
順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
1 1021 2時間35分54秒 廣谷　優一 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広瀬Ｃのガチ勢 愛知県
2 1002 2時間42分57秒 山領　駿 ﾔﾏﾘｮｳ ｼｭﾝ ＰＯＪ 福岡県
3 1005 2時間43分29秒 小田　健太 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀ 宇・山小消防 山口県
4 1004 2時間50分21秒 鶴田　博之 ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 北九州ＲｉＣ 福岡県
5 1003 2時間52分51秒 野上　翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 東ソー 山口県
6 1012 2時間53分33秒 富田　繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 膝が痛いです 福岡県
7 1031 2時間58分50秒 石蔵　裕晃 ｲｼｸﾗ ﾋﾛｱｷ - 福岡県
8 1011 2時間59分36秒 飯野　大祐 ｲｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ ガチＲＵＮ？ 福岡県
9 1007 3時間06分57秒 山岡　直人 ﾔﾏｵｶ ﾅｵﾄ - 高知県
10 1010 3時間12分35秒 堀尾　勇 ﾎﾘｵ ｲｻﾑ なつけんクラブ 福岡県
11 1017 3時間12分48秒 金山　紀彦 ｶﾅﾔﾏ ﾉﾘﾋｺ 下松市陸協 山口県
12 1032 3時間13分15秒 佐藤　啓史 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ - 大分県
13 1036 3時間13分58秒 金子　俊幸 ｶﾈｺ ﾄｼﾕｷ - 山口県
14 1023 3時間15分06秒 田中　耕太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ のんちゃんズ 福岡県
15 1028 3時間15分16秒 児玉　亮一 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 広島県庁ＲＣ 広島県
16 1018 3時間15分21秒 柿並　剛 ｶｷﾅﾐ ｺﾞｳ 山口市役所 山口県
17 1035 3時間20分21秒 村田　龍児 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ - 山口県
18 1029 3時間21分59秒 藤本　秀久 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｻ - 福岡県
19 1024 3時間22分09秒 安本　昭 ﾔｽﾓﾄ ｱｷﾗ Ｅランナ?ズ 福岡県
20 1728 3時間24分50秒 中司　悠 ﾅｶｼﾞ ﾕｳ - 福岡県
21 1126 3時間25分01秒 藤井　隆史 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ まぐランナーズ 山口県
22 1052 3時間26分57秒 倉田　昇治 ｸﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ - 山口県
23 1022 3時間27分10秒 高田　徹 ﾀｶﾀ ﾄｵﾙ 国産 福岡県
24 1079 3時間28分26秒 青柳　匡学 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾐﾁ - 福岡県
25 1070 3時間28分34秒 樽見　豊 ﾀﾙﾐ ﾕﾀｶ - 福岡県
26 1178 3時間30分58秒 熊野　伸一 ｸﾏﾉ ｼﾝｲﾁ - 福岡県
27 1034 3時間32分46秒 渡辺　隆昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｱｷ 萩市陸協 山口県
28 1115 3時間33分11秒 江口　正訓 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ - 島根県
29 1730 3時間33分22秒 田中　哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ - 福岡県
30 1042 3時間33分40秒 斎藤　護 ｻｲﾄｳ ﾏﾓﾙ こぐま保育園 山口県
31 1044 3時間35分03秒 川崎　貴博 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ - 山口県
32 1014 3時間36分31秒 浜田　幹生 ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷｵ 松小田薬局 山口県
33 1107 3時間36分32秒 佐藤　裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ - 山口県
34 1119 3時間36分51秒 前田　英徳 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ まどかＲＣ 福岡県
35 1020 3時間37分23秒 住永　悟司 ｽﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ Ｅランナーズ 福岡県
36 1063 3時間37分57秒 詫摩　大樹 ﾀｸﾏ ﾋﾛｷ - 福岡県
37 1093 3時間38分35秒 小石田　隆志 ｺｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ - 山口県
38 1064 3時間38分53秒 大村　友希 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ - 福岡県
39 1037 3時間39分10秒 角　達朗 ｶｸ ﾀﾂﾛｳ ＬＡＣ 福岡県
40 1059 3時間39分38秒 繁永　博行 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 宇部市 山口県
41 1117 3時間39分46秒 田村　有基 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 青海薬局 山口県
42 1175 3時間40分30秒 伊藤　翔太 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ - 山口県
43 1073 3時間40分39秒 藤中　紀男 ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ - 山口県
44 1013 3時間41分23秒 小田原　雅己 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ Ｅランナーズ 福岡県
45 1040 3時間41分37秒 徳富　貴行 ﾄｸﾄﾐ ﾀｶﾕｷ ＬＡＣ 福岡県
46 1078 3時間43分28秒 岩田　友視 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾐ - 山口県
47 1038 3時間44分45秒 佐々木　雄一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 三菱重工下関 山口県
48 1179 3時間45分20秒 辻野　広朗 ﾂｼﾞﾉ ﾋﾛｱｷ - 山口県
49 1051 3時間45分38秒 桧谷　卓志 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ﾀｸｼ 山口総合支援 山口県
50 1091 3時間45分44秒 隅田　耕作 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｻｸ くだまつ絆星 山口県

シングルフルマラソン 男性総合



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
51 1033 3時間45分55秒 内山　貴博 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 内山ＦＰ事務所 福岡県
52 1047 3時間47分57秒 長井　秀知 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾄﾓ 脂肪燃焼組Ａ 山口県
53 1001 3時間48分12秒 友森　敬一郎 ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 東ソー分離剤課 山口県
54 1118 3時間49分53秒 塩満　匡幸 ｼｵﾐﾂ ﾏｻﾕｷ - 山口県
55 1245 3時間50分42秒 岡　真綱 ｵｶ ﾏｻﾂﾅ - 山口県
56 1048 3時間51分20秒 村上　智彦 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ - 山口県
57 1057 3時間51分36秒 高橋　博愛 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｴ - 福岡県
58 1069 3時間51分50秒 後山　慎一 ｳｼﾛﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 藤山消防団 山口県
59 1729 3時間52分48秒 上杉　尚正 ｳｴｽｷﾞ ﾅｵﾏｻ - 山口県
60 1171 3時間53分01秒 吉村　昌弘 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 爆走楽笑会 山口県
61 1099 3時間53分31秒 松田　広治 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 長崎県
62 1114 3時間54分50秒 有久　善史 ｱﾘﾋｻ ﾖｼﾌﾐ 山口銀行 山口県
63 1369 3時間54分56秒 岩井原　瑞穂 ｲﾜｲﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ - 福岡県
64 1183 3時間55分54秒 田村　悠 ﾀﾑﾗ ﾕｳ - 山口県
65 1174 3時間55分58秒 西畔　武昭 ﾆｼｸﾞﾛ ﾀｹｱｷ - 新潟県
66 1045 3時間56分48秒 岡本　有岐夫 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｵ - 福岡県
67 1212 3時間57分00秒 芳崎　健一 ﾖｼｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ - 山口県
68 1068 3時間57分05秒 地引　潤 ｼﾞﾋﾞｷ ｼﾞｭﾝ - 東京都
69 1046 3時間57分20秒 田島　好一 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ - 福岡県
70 1027 3時間57分33秒 元木　康人 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ - 広島県
71 1055 3時間58分36秒 小松　伸太郎 ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 藤山消防団 山口県
72 1108 3時間59分23秒 井手　芳具 ｲﾃﾞ ﾖｼﾄﾓ - 福岡県
73 1127 4時間01分38秒 芳西　孝行 ﾎｳﾆｼ ﾀｶﾕｷ - 山口県
74 1072 4時間01分49秒 高橋　雅司 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ ＣＲ２西日本 広島県
75 1207 4時間02分06秒 竹本　洋志 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｼ - 山口県
76 1071 4時間02分50秒 武田　浩 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ - 岡山県
77 1150 4時間03分03秒 柳　秀雄 ﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 柳サブ３道場 東京都
78 1270 4時間04分10秒 森重　敦 ﾓﾘｼｹﾞ ｵｻﾑ - 山口県
79 1217 4時間04分32秒 古川　泰生 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ - 広島県
80 1325 4時間04分52秒 石川　善和 ｲｼｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ - 山口県
81 1030 4時間05分25秒 金田　陽佑 ｶﾈﾀﾞ ﾖｳｽｹ - 山口県
82 1101 4時間06分03秒 高林　慎治 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ - 京都府
83 1056 4時間06分20秒 上利　英史 ｱｶﾞﾘ ﾋﾃﾞﾌﾐ - 山口県
84 1110 4時間07分03秒 藤永　敬治 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｶﾊﾙ ＪＦＳ 山口県
85 1153 4時間07分19秒 森　正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ - 山口県
86 1331 4時間07分45秒 吉松　利樹 ﾖｼﾏﾂ ﾄｼｷ - 山口県
87 1090 4時間07分54秒 山下　裕二 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 大歳走友会 山口県
88 1170 4時間08分53秒 鬼村　将也 ｵﾆﾑﾗ ﾏｻﾔ 豊田前ランナー 山口県
89 1159 4時間09分14秒 宮崎　真之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ - 山口県
90 1095 4時間09分58秒 横山　隆志 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ - 山口県
91 1244 4時間10分24秒 松田　昭博 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 山口県国保連 山口県
92 1077 4時間10分40秒 岩木　学 ｲﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ - 山口県
93 1201 4時間11分16秒 原　克典 ﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ - 島根県
94 1149 4時間11分53秒 森　重信 ﾓﾘ ｼｹﾞﾉﾌﾞ - 福岡県
95 1173 4時間12分01秒 赤尾　和紘 ｱｶｵ ｶｽﾞﾋﾛ くだまつ絆星 山口県
96 1015 4時間12分06秒 福﨑　徹 ﾌｸｻﾞｷ ﾄｵﾙ 福岡陸協 福岡県
97 1154 4時間12分09秒 赤松　祥平 ｱｶﾏﾂ ｼｮｳﾍｲ あかまつ鍼灸院 大阪府
98 1228 4時間12分25秒 久保　勉 ｸﾎﾞ ﾂﾄﾑ 美祢市陸協 山口県
99 1112 4時間13分33秒 横山　健吾 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｺﾞ - 山口県
100 1265 4時間14分02秒 新垣　竜太 ｱﾗｶｷ ﾘｮｳﾀ - 福岡県



順位 ナンバーカード タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
101 1105 4時間14分25秒 西谷　行央 ﾆｼﾀﾆ ﾕｷｵ - 福岡県
102 1399 4時間14分30秒 河野　好男 ｺｳﾉ ﾖｼｵ 宇部空港 山口県
103 1088 4時間17分31秒 上田　豊 ｳｴﾀﾞ ﾕﾀｶ ランナーズ山口 山口県
104 1083 4時間18分17秒 赤松　陵 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ - 山口県
105 1192 4時間18分20秒 吉末　健人 ﾖｼｽｴ ｹﾝﾄ 東亜大学 山口県
106 1096 4時間18分50秒 松本　竜一 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ とくぢ苑 山口県
107 1466 4時間18分55秒 鍋山　兼一 ﾅﾍﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ - 福岡県
108 1206 4時間19分18秒 元岡　秀雄 ﾓﾄｵｶ ﾋﾃﾞｵ - 愛媛県
109 1169 4時間19分41秒 山本　健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ - 島根県
110 1049 4時間19分42秒 齋藤　謙一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ - 長崎県
111 1162 4時間20分25秒 大宮　直也 ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾔ - 山口県
112 1106 4時間20分59秒 尾倉　史晃 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｱｷ - 東京都
113 1165 4時間21分01秒 土井　直樹 ﾄﾞｲ ﾅｵｷ ツムＲＵＮ 山口県
114 1148 4時間21分07秒 兼石　篤志 ｶﾈｲｼ ｱﾂｼ - 山口県
115 1006 4時間21分38秒 杉山　力太 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｷﾀ ＮＴＴドコモ 山口県
116 1188 4時間22分47秒 東　祐輔 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｽｹ - 山口県
117 1058 4時間22分52秒 鷲崎　真一郎 ﾜｼｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ - 山口県
118 1167 4時間22分57秒 田村　浩司 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 防府市役所 山口県
119 1269 4時間23分11秒 大沼　達也 ｵｵﾇﾏ ﾀﾂﾔ - 山口県
120 1016 4時間23分49秒 林　修平 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 北田塾 千葉県
121 1075 4時間23分51秒 川島　隆明 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｱｷ 福岡陸協 福岡県
122 1161 4時間24分11秒 谷本　昌弘 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ - 山口県
123 1231 4時間24分20秒 浅沼　清 ｱｻﾇﾏ ｷﾖｼ - 山口県
124 1187 4時間25分55秒 植田　隆宏 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ - 山口県
125 1208 4時間26分04秒 友山　剛 ﾄﾓﾔﾏ ﾂﾖｼ 西部ガス情報 福岡県
126 1290 4時間26分11秒 久持　善弘 ﾋｻﾓﾁ ﾖｼﾋﾛ - 福岡県
127 1292 4時間26分24秒 永田　善郎 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾛｳ - 東京都
128 1182 4時間26分31秒 吉田　佑一郎 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 山口県
129 1094 4時間26分40秒 米森　伸幸 ﾖﾈﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ - 福岡県
130 1089 4時間26分54秒 境田　公嗣 ｻｶｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ なし 山口県
131 1050 4時間27分03秒 亀井　康司 ｶﾒｲ ｺｳｼﾞ - 香川県
132 1111 4時間27分34秒 松田　幸治 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 山口県
133 1355 4時間27分36秒 坂田　澄治 ｻｶﾀ ｽﾐﾊﾙ - 山口県
134 1241 4時間28分24秒 堀本　幹夫 ﾎﾘﾓﾄ ﾐｷｵ - 福岡県
135 1285 4時間28分34秒 山嵜　康弘 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾋﾛ - 福岡県
136 1476 4時間29分14秒 網野　宏 ｱﾐﾉ ﾋﾛｼ - 大阪府
137 1313 4時間29分46秒 斉藤　靖雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ - 山口県
138 1203 4時間30分39秒 岸山　幸博 ｷｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 船走倶楽部 山口県
139 1180 4時間30分53秒 原田　晴郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙｵ ヤマネ鉄工建設 山口県
140 1061 4時間31分21秒 横山　則幸 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ - 山口県
141 1252 4時間31分34秒 末松　健一 ｽｴﾏﾂ ｹﾝｲﾁ - 山口県
142 1340 4時間31分50秒 橋岡　勉 ﾊｼｵｶ ﾂﾄﾑ ツムラン 山口県
143 1253 4時間31分50秒 津村　周一 ﾂﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ ツムＲＵＮ 山口県
144 1232 4時間32分52秒 有田　晶三 ｱﾘﾀ ｼｮｳｿﾞｳ - 福岡県
145 1246 4時間33分12秒 村中　秀和 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ - 山口県
146 1177 4時間33分19秒 藤井　駿介 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 東洋鋼鈑 山口県
147 1287 4時間33分30秒 前田　拓也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ - 福岡県
148 1039 4時間33分32秒 諏訪部　崇 ｽﾜﾍﾞ ﾀｶｼ 野人会 福岡県
149 1250 4時間33分37秒 小園　翔平 ｺｿﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ - 福岡県
150 1137 4時間34分05秒 植中　篤史 ｳｴﾅｶ ｱﾂｼ - 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
151 1427 4時間34分37秒 松本　克彦 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 下関市役所 山口県
152 1084 4時間34分48秒 和久　吉則 ﾜｸ ﾖｼﾉﾘ 柏陵ＯＢ 大阪府
153 1074 4時間34分51秒 兼原　克也 ｶﾈﾊﾗ ｶﾂﾔ - 山口県
154 1100 4時間34分56秒 内山　晋爾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｼﾞ - 山口県
155 1168 4時間35分20秒 藤本　健太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 株式会社シマヤ 福岡県
156 1214 4時間35分27秒 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ 埼玉ふじみ野市 埼玉県
157 1164 4時間35分28秒 原田　哲夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾂｵ シマヤ 広島県
158 1152 4時間36分30秒 俵山　明 ﾀﾜﾗﾔﾏ ｱｷﾗ - 山口県
159 1146 4時間37分18秒 牧　有 ﾏｷ ﾀﾓﾂ 筑豊ＡＣ 福岡県
160 1081 4時間38分01秒 深町　裕史 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛﾌﾐ 飯塚健康工房 福岡県
161 1134 4時間38分16秒 宮本　力 ﾐﾔﾓﾄ ﾁｶﾗ - 長崎県
162 1209 4時間38分18秒 柴田　康弘 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ - 福岡県
163 1196 4時間38分47秒 二宮　万久 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋｻ 北九州ウルトラ 福岡県
164 1202 4時間39分35秒 堀部　義憲 ﾎﾘﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ - 山口県
165 1251 4時間40分06秒 渡辺　邦博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋﾛ 山口ランネット 山口県
166 1160 4時間40分15秒 陸　紀世志 ﾘｸ ｷﾖｼ ムック 山口県
167 1223 4時間41分15秒 加藤　康次 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ - 広島県
168 1155 4時間41分18秒 重光　聡朋 ｼｹﾞﾐﾂ ｱｷﾄﾓ 金川中学校 福岡県
169 1314 4時間41分30秒 船津　和典 ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾉﾘ ふなつ歯科 山口県
170 1156 4時間41分40秒 三巻　浩一 ﾐﾏｷ ｺｳｲﾁ - 山口県
171 1166 4時間42分29秒 大津　綾夫 ｵｵﾂ ｱﾔｵ - 福岡県
172 1140 4時間43分08秒 笹　昌隆 ｻｻ ﾏｻﾀｶ - 大阪府
173 1226 4時間43分09秒 石間　正浩 ｲｼﾏ ﾏｻﾋﾛ - 千葉県
174 1141 4時間44分15秒 上野　一浩 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾋﾛ クロネコＦＲＣ 山口県
175 1200 4時間44分29秒 関屋　拓亮 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ - 山口県
176 1184 4時間44分38秒 松山　文哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾔ - 京都府
177 1230 4時間44分44秒 妹藤　英彰 ｾﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ グッドイヤー 兵庫県
178 1097 4時間44分54秒 青木　裕幸 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ - 埼玉県
179 1163 4時間45分19秒 中島　新一 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｲﾁ - 福岡県
180 1390 4時間45分22秒 竹島　孝宜 ﾀｹｼﾏ ﾀｶﾖｼ 雨雲軍団 山口県
181 1186 4時間45分35秒 入江　秀徳 ｲﾘｴ ﾖｼﾉﾘ - 岡山県
182 1458 4時間46分05秒 梛野　善彦 ﾅｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 北九州ランステ 福岡県
183 1354 4時間46分13秒 安田　潤 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ - 山口県
184 1227 4時間46分16秒 加治佐　光徳 ｶｼﾞｻ ﾐﾂﾉﾘ 広島壮年走ろう 広島県
185 1337 4時間46分33秒 末永　香樹 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ - 山口県
186 1082 4時間46分41秒 薄井　政徳 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ 北田塾 埼玉県
187 1103 4時間46分46秒 高田　昌治 ﾀｶﾀ ﾏｻﾊﾙ - 山口県
188 1233 4時間46分57秒 山下　敦志 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｼ - 山口県
189 1439 4時間46分59秒 尾崎　哲也 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ - 広島県
190 1338 4時間47分05秒 岩田　修治 ｲﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ - 島根県
191 1189 4時間47分18秒 森田　友章 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｱｷ - 広島県
192 1158 4時間47分35秒 古田　和也 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾔ - 福岡県
193 1398 4時間47分53秒 吉村　法仁 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ ムック 山口県
194 1205 4時間48分04秒 田中　太 ﾀﾅｶ ﾌﾄｼ まめーず 福岡県
195 1240 4時間49分01秒 阪口　隆利 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ - 熊本県
196 1360 4時間49分20秒 濱田　正憲 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 北九州走ろう会 福岡県
197 1443 4時間49分31秒 奥　修平 ｵｸ ｼｭｳﾍｲ - 山口県
198 1568 4時間50分08秒 神田　勉 ｺｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ - 山口県
199 1254 4時間50分31秒 佐々木　永光 ｻｻｷ ﾅｶﾞﾐﾂ - 山口県
200 1318 4時間50分43秒 青谷　智晃 ｱｵﾔ ﾄﾓｱｷ - 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
201 1138 4時間50分56秒 川上　英宏 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾋﾛ - 山口県
202 1283 4時間51分25秒 森田　雅也 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ - 福岡県
203 1462 4時間52分10秒 森田　真治 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ - 島根県
204 1193 4時間52分17秒 石木　治 ｲｼｷ ｵｻﾑ 山口銀行 広島県
205 1195 4時間52分43秒 原　敬作 ﾊﾗ ｹｲｻｸ - 岡山県
206 1276 4時間53分23秒 谷　恵一郎 ﾀﾆ ｹｲｲﾁﾛｳ 東亜大学 山口県
207 1437 4時間53分55秒 吉村　国浩 ﾖｼﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ - 山口県
208 1564 4時間53分57秒 前川　慎一郎 ﾏｴｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ - 山口県
209 1377 4時間55分38秒 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ - 島根県
210 1389 4時間55分55秒 浦川　学 ｳﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ - 山口県
211 1130 4時間55分58秒 福本　雄 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳ ｋｂｒｃ 福岡県
212 1258 4時間56分50秒 山口　章 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 福岡ニコニコ会 福岡県
213 1327 4時間57分56秒 西原　公太 ﾆｼﾊﾗ ｺｳﾀ - 福岡県
214 1191 4時間57分58秒 石光　優之介 ｲｼﾐﾂ ﾕｳﾉｽｹ - 山口県
215 1109 4時間57分59秒 鍬田　浩一郎 ｸﾜﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ - 福岡県
216 1278 4時間58分10秒 宮田　泰之 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾕｷ 維新ランナーズ 山口県
217 1102 4時間58分19秒 村上　文男 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐｵ 山陽小野田市 山口県
218 1342 4時間58分30秒 久保田　知行 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ - 島根県
219 1386 4時間58分32秒 下小浦　孝仁 ｼﾓｺｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 維新ランナーズ 山口県
220 1372 4時間59分00秒 嶋本　敦史 ｼﾏﾓﾄ ｱﾂｼ シマモーターズ 山口県
221 1449 4時間59分54秒 宮本　成樹 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞｷ - 福岡県
222 1295 5時間00分20秒 森本　健治 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ まるたき呉服 山口県
223 1333 5時間01分06秒 三浦　直 ﾐｳﾗ ｽﾅｵ - 島根県
224 1092 5時間01分55秒 西川　好彦 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ チーム４２ 奈良県
225 1353 5時間02分57秒 門原　洋一 ｶ ﾄﾞﾊﾗﾖｳｲﾁ - 山口県
226 1256 5時間03分28秒 石井　博 ｲｼｲ ﾋﾛｼ - 山口県
227 1317 5時間03分58秒 大畑　雅司 ｵｵﾊﾀ ﾏｻｼ - 島根県
228 1438 5時間05分21秒 山本　敢哉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾔ チームかんや 大阪府
229 1060 5時間05分30秒 松岡　友樹 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ - 山口県
230 1098 5時間06分03秒 兼重　康裕 ｶﾈｼｹﾞ ﾔｽﾋﾛ チームともなが 山口県
231 1397 5時間06分37秒 宗楽　充将 ｿｳﾗｸ ﾐﾂﾏｻ 萩市役所陸上部 山口県
232 1266 5時間06分50秒 早田　哲郎 ｿｳﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ さくら病院 福岡県
233 1334 5時間08分09秒 深田　昌俊 ﾌｶﾀﾞ ﾏｻﾄｼ - 山口県
234 1213 5時間08分47秒 石井　孝雄 ｲｼｲ ﾀｶｵ よいどれＲＣ 千葉県
235 1238 5時間09分19秒 岡　敬三 ｵｶ ｹｲｿﾞｳ - 山口県
236 1222 5時間09分52秒 澄川　智彦 ｽﾐｶﾜ ﾄﾓﾋｺ - 山口県
237 1302 5時間10分25秒 近森　正浩 ﾁｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ - 山口県
238 1280 5時間10分41秒 石谷　孝 ｲｼﾀﾆ ｺｳ - 熊本県
239 1216 5時間11分18秒 沼田　真一 ﾇﾏﾀ ｼﾝｲﾁ ＰＬＵＢＥ 山口県
240 1190 5時間11分26秒 来島　凌汰 ｷｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ - 山口県
241 1540 5時間12分12秒 山口　博司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ カギの１１０番 山口県
242 1248 5時間12分14秒 金子　久 ｶﾈｺ ﾋｻｼ - 福岡県
243 1204 5時間12分57秒 芳崎　直人 ﾖｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ - 愛媛県
244 1261 5時間13分16秒 山田　涼雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ - 山口県
245 1472 5時間13分29秒 下村　智 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄｼ - 山口県
246 1526 5時間13分47秒 古林　利章 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ - 山口県
247 1145 5時間14分05秒 上木　東 ｳｴｷ ｱｽﾞﾏ - 広島県
248 1275 5時間14分11秒 坂本　英誠 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾅﾘ - 山口県
249 1311 5時間14分24秒 阪谷　淳 ｻｶﾀﾆ ｱﾂｼ - 山口県
250 1076 5時間14分57秒 井石　正昭 ｲｲｼ ﾏｻｱｷ - 山口県
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251 1487 5時間15分01秒 田邉　房一 ﾀﾅﾍﾞ ﾌｻｲﾁ 厚狭高校 山口県
252 1310 5時間15分58秒 伊藤　春夫 ｲﾄｳ ﾊﾙｵ - 福岡県
253 1143 5時間16分10秒 松金　義晴 ﾏﾂｶﾈ ﾖｼﾊﾙ - 山口県
254 1267 5時間16分22秒 江口　勇治 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ＳＥＣＩ 福岡県
255 1291 5時間16分25秒 渡辺　寿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 石央森組 島根県
256 1255 5時間16分39秒 大村　一文 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 福岡マスターズ 福岡県
257 1220 5時間16分59秒 東房　三喜彦 ﾄｳﾎﾞｳ ﾐｷﾋｺ - 福岡県
258 1459 5時間17分42秒 小田　晋太郎 ｵﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ - 福岡県
259 1142 5時間17分53秒 能美　忠典 ﾉｳﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ - 島根県
260 1221 5時間18分02秒 松井　崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ - 福岡県
261 1219 5時間18分24秒 谷　征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ - 福岡県
262 1348 5時間19分56秒 市川　雅貴 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｷ - 山口県
263 1237 5時間20分42秒 飯島　雅美 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 北田塾 千葉県
264 1322 5時間20分45秒 河田　光成 ｶﾜﾀ ﾐﾂﾅﾘ - 奈良県
265 1225 5時間21分06秒 村田　香 ﾑﾗﾀ ｶｵﾙ - 熊本県
266 1425 5時間22分20秒 安部　良治 ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ - 島根県
267 1542 5時間22分31秒 許斐　美治 ｺﾉﾐ ﾖｼﾊﾙ - 福岡県
268 1464 5時間22分44秒 見津　由起 ﾐﾂ ﾖｼｷ - 山口県
269 1380 5時間22分51秒 牛嶋　照男 ｳｼｼﾞﾏ ﾃﾙｵ - 福岡県
270 1129 5時間22分52秒 福井　康彦 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ - 大阪府
271 1418 5時間23分08秒 勝田　真人 ｶﾂﾀ ﾏｺﾄ - 山口県
272 1281 5時間24分15秒 徳重　秀樹 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾃﾞｷ - 山口県
273 1491 5時間24分27秒 迫　貴公 ｻｺ ﾀｶﾏｻ - 山口県
274 1157 5時間24分33秒 古田　哲也 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ - 福岡県
275 1239 5時間24分45秒 有田　喜隆 ｱﾘﾀ ﾖｼﾀｶ - 山口県
276 1423 5時間25分20秒 和田　芳弘 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 広島大学 広島県
277 1262 5時間25分42秒 小島　良平 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ セントラル高崎 群馬県
278 1319 5時間26分00秒 廣石　泰則 ﾋﾛｲｼ ﾔｽﾉﾘ 萩市 山口県
279 1086 5時間26分15秒 熊谷　晃志 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 萩二輪 山口県
280 1553 5時間26分29秒 田中　幹基 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ トクヤマ 山口県
281 1341 5時間26分42秒 楠原　浩之 ｸｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ さくら病院 福岡県
282 1104 5時間27分05秒 羽部　浩 ﾊﾍﾞ ﾋﾛｼ - 茨城県
283 1345 5時間27分23秒 植山　毅史 ｳｴﾔﾏ ﾀｹｼ ケーメック 福岡県
284 1361 5時間28分25秒 石村　源次 ｲｼﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 角島公民館ＲＦ 山口県
285 1364 5時間28分32秒 小林　信也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ - 神奈川県
286 1446 5時間29分29秒 金子　秀義 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞﾖｼ チームポン菓子 山口県
287 1368 5時間29分50秒 杉山　正治 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ ＬＰＰ熊本 熊本県
288 1409 5時間29分54秒 新江田　智司 ﾆｴﾀﾞ ｻﾄｼ 仙崎みすゞ 山口県
289 1370 5時間30分38秒 吉川　浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ - 東京都
290 1426 5時間30分38秒 長嶺　敬彦 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾋｺ 三光舎 山口県
291 1176 5時間30分55秒 三原　望 ﾐﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ - 山口県
292 1296 5時間30分55秒 野田　幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ - 北海道
293 1408 5時間31分02秒 藤田　文三 ﾌｼﾞﾀ ﾌﾞﾝｿﾞｳ なし 山口県
294 1396 5時間31分09秒 田中　健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ - 山口県
295 1371 5時間31分28秒 佐藤　一広 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ - 福岡県
296 1297 5時間31分43秒 埜辺　勝 ﾉﾍﾞ ﾏｻﾙ - 奈良県
297 1043 5時間31分48秒 中野　直樹 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 楽ラン 大阪府
298 1470 5時間31分55秒 橋口　広志 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ - 山口県
299 1467 5時間32分02秒 井町　好隼 ｲﾏﾁ ﾖｼﾄ - 山口県
300 1562 5時間32分43秒 河村　大樹 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ - 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
301 1293 5時間32分53秒 岸　雅一 ｷｼ ﾏｻｶｽﾞ - 山口県
302 1384 5時間33分05秒 北田　良仁 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 北田塾 千葉県
303 1272 5時間33分25秒 岡村　拓実 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾐ - 山口県
304 1447 5時間33分52秒 奥川　博之 ｵｸｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ やまさん 山口県
305 1300 5時間34分13秒 坂井　章 ｻｶｲ ｱｷﾗ - 東京都
306 1249 5時間34分21秒 一宮　康太郎 ｲﾁﾉﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ - 福岡県
307 1315 5時間34分26秒 中川　聡弘 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 中川会計事務所 福岡県
308 1273 5時間35分34秒 岡藤　農 ｵｶﾌｼﾞ ﾐﾉﾘ まつなが医院 山口県
309 1235 5時間36分13秒 三浦　秀仁 ﾐｳﾗ ｼｭｳｼﾞ - 山口県
310 1308 5時間36分30秒 石野　政則 ｲｼﾉ ﾏｻﾉﾘ しまねこ党呉 広島県
311 1304 5時間36分31秒 清水　洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ - 山口県
312 1533 5時間37分04秒 弥益　健太 ﾔﾏｽ ｹﾝﾀ - 山口県
313 1279 5時間37分19秒 玉水　一成 ﾀﾏﾐｽﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ チームぬるま湯 東京都
314 1125 5時間37分21秒 大島　誠 ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ 恵琉華 山口県
315 1229 5時間37分43秒 城戸　尚久 ｷﾄﾞ ﾅｵﾋｻ - 大阪府
316 1268 5時間37分43秒 奥藤　浩二 ｵｸﾄｳ ｺｳｼﾞ - 埼玉県
317 1454 5時間38分01秒 品川　博 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長門ファミリー 山口県
318 1172 5時間38分49秒 田島　直貴 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ - 山口県
319 1400 5時間38分52秒 坂根　大雅 ｻｶﾈ ﾋﾛﾏｻ - 島根県
320 1548 5時間39分02秒 平野　敦 ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 西部 山口県
321 1309 5時間39分14秒 高坪　正明 ﾀｶﾂﾎﾞ ﾏｻｱｷ - 山口県
322 1558 5時間39分29秒 大熊　大介 ｵｵｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ - 大阪府
323 1289 5時間39分41秒 羽野　茂樹 ﾊﾉ ｼｹﾞｷ - 福岡県
324 1286 5時間39分53秒 富澤　善和 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ - 福岡県
325 1490 5時間40分06秒 蓮尾　令二 ﾊｽｵ ﾚｲｼﾞ - 福岡県
326 1554 5時間40分11秒 友成　清政 ﾄﾓﾅﾘ ｷﾖﾏｻ - 山口県
327 1277 5時間40分46秒 肥中　義秀 ﾋｼﾞﾕｳ ﾖｼﾋﾃﾞ - 山口県
328 1516 5時間41分33秒 山田　中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾀﾙ 楽走会 山口県
329 1147 5時間41分37秒 鹿毛　博多 ｶｹﾞ ﾋﾛｶｽﾞ - 福岡県
330 1336 5時間41分58秒 杉本　正樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｷ ランジョグ九州 福岡県
331 1199 5時間42分37秒 河野　裕昭 ｶﾜﾉ ﾋﾛｱｷ 萩市 山口県
332 1469 5時間43分21秒 橋詰　佳典 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｼﾉﾘ - 山口県
333 1335 5時間44分17秒 小田　幹男 ｵﾀﾞ ﾐｷｵ - 山口県
334 1330 5時間44分18秒 原田　義一 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 北九州ランステ 福岡県
335 1123 5時間44分45秒 森川　明義 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ - 大阪府
336 1257 5時間44分48秒 栄田　拓也 ｴｲﾀﾞ ﾀｸﾔ - 福岡県
337 1116 5時間45分37秒 小川　英一 ｵｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ チーム男爵 山口県
338 1474 5時間46分31秒 秋田　修 ｱｷﾀ ｵｻﾑ - 山口県
339 1385 5時間46分31秒 平田　節雄 ﾋﾗﾀ ｾﾂｵ - 山口県
340 1468 5時間46分43秒 尾井　睦夫 ｵｲ ﾑﾂｵ - 山口県
341 1359 5時間47分34秒 山口　太一朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁﾛｳ 俵山ビレッジ 福岡県
342 1416 5時間47分49秒 隈元　隆之 ｸﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ - 山口県
343 1343 5時間48分36秒 石川　健一郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ - 大分県
344 1453 5時間48分53秒 小隈　道幸 ｺｸﾞﾏ ﾐﾁﾕｷ - 福岡県
345 1497 5時間49分09秒 長谷藤　作美 ﾊｾﾄｳ ｻｸﾐ - 広島県
346 1402 5時間49分20秒 上野　陽一 ｳｴﾉ ﾖｳｲﾁ 山口西京住器 山口県
347 1139 5時間49分31秒 丸髙　岳志 ﾏﾙﾀｶ ﾀｹｼ - 山口県
348 1320 5時間51分20秒 白石　眞 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ - 山口県
349 1501 5時間51分30秒 中村　稔男 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｵ 維新ランナーズ 山口県
350 1053 5時間51分42秒 小松　亮 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ - 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
351 1288 5時間52分11秒 小林　弘毅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ - 福岡県
352 1243 5時間52分31秒 伊藤　一明 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ - 山口県
353 1567 5時間52分33秒 森　洋平 ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ - 千葉県
354 1388 5時間52分41秒 小田　浩 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ エスフォー 山口県
355 1457 5時間53分09秒 瀬川　克巳 ｾｶﾞﾜ ｶﾂﾐ 萩市役所 山口県
356 1535 5時間53分30秒 月岡　大彰 ﾂｷｵｶ ﾏｻｱｷ - 熊本県
357 1514 5時間53分46秒 松本　修 ﾏﾂﾓﾄ ｵｻﾑ - 山口県
358 1415 5時間54分10秒 岩永　富士雄 ｲﾜﾅｶﾞ ﾌｼﾞｵ - 熊本県
359 1307 5時間54分31秒 中野　健 ﾅｶﾉ ｹﾝ - 山口県
360 1375 5時間54分46秒 新本　英人 ｼﾝﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ かべくらぶ 広島県
361 1305 5時間55分19秒 新松　正博 ｼﾝﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ ＥＲランナーズ 東京都
362 1560 5時間55分24秒 隅田　真二 ｽﾐﾀﾞ ｼﾝｼﾞ - 福岡県
363 1555 5時間55分27秒 大場　孝 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ ７Ｎ２ＪＦｕ 栃木県
364 1441 5時間55分54秒 佐藤　仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ - 山口県
365 1347 5時間56分01秒 吉冨　健一 ﾖｼﾄﾞﾐ ｹﾝｲﾁ - 山口県
366 1534 5時間56分43秒 河村　幸史 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷﾌﾐ - 山口県
367 1436 5時間58分18秒 石本　裕己 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ - 山口県
368 1194 5時間58分19秒 野村　泰 ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ ＡＨマ－ガス 山口県
369 1329 5時間59分04秒 吉田　和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ - 山口県
370 1356 5時間59分33秒 的場　淳朗 ﾏﾄﾊﾞ ｱﾂﾛｳ - 山口県
371 1224 5時間59分47秒 永安　克成 ﾅｶﾞﾔｽ ｶﾂﾅﾘ - 山口県
372 1433 6時間02分47秒 高木　健滋 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ スナックせつこ 山口県
373 1518 6時間02分59秒 佐藤　治 ｻﾄｳ ｵｻﾑ - 福岡県
374 1211 6時間03分15秒 山下　真平 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ - 福岡県
375 1367 6時間03分28秒 今津　郁夫 ｲﾏﾂﾞ ｲｸｵ - 兵庫県
376 1393 6時間04分51秒 木村　英裕 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ 三協アルミ 山口県
377 1210 6時間04分53秒 福島　令司 ﾌｸｼﾏ ﾚｲｼﾞ - 山口県
378 1395 6時間05分21秒 中谷　和紀 ﾅｶﾔ ｶｽﾞﾉﾘ - 広島県
379 1488 6時間05分52秒 中山　堅太郎 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ ランジョグ九州 福岡県
380 1424 6時間07分04秒 西野　利志也 ﾆｼﾉ ﾄｼﾔ - 京都府
381 1451 6時間09分08秒 平岩　豊 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾀｶ - 山口県
382 1546 6時間09分19秒 山口　潔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ - 広島県
383 1463 6時間09分19秒 吉村　達彦 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ - 山口県
384 1379 6時間09分21秒 阿部　哲之助 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾉｽｹ 福岡想山会 福岡県
385 1420 6時間09分54秒 栗本　貫之 ｸﾘﾓﾄ ｶﾝｼﾞ - 広島県
386 1321 6時間10分21秒 加藤　克美 ｶﾄｳ ｶﾂﾐ - 福岡県
387 1350 6時間11分47秒 楫野　忠宏 ｶｼﾞﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ 好日苑 福岡県
388 1387 6時間12分16秒 速水　忠久 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ - 兵庫県
389 1460 6時間12分33秒 田坂　了 ﾀｻｶ ｻﾄﾙ 前田道路株 広島県
390 1481 6時間13分25秒 中原　由博 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ - 山口県
391 1301 6時間14分14秒 野津　繁昭 ﾉﾂﾞ ｼｹﾞｱｷ ファルカタリア 山口県
392 1414 6時間14分14秒 磯部　秀隆 ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ - 山口県
393 1421 6時間14分18秒 髙木　淳 ﾀｶｷ ｼﾞｭﾝ - 千葉県
394 1323 6時間14分23秒 滑田　俊一郎 ﾅﾒﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ サンブレイク 福岡県
395 1382 6時間15分20秒 藤田　茂明 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｱｷ - 山口県
396 1376 6時間16分05秒 江副　秀樹 ｴｿﾞｴ ﾋﾃﾞｷ - 埼玉県
397 1431 6時間16分15秒 天野　努 ｱﾏﾉ ﾂﾄﾑ - 山口県
398 1417 6時間16分45秒 池田　基次 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ チーム　クニーズ 山口県
399 1734 6時間16分59秒 酒井　規雄 ｻｶｲ ﾉﾘｵ - 広島県
400 1529 6時間17分49秒 中野　功八郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾊﾁﾛｳ - 山口県
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401 1363 6時間18分12秒 吉村　典和 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ - 山口県
402 1411 6時間19分22秒 田鍋　浩樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ - 山口県
403 1298 6時間20分40秒 藤本　和昭 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ - 山口県
404 1530 6時間20分50秒 河村　昭彦 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋｺ - 山口県
405 1484 6時間21分00秒 野口　義訓 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ ロッキーＳＰ 山口県
406 1452 6時間21分14秒 漆谷　隆紀 ｳﾙｼﾀﾆ ﾀｶﾄｼ 下関楽走会 山口県
407 1303 6時間21分54秒 福田　稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ - 山口県
408 1351 6時間22分09秒 林　浩二 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ - 山口県
409 1494 6時間22分39秒 藤井　善規 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾉﾘ - 山口県
410 1135 6時間24分09秒 福山　龍治 ﾌｸﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ジャンプ 山口県
411 1482 6時間24分14秒 小山　博幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 青梅快速 東京都
412 1406 6時間25分03秒 滝川　善博 ﾀｷｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 戸畑走ろう会 福岡県
413 1383 6時間25分32秒 頼岡　実 ﾖﾘｵｶ ﾐﾉﾙ - 山口県
414 1448 6時間25分54秒 竹本　修 ﾀｹﾓﾄ ｵｻﾑ - 山口県
415 1366 6時間26分26秒 奥　省造 ｵｸ ｼｮｳｿﾞｳ 光千坊愛走会 山口県
416 1565 6時間27分12秒 川瀬　修 ｶﾜｾ ｵｻﾑ - 岡山県
417 1485 6時間27分41秒 徳永　慎一 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ - 福岡県
418 1450 6時間27分54秒 角屋　正明 ｶﾄﾞﾔ ﾏｻｱｷ - 山口県
419 1528 6時間28分05秒 土谷　昌弘 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ - 福岡県
420 1381 6時間28分53秒 船水　一成 ﾌﾅﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ - 東京都
421 1365 6時間29分15秒 若林　和孝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾀｶ - 山口県
422 1378 6時間29分37秒 山口　隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ - 神奈川県
423 1412 6時間29分51秒 渡辺　克浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ - 熊本県
424 1515 6時間29分57秒 城山　圭一 ｼﾞｮｳﾔﾏ ｹｲｲﾁ - 山口県
425 1557 6時間31分21秒 石松　元太郎 ｲｼﾏﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ - 福岡県
426 1442 6時間31分44秒 井上　圭二 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ - 福岡県
427 1551 6時間32分34秒 小澤　洋治 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ - 大阪府
428 1445 6時間32分34秒 小澤　直人 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ - 埼玉県
429 1493 6時間35分14秒 植畑　翔瑛 ｳｴﾊﾀ ｼｮｳｴｲ - 山口県
430 1498 6時間37分25秒 谷口　薫 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｵﾙ - 山口県
431 1495 6時間37分34秒 平野　浩一 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁ - 山口県
432 1496 6時間38分15秒 中野　哲朗 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾛｳ - 山口県
433 1492 6時間38分41秒 小川　弘敏 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾄｼ - 山口県
434 1419 6時間39分08秒 田中　毅 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ - 山口県
435 1549 6時間39分23秒 仙田　正文 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ - 山口県
436 1432 6時間39分25秒 日吉　浩一 ﾋﾖｼ ｺｳｲﾁ - 福岡県
437 1520 6時間39分36秒 米田　道生 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾁｵ 小串 広島県
438 1556 6時間39分43秒 秋本　高史 ｱｷﾓﾄ ﾀｶｼ - 山口県
439 1413 6時間39分59秒 有田　孝義 ｱﾘﾀ ﾀｶﾖｼ まいまい豊北 山口県
440 1434 6時間39分59秒 齋　圭一郎 ｻｲ ｹｲｲﾁﾛｳ - 山口県
441 1478 6時間40分29秒 直井　昇 ﾅｵｲ ﾉﾎﾞﾙ フル百回楽走会 香川県
442 1559 6時間40分51秒 伊藤　和章 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ - 山口県
443 1536 6時間42分09秒 木山　達也 ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ - 大阪府
444 1444 6時間42分41秒 大宮　克弘 ｵｵﾐﾔ ｶﾂﾋﾛ - 福岡県
445 1523 6時間44分20秒 宮崎　光明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 山高熱走会 山口県
446 1410 6時間45分41秒 門上　詠吾 ｶﾄﾞｶﾐ ｴｲｺﾞ ランジョグ九州 福岡県
447 1483 6時間46分27秒 高野　博 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ - 山口県
448 1544 6時間48分51秒 佐川　正之 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ アスワン山荘 山口県
449 1504 6時間48分51秒 川本　敏昭 ｶﾜﾓﾄ ﾄｼｱｷ ＳＲＣ 山口県
450 1473 6時間49分39秒 佐久間　真治 ｻｸﾏ ｼﾝｼﾞ 卯年倶楽部 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
451 1527 6時間51分06秒 竹内　克浩 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾋﾛ - 山口県
452 1405 6時間54分24秒 山根　信昭 ﾔﾏﾈ ﾉﾌﾞｱｷ - 山口県
453 1537 6時間55分32秒 平田　成人 ﾋﾗﾀ ﾅﾙﾄ - 福岡県
454 1435 6時間55分50秒 中村　史郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾛｳ - 山口県
455 1349 6時間58分52秒 三輪　由浩 ﾐﾜ ﾖｼﾋﾛ マルサン醤油 山口県
456 1332 6時間59分08秒 花戸　雄太 ﾊﾅﾄ ﾕｳﾀ - 香川県
457 1475 6時間59分48秒 藤田　一八 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ - 福岡県
458 1531 7時間00分06秒 安部　健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ - 福岡県
459 1532 7時間00分25秒 盛村　政宏 ﾓﾘﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ - 山口県
460 1503 7時間03分56秒 利田　倫昭 ﾄｼﾀﾞ ﾐﾁｱｷ - 山口県
461 1517 7時間06分52秒 音堂　昭平 ｵﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ - 広島県
462 1502 7時間07分43秒 大和　尚文 ﾔﾏﾄ ﾀｶﾌﾐ - 山口県
463 1566 7時間09分20秒 辰巳　順一 ﾀﾂﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 神奈川県
464 1561 7時間09分27秒 今任　洋就 ｲﾏﾄｳ ﾋﾛﾅﾘ - 福岡県
465 1552 7時間10分50秒 大野　尚弘 ｵｵﾉ ﾅｵﾋﾛ - 山口県
466 1352 7時間12分59秒 林　学 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ - 山口県
467 1545 7時間13分38秒 安部　修 ｱﾍﾞ ｵｻﾑ キフネ 福岡県
468 1404 7時間14分09秒 川満　武徳 ｶﾜﾐﾂ ﾀｹﾉﾘ - 熊本県
469 1500 7時間14分24秒 山本　和洋 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ - 広島県
470 1512 7時間15分01秒 内藤　善浩 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 連れランクラブ 福岡県
471 1394 7時間15分13秒 竹内　一義 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ - 福岡県
472 1506 7時間19分57秒 中村　正喜 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ - 福岡県
473 1429 7時間21分48秒 山口　久人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾄ ゼロベース 鳥取県
474 1525 7時間22分29秒 寺田　幸司 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ - 山口県
475 1513 7時間23分33秒 森田　繁雄 ﾓﾘﾀ ｼｹﾞｵ - 山口県
476 1507 7時間26分03秒 安川　茂 ﾔｽｶﾜ ｼｹﾞﾙ - 福岡県
477 1407 7時間26分40秒 澤田　裕仁 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ まいぷれ茨木市 大阪府
478 1508 7時間31分59秒 下村　雅樹 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻｷ - 長崎県
479 1486 7時間33分13秒 水野　俊裕 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ - 東京都
480 1543 7時間34分44秒 三原　重喜 ﾐﾊﾗ ｼｹﾞｷ しげちゃんズ 大分県
481 1550 7時間38分28秒 一色　祐司 ｲｯｼｷ ﾕｳｼﾞ 地球防衛軍 山口県
482 1271 7時間39分04秒 竹植　啓 ﾀｹｳｴ ｱｷﾗ - 山口県
483 1306 7時間44分02秒 徳永　雅久 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋｻ 福岡ニコニコ 福岡県


