
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

3時間48分10秒1 大場 和久382 オオバ カズヒサ 福岡県

3時間59分41秒2 礒村 壽志438 イソムラ ヒサシ 山口県

4時間17分54秒3 佐藤 裕二398 サトウ ユウジ 山口県

4時間28分27秒4 野正 辰紀424 ノマサ タツノリ 福岡県

4時間35分28秒5 鮫島 敏雄418 サメジマ トシオ 福岡県

4時間36分30秒6 平岡 可英397 ヒラオカ ヨシヒデ 広島県

4時間38分07秒7 馬場 明彦436 ババ アキヒコ 長崎県

4時間45分48秒8 徳田 陽一384 トクダ ヨウイチ 山口県

4時間46分56秒9 坂井 敏浩381 サカイ トシヒロ 大阪府

4時間48分55秒10 森田 直樹377 モリタ ナオキ 三重県

4時間49分31秒11 鈴木 勝己416 スズキ カツキ 福岡県

4時間52分07秒12 三井 正勝364 ミイ マサカツ 東京都

4時間54分28秒13 西村 知宣425 ニシムラ トモノリ 広島県

4時間58分17秒14 宮本 章弘395 ミヤモト アキヒロ 岡山県

5時間01分57秒15 早稲田 稔439 ワセダ ミノル 長崎県

5時間04分15秒16 好岡 直樹367 ヨシオカ ナオキ 愛媛県

5時間07分15秒17 小野 正413 オノ タダシ 福岡県

5時間11分48秒18 菅野 圭一423 カンノ ケイイチ 神奈川県

5時間17分11秒19 西川 正文366 ニシカワ マサフミ 島根県

5時間17分26秒20 山本 和博379 ヤマモト カズヒロ 長崎県

5時間19分15秒21 日野 健一372 ヒノ ケンイチ 大阪府

5時間22分14秒22 山上 浩二363 ヤマガミ コウジ 福岡県

5時間22分49秒23 山崎 博樹428 ヤマサキ ヒロキ 福岡県

5時間23分44秒24 西郷 孝430 サイゴウ タカシ 福岡県

5時間25分15秒25 三宅 健正368 ミヤケ タケマサ 福岡県

5時間29分50秒26 森岡 里志393 モリオカ サトシ 広島県

5時間32分04秒27 田中 裕久407 タナカ ヒロヒサ 山口県

5時間34分31秒28 寺岡 一二三385 テラオカ ヒフミ 山口県

5時間36分33秒29 今橋 敦421 イマハシ アツシ 広島県

5時間43分27秒30 武下 英雄390 タケシタ ヒデオ 福岡県

5時間46分13秒31 長田 宏治365 ナガタ ヒロハル 山口県

5時間47分40秒32 馬場 潤寧370 ババ ジュンネイ 福岡県

5時間48分25秒33 中島 裕史422 ナカシマ ヒロフミ 大分県

5時間51分08秒34 高下 誠司387 タカシタ セイジ 福岡県

5時間51分26秒35 岩館 寛大405 イワダテ ヒロモト 山口県

5時間54分16秒36 三苫 信行404 ミトマ ノブユキ 福岡県

5時間54分41秒37 吉田 哲夫396 ヨシダ テツオ 山口県

5時間55分32秒38 和田 保415 ワダ タモツ 福岡県

5時間55分47秒39 米原 勝利383 ヨネハラ カツトシ 島根県

5時間56分01秒40 大井 幹雄399 オオイ ミキオ 山口県

5時間59分37秒41 原田 弘毅389 ハラダ ヒロキ 埼玉県

6時間02分41秒42 中西 則之401 ナカニシ ノリユキ 山口県

6時間08分53秒43 井上 昭彦440 イノウエ アキヒコ 福岡県

6時間09分31秒44 岡本 成広378 オカモト マサヒロ 山口県

6時間12分14秒45 水野 元博433 ミズノ モトヒロ 広島県

6時間12分35秒46 成田 亮375 ナリタ アキラ 広島県

6時間16分27秒47 三僮 孝一386 ミドウ コウイチ 山口県

6時間18分46秒48 池田 靖彦417 イケダ ヤスヒコ 福岡県

6時間20分18秒49 平田 淳彦380 ヒラタ アツヒコ 福岡県

6時間27分32秒50 井上 正浩427 イノウエ マサヒロ 福岡県



順位 記録 No. 氏名 フリガナ 都道府県

6時間27分54秒51 山本 雅裕414 ヤマモト マサヒロ 大阪府

6時間29分42秒52 柴田 法正431 シバタ ノリマサ 福岡県

6時間35分00秒53 久留 秀之402 ヒサトメ ヒデユキ 福岡県

6時間35分36秒54 副島 通邦388 ソエジマ ミチクニ 福岡県

6時間37分10秒55 立野 克超412 タチノ カツキ 広島県

6時間44分18秒56 六田 一博434 ロクダ カズヒロ 広島県

6時間47分47秒57 清水 正一郎408 シミズ ショウイチロウ 山口県

6時間50分03秒58 伊東 康之394 イトウ ヤスユキ 広島県

6時間52分50秒59 秋山 大介411 アキヤマ ダイスケ 大阪府

6時間52分57秒60 出木谷 秀幸403 デキガイ ヒデユキ 香川県

6時間53分14秒61 増田 隆406 マスダ タカシ 香川県

6時間57分44秒62 神代 高志371 コウシロ タカシ 山口県

6時間58分44秒63 内田 昌平432 ウチダ ショウヘイ 山口県

7時間07分47秒64 飯田 豊435 イイダ ユタカ 福岡県

7時間15分06秒65 有松 吾郎362 アリマツ ゴロウ 山口県

7時間33分52秒66 田中 恒久373 タナカ ツネヒサ 山口県


