395 ミヤモト アキヒロ 岡山県

4時間58分29秒75 池内 道広329 イケウチ ミチヒロ 福岡県

5時間01分34秒76 藤井 孝昌322 フジイ タカマサ 山口県

5時間01分57秒77 早稲田 稔439 ワセダ ミノル 長崎県

5時間02分12秒78 岡見 彬221 オカミ アキラ 山口県

5時間02分46秒79 福永 悠210 フクナガ ユウ 福岡県

5時間03分43秒80 中嶋 保博355 ナカジマ ヤスヒロ 埼玉県

5時間04分10秒81 本間 晋218 ホンマ ススム 鳥取県

5時間04分15秒82 好岡 直樹367 ヨシオカ ナオキ 愛媛県

5時間04分41秒83 久篠 康範441 クシノ ヤスノリ 福岡県

5時間05分02秒84 前田 暢昭310 マエダ ノブアキ 山口県

5時間05分07秒85 長谷川 敦250 ハセガワ アツシ 福岡県

5時間07分15秒86 小野 正413 オノ タダシ 福岡県

5時間08分41秒87 松井 裕二243 マツイ ユウジ 福岡県

5時間11分48秒88 菅野 圭一423 カンノ ケイイチ 神奈川県

5時間12分14秒89 清水 貴幸263 シミズ タカユキ 福岡県

5時間12分34秒90 毛利 仁人345 モウリ ヨシト 高知県

5時間13分49秒91 木原 均273 キハラ ヒトシ 山口県

5時間14分14秒92 藤村 喜輝312 フジムラ ヨシキ 山口県

5時間15分45秒93 桒野 修一252 クワノ シュウイチ 福岡県

5時間15分58秒94 林 隆智303 ハヤシ タカトシ 福岡県

5時間17分11秒95 西川 正文366 ニシカワ マサフミ 島根県

5時間17分26秒96 山本 和博379 ヤマモト カズヒロ 長崎県

5時間17分42秒97 松村 良太郎300 マツムラ リョウタロウ 山口県

5時間18分11秒98 伊藤 敬一郎297 イトウ ケイイチロウ 福岡県

5時間18分14秒99 樋口 大輔352 ヒグチ ダイスケ 福岡県

5時間18分26秒100 黒川 哲平289 クロカワ テッペイ 山口県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

5時間18分27秒101 山本 啓人254 ヤマモト ヒロト 山口県

5時間18分27秒102 田中 浩之291 タナカ ヒロユキ 山口県

5時間18分27秒103 中村 和博229 ナカムラ カズヒロ 山口県

5時間19分15秒104 日野 健一372 ヒノ ケンイチ 大阪府

5時間21分25秒105 山崎 智仁264 ヤマサキ トモヒト 熊本県

5時間22分14秒106 山上 浩二363 ヤマガミ コウジ 福岡県

5時間22分49秒107 山崎 博樹428 ヤマサキ ヒロキ 福岡県

5時間22分57秒108 呉 秀明237 クレ ヒデアキ 山口県

5時間23分44秒109 林 陽一郎351 ハヤシ ヨウイチロウ 福岡県

5時間23分44秒110 西郷 孝430 サイゴウ タカシ 福岡県

5時間24分02秒111 町田 貢299 マチダ ミツグ 山口県

5時間24分09秒112 橋本 拓287 ハシモト タク 山口県

5時間25分15秒113 三宅 健正368 ミヤケ タケマサ 福岡県

5時間25分34秒114 賀門 武士314 カモン タケシ 山口県

5時間26分44秒115 平井 孝広305 ヒライ タカヒロ 広島県

5時間27分48秒116 菅 立人318 カン タツヒト 高知県

5時間28分02秒117 太田 勝徳449 オオタ カツノリ 福岡県

5時間28分09秒118 大田 耕司267 オオタ コウジ 福岡県

5時間28分15秒119 園田 護304 ソノダ マモル 福岡県

5時間29分47秒120 斉藤 達也279 サイトウ タツヤ 福岡県

5時間29分50秒121 森岡 里志393 モリオカ サトシ 広島県

5時間30分46秒122 甲斐 博446 カイ ヒロシ 宮崎県

5時間32分04秒123 田中 裕久407 タナカ ヒロヒサ 山口県

5時間34分31秒124 寺岡 一二三385 テラオカ ヒフミ 山口県

5時間34分46秒125 東海林 利男461 トウカイリン トシオ 岡山県

5時間34分58秒126 高松 伸一262 タカマツ シンイチ 福岡県

5時間34分59秒127 渡部 拓292 ワタナベ タク 福岡県

5時間35分11秒128 品川 英嗣343 シナガワ エイジ 山口県

5時間36分33秒129 今橋 敦421 イマハシ アツシ 広島県

5時間37分06秒130 小野 拓也261 オノ タクヤ 大分県

5時間38分42秒131 中嶋 昇平325 ナカシマ ショウヘイ 福岡県

5時間39分41秒132 荒川 貴浩242 アラカワ タカヒロ 熊本県

5時間42分35秒133 西脇 精一358 ニシワキ セイイチ 山口県

5時間43分27秒134 古賀 英蔵337 コガ エイゾウ 福岡県

5時間43分27秒135 武下 英雄390 タケシタ ヒデオ 福岡県

5時間45分22秒136 吉永 光秋350 ヨシナガ ミツアキ 福岡県

5時間46分13秒137 長田 宏治365 ナガタ ヒロハル 山口県

5時間47分40秒138 馬場 潤寧370 ババ ジュンネイ 福岡県

5時間48分21秒139 山崎 純244 ヤマサキ ジュン 福岡県

5時間48分25秒140 中島 裕史422 ナカシマ ヒロフミ 大分県

5時間49分09秒141 辻 美彦450 ツジ ヨシヒコ 山口県

5時間50分53秒142 岩木 聡汰205 イワキ ソウタ 長崎県

5時間50分53秒143 眞木 亮輔206 マキ リョウスケ 長崎県

5時間51分08秒144 高下 誠司387 タカシタ セイジ 福岡県

5時間51分26秒145 岩館 寛大405 イワダテ ヒロモト 山口県

5時間51分59秒146 虎山 一郎359 トラヤマ イチロウ 東京都

5時間52分09秒147 高橋 正篤283 タカハシ マサヒロ 山口県

5時間52分24秒148 岩村 忠志332 イワムラ タダシ 福岡県

5時間53分11秒149 浅尾 晃356 アサオ アキラ 広島県

5時間53分14秒150 仲 慶史266 ナカ ヨシフミ 山口県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

5時間53分15秒151 岡本 悠希217 オカモト ユウキ 福岡県

5時間54分16秒152 三苫 信行404 ミトマ ノブユキ 福岡県

5時間54分24秒153 平田 宗徳284 ヒラタ ムネノリ 福岡県

5時間54分41秒154 吉田 哲夫396 ヨシダ テツオ 山口県

5時間55分32秒155 和田 保415 ワダ タモツ 福岡県

5時間55分47秒156 米原 勝利383 ヨネハラ カツトシ 島根県

5時間56分01秒157 大井 幹雄399 オオイ ミキオ 山口県

5時間56分07秒158 松本 涼太郎202 マツモト リョウタロウ 福岡県

5時間57分53秒159 冨久 正規453 トミヒサ マサキ 広島県

5時間59分37秒160 原田 弘毅389 ハラダ ヒロキ 埼玉県

6時間02分41秒161 中西 則之401 ナカニシ ノリユキ 山口県

6時間03分06秒162 手山 貴之317 テヤマ タカユキ 福岡県

6時間08分53秒163 井上 昭彦440 イノウエ アキヒコ 福岡県

6時間09分31秒164 岡本 成広378 オカモト マサヒロ 山口県

6時間12分14秒165 水野 元博433 ミズノ モトヒロ 広島県

6時間12分35秒166 成田 亮375 ナリタ アキラ 広島県

6時間12分36秒167 鈴木 精一444 スズキ セイイチ 神奈川県

6時間12分53秒168 今井 顯458 イマイ アキラ 福岡県

6時間15分32秒169 中冨 宜紀334 ナカトミ ヨシキ 山口県

6時間15分56秒170 田中 智大207 タナカ トモヒロ 佐賀県

6時間16分21秒171 福永 吏338 フクナガ オサム 山口県

6時間16分27秒172 三僮 孝一386 ミドウ コウイチ 山口県

6時間17分02秒173 坂井 孝443 サカイ タカシ 福岡県

6時間17分04秒174 永松 志郎341 ナガマツ シロウ 福岡県

6時間17分14秒175 松田 浩太郎256 マツダ コウタロウ 山口県

6時間17分17秒176 池尻 唯史265 イケジリ タダシ 福岡県

6時間18分16秒177 枝光 理452 エダミツ オサム 福岡県

6時間18分16秒178 坂口 浩規447 サカグチ ヒロキ 福岡県

6時間18分46秒179 池田 靖彦417 イケダ ヤスヒコ 福岡県

6時間19分43秒180 江草 章仁451 エグサ アキヒト 広島県

6時間20分18秒181 平田 淳彦380 ヒラタ アツヒコ 福岡県

6時間21分31秒182 中村 佳仁308 ナカムラ ヨシト 福岡県

6時間27分32秒183 井上 正浩427 イノウエ マサヒロ 福岡県

6時間27分41秒184 中尾 浩一311 ナカオ コウイチ 福岡県

6時間27分54秒185 山本 雅裕414 ヤマモト マサヒロ 大阪府

6時間29分42秒186 柴田 法正431 シバタ ノリマサ 福岡県

6時間32分30秒187 大神 正貴328 オオガ マサタカ 愛知県

6時間35分00秒188 久留 秀之402 ヒサトメ ヒデユキ 福岡県

6時間35分36秒189 副島 通邦388 ソエジマ ミチクニ 福岡県

6時間37分10秒190 立野 克超412 タチノ カツキ 広島県

6時間42分44秒191 吉田 智樹340 ヨシダ トモキ 福岡県

6時間44分18秒192 六田 一博434 ロクダ カズヒロ 広島県

6時間47分09秒193 本谷 陽平319 ホンタニ ヨウヘイ 山口県

6時間47分27秒194 山田 晃306 ヤマダ アキラ 広島県

6時間47分47秒195 清水 正一郎408 シミズ ショウイチロウ 山口県

6時間48分49秒196 青山 誠一321 アオヤマ セイイチ 愛知県

6時間49分44秒197 池尻 朋樹280 イケジリ トモキ 佐賀県

6時間50分03秒198 伊東 康之394 イトウ ヤスユキ 広島県

6時間51分56秒199 米田 和正307 ヨネダ カズマサ 山口県

6時間52分50秒200 秋山 大介411 アキヤマ ダイスケ 大阪府



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

6時間52分57秒201 出木谷 秀幸403 デキガイ ヒデユキ 香川県

6時間53分14秒202 増田 隆406 マスダ タカシ 香川県

6時間53分24秒203 空田 一馬302 ソラダ カズマ 広島県

6時間53分45秒204 木山 一成462 キヤマ カズシゲ 愛媛県

6時間54分21秒205 最上 泰秀460 モガミ ヤスヒデ 長崎県

6時間57分44秒206 神代 高志371 コウシロ タカシ 山口県

6時間58分44秒207 内田 昌平432 ウチダ ショウヘイ 山口県

6時間59分56秒208 佐治 正規327 サジ マサノリ 山口県

7時間03分04秒209 香月 豊文464 カツキ トヨフミ 山口県

7時間04分36秒210 渡邊 均238 ワタナベ ヒトシ 福岡県

7時間05分09秒211 小林 央快227 コバヤシ ヒサヨシ 岡山県

7時間07分47秒212 飯田 豊435 イイダ ユタカ 福岡県

7時間10分21秒213 本儀 智298 モトギ サトシ 福岡県

7時間11分55秒214 幡生 栄治301 ハタブ エイジ 山口県

7時間13分32秒215 森永 和樹246 モリナガ カズキ 佐賀県

7時間15分06秒216 有松 吾郎362 アリマツ ゴロウ 山口県

7時間15分10秒217 篠田 彰文215 シノダ アキフミ 山口県

7時間15分57秒218 松岡 義史455 マツオカ ヨシフミ 香川県

7時間18分50秒219 田中 誠也326 タナカ セイヤ 福岡県

7時間20分53秒220 末宗 良太233 スエムネ リョウタ 山口県

7時間26分49秒221 藤田 剛士286 フジタ ツヨシ 山口県

7時間33分52秒222 田中 恒久373 タナカ ツネヒサ 山口県

7時間34分40秒223 田村 光義316 タムラ ミツヨシ 山口県


