
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

3時間23分24秒1 和田 善之333 ワダ ヨシユキ 福岡県

3時間26分30秒2 石丸 治孝296 イシマル ハルタカ 兵庫県

3時間49分33秒3 舛渕 研吾257 マスブチ ケンゴ 福岡県

3時間52分13秒4 鶴丸 年一346 ツルマル トシカズ 山口県

3時間54分28秒5 塔野 功一郎349 トウノ コウイチロウ 山口県

4時間01分47秒6 田方 勇二281 タガタ ユウジ 山口県

4時間03分19秒7 大木 豊324 オオキ ユタカ 山口県

4時間06分00秒8 長谷川 潤290 ハセガワ ジュン 福岡県

4時間11分01秒9 石橋 誉臣282 イシバシ モトオミ 福岡県

4時間13分07秒10 品川 俊介268 シナガワ シュンスケ 福岡県

4時間13分27秒11 佐々木 雄一344 ササキ ユウイチ 山口県

4時間17分05秒12 森永 大介293 モリナガ ダイスケ 福岡県

4時間18分31秒13 在木 大介323 アリキ ダイスケ 山口県

4時間19分38秒14 仁田脇 健271 ニタワキ タケシ 宮崎県

4時間21分03秒15 図師田 崇285 ズシデン タカシ 山口県

4時間23分20秒16 境田 勝博277 サカイダ カツヒロ 山口県

4時間35分47秒17 森 一弘336 モリ カズヒロ 福岡県

4時間35分54秒18 末沢 和彦278 スエザワ カズヒコ 香川県

4時間36分20秒19 丸林 祐一274 マルバヤシ ユウイチ 福岡県

4時間38分01秒20 隈 誠一郎330 クマ セイイチロウ 熊本県

4時間41分52秒21 前 公将288 マエ キミマサ 山口県

4時間43分30秒22 小川 滋259 オガワ シゲル 東京都

4時間46分07秒23 岩木 学360 イワキ マナブ 山口県

4時間48分43秒24 手島 寛275 テシマ ヒロシ 福岡県

4時間49分04秒25 三宅 伸完269 ミヤケ タダヒロ 福岡県

4時間54分57秒26 因幡 慎治348 イナバ シンジ 福岡県

4時間58分03秒27 村上 友彦295 ムラカミ トモヒコ 山口県

4時間58分29秒28 池内 道広329 イケウチ ミチヒロ 福岡県

5時間01分34秒29 藤井 孝昌322 フジイ タカマサ 山口県

5時間03分43秒30 中嶋 保博355 ナカジマ ヤスヒロ 埼玉県

5時間05分02秒31 前田 暢昭310 マエダ ノブアキ 山口県

5時間12分14秒32 清水 貴幸263 シミズ タカユキ 福岡県

5時間12分34秒33 毛利 仁人345 モウリ ヨシト 高知県

5時間13分49秒34 木原 均273 キハラ ヒトシ 山口県

5時間14分14秒35 藤村 喜輝312 フジムラ ヨシキ 山口県

5時間15分58秒36 林 隆智303 ハヤシ タカトシ 福岡県

5時間17分42秒37 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38 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39 樋口 大輔352 ヒグチ ダイスケ 福岡県

5時間18分26秒40 黒川 哲平289 クロカワ テッペイ 山口県

5時間18分27秒41 田中 浩之291 タナカ ヒロユキ 山口県

5時間21分25秒42 山崎 智仁264 ヤマサキ トモヒト 熊本県

5時間23分44秒43 林 陽一郎351 ハヤシ ヨウイチロウ 福岡県

5時間24分02秒44 町田 貢299 マチダ ミツグ 山口県

5時間24分09秒45 橋本 拓287 ハシモト タク 山口県

5時間25分34秒46 賀門 武士314 カモン タケシ 山口県

5時間26分44秒47 平井 孝広305 ヒライ タカヒロ 広島県

5時間27分48秒48 菅 立人318 カン タツヒト 高知県

5時間28分09秒49 大田 耕司267 オオタ コウジ 福岡県

5時間28分15秒50 園田 護304 ソノダ マモル 福岡県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

5時間29分47秒51 斉藤 達也279 サイトウ タツヤ 福岡県

5時間34分58秒52 高松 伸一262 タカマツ シンイチ 福岡県

5時間34分59秒53 渡部 拓292 ワタナベ タク 福岡県

5時間35分11秒54 品川 英嗣343 シナガワ エイジ 山口県

5時間37分06秒55 小野 拓也261 オノ タクヤ 大分県

5時間38分42秒56 中嶋 昇平325 ナカシマ ショウヘイ 福岡県

5時間42分35秒57 西脇 精一358 ニシワキ セイイチ 山口県

5時間43分27秒58 古賀 英蔵337 コガ エイゾウ 福岡県

5時間45分22秒59 吉永 光秋350 ヨシナガ ミツアキ 福岡県

5時間51分59秒60 虎山 一郎359 トラヤマ イチロウ 東京都

5時間52分09秒61 高橋 正篤283 タカハシ マサヒロ 山口県

5時間52分24秒62 岩村 忠志332 イワムラ タダシ 福岡県

5時間53分11秒63 浅尾 晃356 アサオ アキラ 広島県

5時間53分14秒64 仲 慶史266 ナカ ヨシフミ 山口県

5時間54分24秒65 平田 宗徳284 ヒラタ ムネノリ 福岡県

6時間03分06秒66 手山 貴之317 テヤマ タカユキ 福岡県

6時間15分32秒67 中冨 宜紀334 ナカトミ ヨシキ 山口県

6時間16分21秒68 福永 吏338 フクナガ オサム 山口県

6時間17分04秒69 永松 志郎341 ナガマツ シロウ 福岡県

6時間17分14秒70 松田 浩太郎256 マツダ コウタロウ 山口県

6時間17分17秒71 池尻 唯史265 イケジリ タダシ 福岡県

6時間21分31秒72 中村 佳仁308 ナカムラ ヨシト 福岡県

6時間27分41秒73 中尾 浩一311 ナカオ コウイチ 福岡県

6時間32分30秒74 大神 正貴328 オオガ マサタカ 愛知県

6時間42分44秒75 吉田 智樹340 ヨシダ トモキ 福岡県

6時間47分09秒76 本谷 陽平319 ホンタニ ヨウヘイ 山口県

6時間47分27秒77 山田 晃306 ヤマダ アキラ 広島県

6時間48分49秒78 青山 誠一321 アオヤマ セイイチ 愛知県

6時間49分44秒79 池尻 朋樹280 イケジリ トモキ 佐賀県

6時間51分56秒80 米田 和正307 ヨネダ カズマサ 山口県

6時間53分24秒81 空田 一馬302 ソラダ カズマ 広島県

6時間59分56秒82 佐治 正規327 サジ マサノリ 山口県

7時間10分21秒83 本儀 智298 モトギ サトシ 福岡県

7時間11分55秒84 幡生 栄治301 ハタブ エイジ 山口県

7時間18分50秒85 田中 誠也326 タナカ セイヤ 福岡県

7時間26分49秒86 藤田 剛士286 フジタ ツヨシ 山口県

7時間34分40秒87 田村 光義316 タムラ ミツヨシ 山口県


