
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
1 3 6時間14分50秒 冨高　一成 ﾄﾐﾀｶ ｶｽﾞﾅﾘ 北九州ＲｉＣ 福岡県
2 5 6時間36分42秒 山本　康晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾊﾙ - 山口県
3 2 6時間47分39秒 東　勇樹 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ 直方市役所 福岡県
4 60 7時間04分11秒 中村　政春 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ - 山口県
5 61 7時間10分03秒 山県　佑太 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾀ - 山口県
6 401 7時間11分23秒 足立　結香 ｱﾀﾞﾁ ﾕｶ 本城陸上クラブ 福岡県
7 6 7時間13分42秒 脇　康洋 ﾜｷ ﾔｽﾋﾛ 熊本陸協 熊本県
8 34 7時間14分07秒 柿田　智和 ｶｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ - 山口県
9 29 7時間21分18秒 升本　匡哉 ﾏｽﾓﾄ ﾏｻﾔ - 福岡県
10 40 7時間22分11秒 藤井　一紀 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ - 広島県
11 54 7時間22分52秒 松岡　保弘 ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋﾛ - 山口県
12 103 7時間23分28秒 佐々木　洋大 ｻｻｷ ﾋﾛｵ - 広島県
13 1 7時間33分19秒 林田　嘉人 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼﾄ ＳＡＴ 広島県
14 9 7時間34分07秒 河村　孝文 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ こうかいぼう 広島県
15 12 7時間35分04秒 今村　達也 ｲﾏﾑﾗ ﾀﾂﾔ 荒谷建設陸上部 広島県
16 100 7時間38分39秒 山本　強志 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ Ｔ．ＶＩＶＡ 山口県
17 13 7時間43分39秒 古賀　慶彦 ｺｶﾞ ﾖｼﾋｺ ＳＵＭＣＯ 佐賀県
18 59 7時間47分26秒 武重　亮 ﾀｹｼｹﾞ ﾏｺﾄ Ｔ．ＶＩＶＡ！ 山口県
19 11 7時間49分15秒 豊福　勇 ﾄﾖﾌｸ ｲｻﾑ - 宮崎県
20 403 7時間51分15秒 下村　亜夕美 ｼﾓﾑﾗ ｱﾕﾐ - 佐賀県
21 23 7時間54分20秒 金谷　重人 ｶﾅﾔ ｼｹﾞﾄ - 広島県
22 80 7時間56分43秒 高見　幸一 ﾀｶﾐ ｺｳｲﾁ - 岡山県
23 483 8時間08分43秒 松永　朋子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓｺ - 東京都
24 114 8時間09分47秒 大町　寿史 ｵｵﾏﾁ ﾄｼﾌﾐ 長門ＦＲＣ 山口県
25 245 8時間10分09秒 児玉　昌人 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄ ＢＢＲ５１年会 広島県
26 402 8時間15分14秒 北村　文恵 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐｴ ミリカＡＣ 福岡県
27 307 8時間16分50秒 権藤　秀則 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 福岡県
28 20 8時間17分52秒 徳重　篤志 ﾄｸｼｹﾞ ｱﾂｼ Ｔ・ＶＩＶＡ！ 山口県
29 25 8時間19分13秒 松本　洋 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ ウラヤマ 山口県
30 404 8時間19分25秒 天野　理智 ｱﾏﾉ ﾘﾁ ガチラン 福岡県
31 18 8時間20分35秒 田向　史明 ﾀｺﾞｳ ﾌﾐｱｷ - 兵庫県
32 394 8時間21分26秒 伊丹　直之 ｲﾀﾐ ﾅｵﾕｷ テクノプロＲＣ 福岡県
33 38 8時間25分14秒 脇山　克己 ﾜｷﾔﾏ ｶﾂﾐ いいどさんこ 福岡県
34 405 8時間26分07秒 東　美香 ﾋｶﾞｼ ﾐｶ ＵＴＮＦ 福岡県
35 39 8時間27分51秒 吉川　俊介 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ - 大阪府
36 17 8時間28分45秒 天野　龍平 ｱﾏﾉ ﾘｭｳﾍｲ ガチＲＵＮ？ 福岡県
37 73 8時間33分10秒 武山　敏明 ﾀｹﾔﾏ ﾄｼｱｷ 鎌倉ＦＲＣ 東京都
38 207 8時間34分48秒 林　康之 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ - 鳥取県
39 78 8時間35分08秒 波多野　純一 ﾊﾀﾞﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 山口県
40 212 8時間35分34秒 山本　弘樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ タハラン部 広島県
41 8 8時間37分32秒 山本　和宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ - 山口県
42 92 8時間39分18秒 服部　秀弘 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾋﾛ - 福岡県
43 415 8時間41分04秒 久藤　映 ｸﾄﾞｳ ﾊﾕﾙ - 広島県
44 58 8時間41分58秒 相良　貴進 ｻｶﾞﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 中津陸上オヤジ 大分県
45 46 8時間43分08秒 柴田　実 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ ＩｔｏｉＸＲＣ 山口県
46 27 8時間43分52秒 永安　誠 ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｺﾄ - 山口県
47 163 8時間44分07秒 堀池　誠 ﾎﾘｲｹ ﾏｺﾄ - 山口県
48 119 8時間44分11秒 石田　由紀夫 ｲｼﾀﾞ ﾕｷｵ - 山口県
49 67 8時間44分30秒 道上　博 ﾐﾁｳｴ ﾋﾛｼ 大濠ランナーズ 福岡県
50 189 8時間45分35秒 山本　優太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ - 広島県
51 44 8時間48分20秒 井上　佳昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 中電工業 広島県
52 49 8時間48分55秒 高岩　洋輔 ﾀｶｲﾜ ﾖｳｽｹ アクシアン 福岡県
53 50 8時間49分07秒 井上　泰次 ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ Ｔｅｃｈ－ＲＣ 福岡県
54 406 8時間49分39秒 山下　やすこ ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｺ チームみつばち 岡山県
55 22 8時間49分55秒 近藤　伸明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ - 福岡県
56 82 8時間51分28秒 川口　龍彦 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ - 広島県
57 246 8時間52分53秒 小方　文吾 ｵｶﾞﾀ ﾌﾞﾝｺﾞ - 広島県
58 71 8時間53分29秒 木村　栄男 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ - 福岡県
59 417 8時間54分12秒 児玉　佑梨 ｺﾀﾞﾏ ﾕﾘ - 広島県
60 53 8時間54分36秒 椎木　克彦 ｼｲｷﾞ ｶﾂﾋｺ - 山口県

ダブルフルマラソンの部(男女混合　飛び賞）



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
61 180 8時間54分43秒 安達　拓未 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ - 福岡県
62 66 8時間54分58秒 高取　勝彦 ﾀｶﾄﾘ ｶﾂﾋｺ ガレット 佐賀県
63 439 8時間55分04秒 勝田　敦子 ｶﾂﾀﾞ ｱﾂｺ - 福岡県
64 74 8時間57分07秒 鮎川　裕 ｱﾕｶﾜ ﾋﾛｼ Ｔｅｃｈ－ＲＣ 福岡県
65 15 8時間58分37秒 若松　義昭 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼｱｷ - 山口県
66 191 8時間59分20秒 大澤　元一 ｵｵｻﾞﾜ ｹﾞﾝｲﾁ やんちゃるず 福岡県
67 412 9時間04分14秒 野崎　加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ - 東京都
68 55 9時間04分34秒 坂本　明裕 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 沼田建設（株） 広島県
69 127 9時間07分14秒 山根　英人 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾄ - 山口県
70 149 9時間08分00秒 廣松　幹紀 ﾋﾛﾏﾂ ﾐｷﾉﾘ - 福岡県
71 57 9時間08分38秒 末冨　友昭 ｽｴﾄﾞﾐ ﾄﾓｱｷ - 山口県
72 449 9時間08分40秒 杉本　里栄 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｴ ＣＨＡＳＫＩ 広島県
73 489 9時間10分03秒 高橋　夏美 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ - 東京都
74 101 9時間10分40秒 大田　淳夫 ｵｵﾀ ｱﾂｵ - 山口県
75 414 9時間11分33秒 朝山　志緒理 ｱｻﾔﾏ ｼｵﾘ 長門ＦＲＣ 山口県
76 153 9時間11分47秒 奥田　達郎 ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ - 島根県
77 131 9時間12分25秒 杉島　秋一郎 ｽｷﾞｼﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 日本郵船 奈良県
78 30 9時間13分41秒 末永　崇洋 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ - 山口県
79 56 9時間14分10秒 廣田　博己 ﾋﾛﾀ ﾋﾛﾐ 山口ランネット 山口県
80 89 9時間17分02秒 黒瀬　康太 ｸﾛｾ ｺｳﾀ - 山口県
81 154 9時間17分30秒 佐谷　和彦 ｻﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ - 福岡県
82 222 9時間18分34秒 柴丸　祐治 ｼﾊﾞﾏﾙ ﾕｳｼﾞ 大本組 山口県
83 69 9時間18分54秒 新井　健太 ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 居酒屋山頂 沖縄県
84 24 9時間20分42秒 山本　順也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ - 山口県
85 218 9時間20分46秒 竹内　秀和 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 広島県
86 435 9時間22分21秒 永田　今日子 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 広島壮年走ろう 広島県
87 147 9時間22分22秒 大原　順一 ｵｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ ◆オモロイ家族 山口県
88 88 9時間22分22秒 木村　謙一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ - 山口県
89 76 9時間22分52秒 大野　功太郎 ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ - 福岡県
90 68 9時間23分59秒 神崎　英夫 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ - 福岡県
91 72 9時間24分45秒 寺内　浩 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾛｼ - 福岡県
92 181 9時間25分16秒 井町　実成 ｲﾏﾁ ﾐﾅﾙ 萩市陸協 山口県
93 97 9時間28分21秒 久保川　繁樹 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｹﾞｷ - 埼玉県
94 199 9時間28分26秒 伊東　輝彦 ｲﾄｳ ﾃﾙﾋｺ 大藤医院 山口県
95 408 9時間29分11秒 麻生　愛 ｱｿｳ ｱｲ - 福岡県
96 33 9時間29分23秒 白石　隆司 ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ - 福岡県
97 45 9時間29分31秒 上村　武 ｳｴﾑﾗ ﾀｹｼ - 福岡県
98 232 9時間31分00秒 黒川　真一 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ - 福岡県
99 225 9時間31分09秒 服部　明 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ - 広島県
100 409 9時間32分14秒 山本　貴美枝 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾐｴ - 山口県 ダブル混合　100位
101 216 9時間32分50秒 小島　洋 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ - 山口県
102 113 9時間32分59秒 佐藤　真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ - 岡山県
103 41 9時間33分59秒 森川　真吾 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｺﾞ - 広島県
104 107 9時間34分14秒 徳田　陽一 ﾄｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ うさぎ組 山口県
105 407 9時間35分02秒 緒方　富士子 ｵｶﾞﾀ ﾌｼﾞｺ 福岡ニコニコ会 福岡県
106 457 9時間35分43秒 的場　日出加 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾃﾞｶ - 東京都
107 486 9時間38分17秒 酒井　翼 ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ - 福岡県
108 112 9時間38分19秒 土田　淳司 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＭＯＴＴＥＫＥ 山口県
109 117 9時間40分33秒 仲　徹 ﾅｶ ﾄｵﾙ - 山口県
110 186 9時間41分47秒 前田　浩紀 ﾏｴﾀ ﾋﾛﾉﾘ - 鳥取県
111 35 9時間41分55秒 大和　篤史 ﾔﾏﾄ ｱﾂｼ - 山口県
112 123 9時間42分10秒 永井　敦 ﾅｶﾞｲ ｱﾂｼ - 福岡県
113 135 9時間43分19秒 稲垣　昌宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ - 熊本県
114 93 9時間44分27秒 五十嵐　雅彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾋｺ 次回の… 東京都
115 208 9時間44分45秒 黒瀬　英明 ｸﾛｾ ﾋﾃﾞｱｷ 松山楽走 愛媛県
116 421 9時間45分23秒 岡　律子 ｵｶ ﾘﾂｺ Ｔ．ＶＩＶＡ！ 山口県
117 484 9時間48分43秒 細谷　みゆき ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ - 千葉県
118 151 9時間49分35秒 上村　篤弘 ｳｴﾑﾗ ｱﾂﾋﾛ ＳＯＲ 福岡県
119 156 9時間49分48秒 橘高　祐二 ｷｯﾀｶ ﾕｳｼﾞ - 大分県
120 87 9時間49分51秒 庄井　貴昭 ｼｮｳｲ ﾀｶｱｷ ＴＥＡＭ－Ａ 山口県



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
121 121 9時間50分21秒 浜崎　貴昭 ﾊﾏｻｷ ﾀｶｱｷ - 山口県
122 184 9時間52分55秒 藤澤　信太郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ - 福岡県
123 376 9時間53分11秒 都留　誠 ﾂﾙ ﾏｺﾄ - 徳島県
124 234 9時間54分03秒 本多　泰邦 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｸﾆ 北九州ランステ 福岡県
125 79 9時間54分22秒 内藤　隆真 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 海響ＡＣ 山口県
126 160 9時間54分37秒 三浦　実 ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ 阿武測量設計 山口県
127 362 9時間56分13秒 束田　博明 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ - 広島県
128 485 9時間58分05秒 久米　隆道 ｸﾒ ﾀｶﾐﾁ - 熊本県
129 242 9時間58分44秒 河内　一 ｺｳﾁ ﾊｼﾞﾒ - 山口県
130 187 9時間59分06秒 田中　裕二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 長府遊ＲＵＮ快 山口県
131 143 10時間06分20秒 畑瀬　英史 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ★大虎 山口県
132 64 10時間06分29秒 三奈木　聡 ﾐﾅｷﾞ ｻﾄｼ チーム花音 山口県
133 450 10時間06分45秒 森藤　由花 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾕｶ 福岡友走クラブ 福岡県
134 251 10時間06分56秒 荒井　昭治 ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞ 長門ＦＲＣ 山口県
135 316 10時間07分20秒 津森　厚 ﾂﾓﾘ ｱﾂｼ チームゆず 山口県
136 95 10時間07分53秒 長尾　学 ﾅｶﾞｵ ﾏﾅﾌﾞ 湾岸ＲＣ 山口県
137 102 10時間08分03秒 大藤　道矢 ｵｵﾌｼﾞ ﾐﾁﾔ うさおＲＣ 山口県
138 142 10時間09分38秒 大村　一彦 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 銀の道　ＵＭＣ 広島県
139 109 10時間10分50秒 高橋　潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ - 神奈川県
140 211 10時間10分58秒 池田　洋一 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 維新ランナーズ 山口県
141 170 10時間13分06秒 濱田　健次 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ - 福岡県
142 271 10時間14分27秒 守谷　茂人 ﾓﾘﾔ ｼｹﾞﾄ 福岡ニコニコ 福岡県
143 206 10時間16分16秒 好本　忠高 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾀﾞﾀｶ - 山口県
144 144 10時間17分36秒 石田　恭二 ｲｼﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 椿西小学校 山口県
145 148 10時間17分47秒 藤野　元博 ﾌｼﾞﾉ ﾓﾄﾋﾛ - 山口県
146 91 10時間19分22秒 原田　三千丈 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾀｹ 維新ランナーズ 山口県
147 105 10時間21分05秒 真崎　道生 ﾏｻｷ ﾐﾁｵ 唐津走ろう会 佐賀県
148 14 10時間21分30秒 折笠　浩人 ｵﾘｶｻ ﾋﾛﾄ ＵＮＩＴＹ 山口県
149 51 10時間22分34秒 立場　寛之 ﾀﾃﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 東山口信用金庫 山口県
150 196 10時間23分02秒 藤本　祐二 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ - 山口県
151 96 10時間24分19秒 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 海響ＡＣ 山口県
152 210 10時間24分22秒 保美　秀彦 ﾎﾐ ﾋﾃﾞﾋｺ - 広島県
153 124 10時間25分00秒 吉行　順一 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ガチＲＵＮ？ 福岡県
154 65 10時間25分00秒 福田　智雪 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ガチＲＵＮ？ 福岡県
155 36 10時間25分27秒 相山　成円 ｱｲﾔﾏ ｼﾞｮｳｴﾝ - 山口県
156 183 10時間26分20秒 谷　英毅 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀｶ - 福岡県
157 298 10時間27分06秒 江藤　源造 ｴﾄｳ ｹﾞﾝｿﾞｳ 江藤モーター 大分県
158 425 10時間27分16秒 松尾　千尋 ﾏﾂｵ ﾁﾋﾛ - 福岡県
159 197 10時間27分40秒 満木　孝治 ﾐﾂｷ ｺｳｼﾞ - 福岡県
160 200 10時間27分47秒 秋山　茂則 ｱｷﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾘ イカレポンチ研 岡山県
161 432 10時間27分52秒 石田　雅代 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖ - 福岡県
162 223 10時間28分24秒 米田　成良 ﾖﾈﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ ３流らんなーず 山口県
163 296 10時間28分51秒 今井　宏樹 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ - 広島県
164 155 10時間29分03秒 弘中　和則 ﾋﾛﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 山口県中央会 山口県
165 203 10時間30分02秒 南　雅史 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾌﾐ アミノラン・光 山口県
166 280 10時間30分27秒 林　啓 ﾊﾔｼ ｹｲ - 埼玉県
167 167 10時間30分38秒 浜野　知英 ﾊﾏﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ - 山口県
168 52 10時間31分05秒 竹内　隆雄 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｵ ＴＥＡＭタケ 広島県
169 247 10時間31分27秒 小谷　遼平 ｺﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ - 山口県
170 311 10時間31分27秒 鶴巻　裕 ﾂﾙﾏｷ ﾕﾀｶ - 山口県
171 263 10時間33分06秒 船津　末弘 ﾌﾅﾂ ｽｴﾋﾛ メディアライン 福岡県
172 423 10時間33分13秒 古市　裕子 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｺ - 福岡県
173 133 10時間33分19秒 藤澤　明弘 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ - 山口県
174 413 10時間33分40秒 高　知愛 ｺｳ ｼﾞｴ - 広島県
175 172 10時間34分02秒 山田　幸一 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 惻隠会 山口県
176 313 10時間34分04秒 山上　和孝 ｻﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾀｶ - 福岡県
177 285 10時間36分55秒 原田　勝信 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ - 山口県
178 162 10時間38分17秒 乙成　泰基 ｵﾄﾅﾘ ﾔｽｷ 乙成歯科医院 山口県
179 383 10時間38分29秒 安喜　健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ ダメ人間予備軍 東京都
180 266 10時間38分49秒 佐竹　誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 無所属 徳島県



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
181 410 10時間38分59秒 澄川　美穂 ｽﾐｶﾞﾜ ﾐﾎ - 島根県
182 116 10時間40分13秒 釘抜　誠 ｸｷﾞﾇｷ ﾏｺﾄ - 佐賀県
183 213 10時間40分14秒 山野　重則 ﾔﾏﾉ ｼｹﾞﾉﾘ ラン友 大阪府
184 130 10時間41分37秒 河村　静男 ｶﾜﾑﾗ ｼｽﾞｵ - 神奈川県
185 344 10時間42分53秒 秋山　紘希 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｷ - 島根県
186 120 10時間43分56秒 松尾　正一 ﾏﾂｵ ｼｮｳｲﾁ - 福岡県
187 281 10時間44分06秒 川村　真礼 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ - 広島県
188 94 10時間44分06秒 川原　勝彦 ｶﾜﾊﾗ ｶﾂﾋｺ チームびっけ 福岡県
189 268 10時間44分38秒 平田　洋一 ﾋﾗﾀ ﾖｳｲﾁ 赤ヘルランナー 広島県
190 175 10時間46分57秒 山本　朗広 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ - 広島県
191 426 10時間47分41秒 伊藤　由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 熊本てれっと 熊本県
192 237 10時間48分18秒 岡田　学 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ - 福岡県
193 150 10時間48分19秒 横山　光亮 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｽｹ 福マラＲＣ 福岡県
194 455 10時間51分46秒 岡本　真由美 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ - 福岡県
195 262 10時間52分32秒 角田　武久 ｽﾐﾀﾞ ﾀｹﾋｻ - 山口県
196 161 10時間53分14秒 千須和　智之 ﾁｽﾜ ﾄﾓﾕｷ - 広島県
197 108 10時間53分58秒 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ - 大阪府
198 428 10時間54分08秒 原田　奈津子 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｺ - 福岡県
199 115 10時間54分43秒 藤本　晃広 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 酒と泪と弘と走 山口県
200 331 10時間55分02秒 渡辺　哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 酒と泪と弘と 静岡県 ダブル混合　200位
201 301 10時間55分03秒 大山　弘 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 酒と泪と弘 山口県
202 168 10時間56分20秒 山本　良明 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ らはく会 山口県
203 235 10時間57分39秒 白源　清貴 ｼﾗﾓﾄ ｷﾖﾀｶ - 山口県
204 75 10時間57分56秒 松村　義憲 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ らはく会 山口県
205 229 10時間58分18秒 山本　大作 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ - 神奈川県
206 424 10時間58分25秒 三井　亜子 ﾐﾂｲ ｱｺ - 山口県
207 173 10時間59分01秒 岡口　喜彦 ｵｶｸﾞﾁ ﾖｼﾋｺ 福マラＲＣ 福岡県
208 411 10時間59分01秒 田原　葉子 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｳｺ - 広島県
209 111 11時間02分00秒 田中　将至 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 中村被服 山口県
210 62 11時間03分28秒 佐藤　弘隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ チーム３１００ 東京都
211 392 11時間05分10秒 中村　雅徳 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ - 山口県
212 445 11時間05分48秒 香月　早苗 ｶﾂｷ ｻﾅｴ - 山口県
213 257 11時間05分48秒 鎮波　正明 ﾁﾝﾅﾐ ﾏｻｱｷ ランナーズ山口 山口県
214 238 11時間06分06秒 村澤　慎也 ﾑﾗｻﾜ ｼﾝﾔ - 山口県
215 240 11時間06分38秒 竹林　一行 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 山口ランネット 山口県
216 314 11時間07分33秒 田原　義寛 ﾀﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 美祢カエル 山口県
217 188 11時間08分01秒 岡村　威 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ 山口ランネット 山口県
218 261 11時間10分14秒 牛嶋　幸治 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ - 山口県
219 395 11時間11分12秒 南　憲次 ﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾞ - 山口県
220 279 11時間11分49秒 濱上　卓也 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾀｸﾔ - 山口県
221 241 11時間12分18秒 本常　良孝 ﾓﾄﾂﾈ ﾖｼﾀｶ - 鳥取県
222 86 11時間13分12秒 形山　勉 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾄﾑ - 山口県
223 128 11時間13分32秒 北村　靖ニ ｷﾀﾑﾗ ﾔｽｼﾞ 空自防府北基地 山口県
224 358 11時間14分46秒 堤　雄介 ﾂﾂﾐ ﾕｳｽｹ - 山口県
225 355 11時間15分42秒 永野　広幸 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ - 福岡県
226 464 11時間15分42秒 永野　奈美 ﾅｶﾞﾉ ﾅﾐ - 福岡県
227 463 11時間16分07秒 大久保　ひとみ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾄﾐ - 鹿児島県
228 219 11時間16分37秒 勝田　聡一 ｶﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁ - 福岡県
229 452 11時間16分51秒 加藤　由美子 ｶﾄｳ ﾕﾐｺ - 福岡県
230 481 11時間18分12秒 海野　房江 ｳﾝﾉ ﾌｻｴ - 神奈川県
231 482 11時間18分29秒 末永　操 ｽｴﾅｶﾞ ﾐｻｵ - 福岡県
232 201 11時間19分46秒 岡本　勉 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ ＮＮＢ 山口県
233 299 11時間21分34秒 岩元　まこと ｲﾜﾓﾄ ﾏｺﾄ メック 山口県
234 126 11時間21分34秒 宮野　友孝 ﾐﾔﾉ ﾄﾓﾀｶ 東淀川体育館 兵庫県
235 388 11時間22分06秒 山口　哲治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂｼﾞ - 広島県
236 239 11時間23分53秒 内田　直樹 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 山口銀行 山口県
237 369 11時間24分29秒 村上　元気 ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝｷ ＯＲＣ 福岡県
238 329 11時間25分26秒 伊藤　靖哲 ｲﾄｳ ﾔｽｱｷ 酒?ＵＢＥ土曜 山口県
239 317 11時間26分36秒 山内　貞彦 ﾔﾏﾉｳﾁ ｻﾀﾞﾋｺ - 山口県
240 294 11時間26分38秒 村上　裕一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ - 広島県



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
241 322 11時間26分56秒 堀部　寛 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛｼ 萩市役所 山口県
242 253 11時間27分12秒 伊藤　昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 毎日新聞社 福岡県
243 177 11時間27分18秒 末岡　宏章 ｽｴｵｶ ﾋﾛｱｷ - 山口県
244 141 11時間28分22秒 石井　陽児 ｲｼｲ ﾖｳｼﾞ - 鹿児島県
245 260 11時間29分00秒 中村　雄一 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ - 福岡県
246 288 11時間30分10秒 山下　考久 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋｻ - 山口県
247 165 11時間30分52秒 出穂　耕嗣 ｲｽﾞﾎ ｺｳｼﾞ ＲＡＭＢＯ 山口県
248 159 11時間30分52秒 赤尾　昌法 ｱｶｵ ﾏｻﾉﾘ ＲＡＭＢＯ 山口県
249 444 11時間31分33秒 中田　佳奈 ﾅｶﾀ ｶﾅ - 福岡県
250 265 11時間31分33秒 中田　敦也 ﾅｶﾀ ｱﾂﾔ チーム美酒ラン 福岡県
251 233 11時間31分34秒 杉町　善徳 ｽｷﾞﾏﾁ ﾖｼﾉﾘ 福マラＲＣ 福岡県
252 278 11時間31分34秒 村上　友一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 福マラ 福岡県
253 341 11時間31分43秒 齋藤　聡司 ｻｲﾄｳ ｿｳｼ - 山口県
254 303 11時間32分33秒 宮副　泰彰 ﾐﾔｿﾞｴ ﾔｽｱｷ - 山口県
255 442 11時間32分52秒 高田　晶子 ﾀｶﾀ ｱｷｺ - 山口県
256 437 11時間34分50秒 後藤　由佳 ｺﾞﾄｳ ﾕｶ ＴＥＡＭーＡ 山口県
257 249 11時間35分10秒 永井　武司 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ - 山口県
258 270 11時間35分21秒 津嶋　寛 ﾂｼﾏ ﾋﾛｼ - 山口県
259 125 11時間35分55秒 久本　学 ﾋｻﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 気まぐれラン！ 福岡県
260 255 11時間36分13秒 永山　俊明 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ じょう舎ＲＣ 北海道
261 243 11時間36分28秒 大倉　健吾 ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ - 鳥取県
262 217 11時間37分20秒 新見　俊晴 ｼﾝﾐ ﾄｼﾊﾙ - 山口県
263 176 11時間37分37秒 小泉　徳秀 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾋﾃﾞ もーりーＭ部 山口県
264 289 11時間37分47秒 松田　英樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ - 山口県
265 472 11時間38分41秒 宇佐美　展子 ｳｻﾐ ﾉﾌﾞｺ - 三重県
266 145 11時間40分46秒 豊川　佳久 ﾄﾖｶﾜ ﾖｼﾋｻ - 大阪府
267 274 11時間41分12秒 橋本　展宏 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 山口県
268 81 11時間41分53秒 牧　真路 ﾏｷ ｼﾝｼﾞ - 広島県
269 284 11時間42分03秒 岩館　寛大 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾋﾛﾓﾄ - 山口県
270 319 11時間42分52秒 尾﨑　歩 ｵｻﾞｷ ｱﾕﾑ - 高知県
271 397 11時間43分45秒 藤村　政昭 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ - 広島県
272 334 11時間46分02秒 江頭　啓之 ｴｶﾞｼﾗ ﾋﾛｼ - 山口県
273 380 11時間46分11秒 若松　栄一郎 ﾜｶﾏﾂ ｴｲｲﾁﾛｳ - 山口県
274 214 11時間46分37秒 菊地　義人 ｷｸﾁ ﾖｼﾄ 長府遊ＲＵＮ快 山口県
275 470 11時間47分48秒 谷口　早苗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾅｴ - 山口県
276 473 11時間47分58秒 酒井　祐美 ｻｶｲ ﾏｻﾐ - 山口県
277 448 11時間48分27秒 志田　奈保子 ｼﾀﾞ ﾅﾎｺ 福マラＲＣ 福岡県
278 340 11時間48分28秒 志田　恒一 ｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ - 福岡県
279 256 11時間49分40秒 河村　崇司 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ - 広島県
280 476 11時間49分51秒 渡辺　ひろみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ - 福岡県
281 391 11時間50分11秒 藤内　修太郎 ﾄｳﾅｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 光徳産業（株） 山口県
282 422 11時間50分51秒 植田　靖子 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｺ ＴＥＡＭーＡ 山口県
283 287 11時間50分52秒 永江　直 ﾅｶﾞｴ ｽﾅｵ ＴＥＡＭ－Ａ 山口県
284 446 11時間51分18秒 長谷川　朋子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ - 広島県
285 361 11時間51分28秒 神尾　和彦 ｼﾞﾝｵ ｶｽﾞﾋｺ - 兵庫県
286 202 11時間52分27秒 上田　克典 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ - 山口県
287 479 11時間55分43秒 岡野　康子 ｵｶﾉ ﾔｽｺ - 山口県
288 43 11時間56分33秒 山崎　尚司 ﾔﾏｻｷ ﾋｻｼ - 山口県
289 259 11時間56分39秒 鍜治　昌宏 ｶｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 山口ランネット 山口県
290 382 11時間56分40秒 湯浅　隆 ﾕｱｻ ﾀｶｼ 山口ランネット 山口県
291 297 11時間57分07秒 林　克則 ﾊﾔｼ ｶﾂﾉﾘ - 福岡県
292 336 11時間58分14秒 平岡　慎 ﾋﾗｵｶ ｼﾝ - 山口県
293 364 11時間59分33秒 笠毛　静也 ｶｻﾓ ｼｽﾞﾔ にゅうろん 鹿児島県
294 308 11時間59分38秒 副島　篤郎 ｿｴｼﾞﾏ ｱﾂﾛｳ ＭＳＲＣ 広島県
295 318 12時間00分01秒 岡野　正実 ｵｶﾉ ﾏｻﾐ - 山口県
296 321 12時間01分46秒 三牧　洋介 ﾐﾏｷ ﾖｳｽｹ チームカイロス 埼玉県
297 469 12時間02分04秒 谷川　洋子 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｺ - 福岡県
298 291 12時間02分35秒 本村　哲久 ﾓﾄﾑﾗ ﾃﾂﾋｻ おおみや整形外 山口県
299 375 12時間02分51秒 岡藤　秀夫 ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 長府製作所 山口県
300 478 12時間02分51秒 田崎　陽子 ﾀｻｷ ﾖｳｺ 走ろう会下関 山口県 ダブル混合　300位



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区 備考
301 250 12時間02分55秒 木下　哲也 ｷﾉｼﾀ ﾃﾂﾔ 維新ゴルフ部 山口県
302 434 12時間02分55秒 藤本　恵美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 維新ゴルフ部 山口県
303 227 12時間03分43秒 西岡　孝洋 ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ - 福岡県
304 230 12時間03分44秒 佐藤　保次 ｻﾄｳ ﾔｽｼﾞ - 山口県
305 440 12時間05分19秒 土井　裕子 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ - 香川県
306 451 12時間05分25秒 小森　真白 ｺﾓﾘ ﾏｼﾛ - 山口県
307 333 12時間06分17秒 清水　忠 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｼ - 福岡県
308 277 12時間06分42秒 益田　昌英 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ - 山口県
309 352 12時間07分13秒 木田　直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ - 埼玉県
310 267 12時間08分26秒 河野　一之 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ 東町独り旅 広島県
311 302 12時間09分33秒 井上　和俊 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾄｼ - 山口県
312 480 12時間09分56秒 堀内　まゆ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ - 東京都
313 221 12時間12分10秒 廣野　秀典 ﾋﾛﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 大阪府
314 204 12時間13分25秒 板井　一正 ｲﾀｲ ｶｽﾞﾏｻ Ｔｅｃｈ－ＲＣ 福岡県
315 343 12時間13分38秒 筒井　直紀 ﾂﾂｲ ﾅｵｷ 門司メディカル 福岡県
316 346 12時間15分57秒 賀籠六　清美 ｶｺﾞﾛｸ ｷﾖﾐ - 福岡県
317 367 12時間16分05秒 山口　善史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ Ｔ２００ｋ徳島 徳島県
318 475 12時間16分05秒 五嶋　美絵子 ｺﾞﾄｳ ﾐｴｺ - 山口県
319 462 12時間16分06秒 宗金　忍 ﾑﾈｶﾈ ｼﾉﾌﾞ - 山口県
320 195 12時間16分16秒 井上　文彰 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｱｷ - 山口県
321 178 12時間18分31秒 加藤　佳英 ｶﾄｳ ﾖｼﾌｻ 室見ＲＣ 福岡県
322 368 12時間19分09秒 中戸　雅範 ﾅｶﾄ ﾏｻﾉﾘ - 兵庫県
323 474 12時間19分09秒 清水　美穂 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ - 福岡県
324 174 12時間20分04秒 岩橋　和貴 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾀｶ ＴＡＯ　ＲＣ 大分県
325 134 12時間20分24秒 林　理 ﾊﾔｼ ｵｻﾑ 福岡県庁 福岡県
326 467 12時間21分17秒 関　亜希子 ｾｷ ｱｷｺ チームミッキー 滋賀県
327 488 12時間21分17秒 寺澤　美香 ﾃﾗｻﾜ ﾐｶ - 大阪府
328 384 12時間22分01秒 松本　博忠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾀﾀﾞ - 広島県
329 236 12時間23分20秒 福田　智裕 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山口ランネット 山口県
330 169 12時間24分00秒 迎　和盛 ﾑｶｴ ｶｽﾞﾓﾘ チームソロ活動 佐賀県
331 430 12時間24分00秒 大川内　李佳 ｵｵｶﾜﾁ ﾘｶ - 佐賀県
332 228 12時間25分03秒 佐々野　憲一 ｻｻﾉ ｹﾝｲﾁ - 山口県
333 487 12時間25分57秒 藤野　正礼 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ - 福岡県
334 453 12時間26分08秒 廣中　裕子 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾛｺ - 山口県
335 157 12時間27分46秒 林　広志 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ レフコ松山 愛媛県
336 332 12時間28分26秒 永江　勝則 ﾅｶﾞｴ ｶﾂﾉﾘ 山口ランネット 山口県
337 337 12時間28分56秒 平野　喜裕 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ - 佐賀県
338 323 12時間29分26秒 西村　譲 ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞﾙ - 広島県
339 477 12時間30分06秒 下田　喜子 ｼﾓﾀﾞ ﾋｻｺ - 福岡県
340 390 12時間30分07秒 松井　祐史 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ - 福岡県
341 420 12時間30分35秒 髙木　実咲 ﾀｶｷﾞ ﾐｻｷ - 大阪府
342 396 12時間30分35秒 髙木　雄貴 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ - 大阪府
343 166 12時間31分32秒 狩野　容彰 ｶﾉ ﾋﾛｱｷ ドッグシッター 福岡県
344 194 12時間31分33秒 原田　知弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ - 山口県
345 306 12時間31分53秒 古屋　勉 ﾌﾙﾔ ﾂﾄﾑ - 山口県
346 300 12時間32分03秒 小崎　茂則 ｺｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 北九州ランステ 福岡県
347 327 12時間33分45秒 新潟　浩 ﾆｲｶﾞﾀ ﾋﾛｼ - 広島県
348 366 12時間35分04秒 山本　博文 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 向津具の奇跡 岡山県
349 348 12時間36分24秒 吉田　哲夫 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂｵ - 山口県
350 140 12時間39分25秒 金子　栄作 ｶﾈｺ ｴｲｻｸ 山口ランネット 山口県
351 347 12時間39分36秒 嬉野　竜一 ｳﾚｼﾉ ﾘｭｳｲﾁ - 福岡県
352 433 12時間39分40秒 福冨　幸子 ﾌｸﾄﾐ ｻﾁｺ - 山口県
353 374 12時間40分10秒 加来　修治 ｶｸ ｼｭｳｼﾞ - 福岡県
354 381 12時間41分27秒 西原　一美 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾐ - 広島県
355 441 12時間41分27秒 竹村　陽子 ﾀｹﾑﾗ ﾖｳｺ - 山口県
356 419 12時間42分55秒 石原　聖美 ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ - 兵庫県
357 359 12時間45分53秒 下見世　裕嗣 ｼﾓﾐｾ ﾕｳｼﾞ ちーむメドック 福岡県
358 304 12時間48分15秒 高田　和史 ﾀｶﾀ ｶｽﾞﾌﾐ - 京都府
359 185 12時間48分39秒 松橋　崇 ﾏﾂﾊｼ ﾀｶｼ - 山口県
360 468 12時間48分53秒 斉藤　直子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ - 東京都
361 324 12時間49分14秒 繁永　幸志 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 山口ランネット 山口県
362 276 12時間49分56秒 渡部　智之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 北条ラグビー 愛媛県
363 471 12時間50分28秒 松村　優子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ チーム美酒ラン 福岡県
364 129 12時間51分40秒 大沼　慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 慶大陸上同好会 東京都
365 385 12時間52分02秒 田内　邦益 ﾀﾉｳﾁ ｸﾆﾏｽ - 高知県
366 447 12時間54分50秒 小林　敏美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐ 山口ランネット 山口県
367 282 12時間54分50秒 谷川　清志 ﾀﾆｶﾞﾜ ｷﾖｼ 山口ランネット 山口県
368 309 12時間55分55秒 中田　貴史 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ - 福岡県
369 373 12時間56分59秒 伊藤　順 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ ＪＡＬ山口宇部 山口県
370 353 12時間58分55秒 西河内　研二 ﾆｼｺﾞｳﾁ ｹﾝｼﾞ - 広島県


