
- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　中学生～29歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/21

スタート： 9:00:00

会場: 島根県益田市

主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

1時間08分23秒1 水野 優210 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ

1時間15分38秒2 友森 敬一郎205 東ソーﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間15分57秒3 日野 裕貴92 旭ジョガーズﾋﾉ ﾕｳｷ

1時間16分31秒4 船場 文太173 東ソーﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ

1時間16分56秒5 上野 恭平128 ｳｴﾉ ｷｮｳﾍｲ

1時間19分24秒6 原田 脩平174 東ソーﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間19分47秒7 青戸 大祐122 松江警察署ｱｵﾄ ﾀﾞｲｽｹ

1時間20分06秒8 久我 真央178 雲南市陸協ｸｶﾞ ﾏｻﾋｻ

1時間20分58秒9 塩田　誠46 山口県消防学校ｼｵﾀ ﾏｺﾄ

1時間21分19秒10 松井 大志229 ﾏﾂｲ ﾀｲｼ

1時間22分22秒11 馬場 絢也214 ＡＮＡＡＳﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾔ

1時間25分16秒12 田村　駿佑55 山口県消防学校ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1時間27分24秒13 加瀨谷　直希43 山口県消防学校ｶｾｶﾞｲ ﾅｵｷ

1時間27分47秒14 淺田　敦史71 山口県消防学校ｱｻﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間28分03秒15 末成　裕也41 山口県消防学校ｽｴﾅﾘ ﾕｳﾔ

1時間28分06秒16 早乙女 涼218 ＡＮＡＡＳｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ

1時間28分08秒17 秦　拓海48 山口県消防学校ﾊﾀ ﾀｸﾐ

1時間28分39秒18 高末　樹25 山口県消防学校ﾀｶｽｴ ｲﾂｷ

1時間28分52秒19 小倉　裕介67 山口県消防学校ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ

1時間29分00秒20 菅 明日佳155 ｽｶﾞ ｱｽｶ

1時間29分13秒21 中田 佑158 全日本空輸株式会社ﾅｶﾀ ﾕｳ

1時間29分17秒22 児玉　祐太35 山口県消防学校ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ

1時間29分20秒23 林　健太朗26 山口県消防学校ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間29分52秒24 三宅 孝平126 東ソーポリエチﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ

1時間29分57秒25 神谷 信次91 稲畑産業ｶﾐﾔ ｼﾝｼﾞ

1時間30分05秒26 根本 雅史89 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ

1時間30分06秒27 田村　悠40 山口県消防学校ﾀﾑﾗ ﾕｳ

1時間30分12秒28 両見 颯真184 ﾘｮｳｹﾝ ｿｳﾏ

1時間30分12秒29 三谷 俊介4 アントキの出工ﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

1時間30分41秒30 安田　貴一53 山口県消防学校ﾔｽﾀﾞ ｷｲﾁ

1時間30分58秒31 竹下　翼54 山口県消防学校ﾀｹｼﾀ ﾂﾊﾞｻ

1時間31分13秒32 宮本 崇徳113 山口県庁ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

1時間31分43秒33 森重　亮太朗50 山口県消防学校ﾓﾘｼｹﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1時間31分45秒34 津守　悠詩64 山口県消防学校ﾂﾓﾘ ﾕｳｼ

1時間31分50秒35 中村　拓実63 山口県消防学校ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間33分02秒36 水津　駿之介38 山口県消防学校ｽｲｽﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ

1時間33分06秒37 白木　匠56 山口県消防学校ｼﾗｷ ﾀｸﾐ

1時間33分36秒38 近藤　天輝22 山口県消防学校ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾝｷ

1時間33分51秒39 柏田　海62 山口県消防学校ｶｼﾜﾀﾞ ｶｲ

1時間33分59秒40 吉田 圭吾2 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ

1時間34分27秒41 志垣　亮太57 山口県消防学校ｼｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ

1時間35分33秒42 山尾　勇太36 山口県消防学校ﾔﾏｵ ﾕｳﾀ

1時間36分12秒43 森國 太朗170 大阪大学ﾓﾘｸﾆ ﾀﾛｳ

1時間36分13秒44 廣森　龍治70 山口県消防学校ﾋﾛﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ

1時間36分21秒45 岩﨑 俊也219 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾔ

1時間36分43秒46 生方 宏顕139 うぶランｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｱｷ

1時間37分03秒47 山﨑　翔191 益田東中学校サッカー部ﾔﾏｻｷ ｼｮｳ

1時間37分03秒48 伏谷　健太郎194 益田東中学校サッカー部ﾌｼﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間37分13秒49 黒川 祐輔167 大阪大学ｸﾛｶﾜ ﾕｳｽｹ

1時間37分21秒50 勝部　亮太206 益田ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳﾀ
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1時間37分30秒51 松﨑　壮生52 山口県消防学校ﾏﾂｻﾞｷ ｿｳｾｲ

1時間37分37秒52 松永　拓馬33 山口県消防学校ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾏ

1時間37分37秒53 八木　澄弥39 山口県消防学校ﾔｷﾞ ｽﾐﾔ

1時間37分37秒54 藏野　倫和58 山口県消防学校ｸﾗﾉ ﾐﾁﾔ

1時間37分40秒55 永峯 広基220 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛｷ

1時間37分59秒56 春木　竜太23 山口県消防学校ﾊﾙｷ ﾘｭｳﾀ

1時間38分39秒57 畑 朋寿224 ﾊﾀ ﾄﾓﾋｻ

1時間38分52秒58 小林　将大28 山口県消防学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間39分30秒59 弘中 渉127 東ソーポリエチﾋﾛﾅｶ ﾜﾀﾙ

1時間39分35秒60 河内 啓貴115 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛﾀｶ

1時間39分35秒61 坂井 隆志114 高知大学ｻｶｲ ﾀｶｼ

1時間39分47秒62 千葉　琢磨29 山口県消防学校ﾁﾊﾞ ﾀｸﾏ

1時間39分47秒63 二村　翔太27 山口県消防学校ﾌﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ

1時間40分19秒64 石田　健介32 山口県消防学校ｲｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ

1時間40分19秒65 山内　聡21 山口県消防学校ﾔﾏｳﾁ ｻﾄｼ

1時間40分39秒66 藤田 佳希85 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｷ

1時間40分53秒67 寺谷 俊紀10 島根県庁ﾃﾗﾀﾆ ﾄｼｷ

1時間41分33秒68 濱口 聖大228 島大医学部バドﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間41分36秒69 田中　渉24 山口県消防学校ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ

1時間41分36秒70 有井　瑞樹30 山口県消防学校ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ

1時間42分18秒71 友利　蓮61 山口県消防学校ﾄﾓﾄｼ ﾚﾝ

1時間42分38秒72 三谷　虎之介181 大社高校ﾐﾀﾆ ﾄﾗﾉｽｹ

1時間42分44秒73 石富 将史213 浜山中ｲｼﾄﾐ ﾏｻｼ

1時間42分47秒74 友森　聖人68 山口県消防学校ﾄﾓﾓﾘ ｱｷﾋﾄ

1時間42分48秒75 中谷　尚嗣37 山口県消防学校ﾅｶﾀﾆ ﾅｵﾂｸﾞ

1時間42分54秒76 矢野 翔平223 京都大学ﾔﾉ ｼｮｳﾍｲ

1時間43分02秒77 白井　凱将45 山口県消防学校ｼﾗｲ ﾖｼﾏｻ

1時間43分04秒78 藤田　雄也47 山口県消防学校ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ

1時間43分51秒79 野村　侑希42 山口県消防学校ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ

1時間44分01秒80 髙木　裕哉65 山口県消防学校ﾀｶｷ ﾕｳﾔ

1時間44分09秒81 大野　颯斗60 山口県消防学校ｵｵﾉ ﾊﾔﾄ

1時間44分32秒82 鎌田　拓斗140 ｶﾏﾀ ﾀｸﾄ

1時間44分40秒83 三田 和広129 駄馬ﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間44分47秒84 弘末 豊120 中電益田駅伝部ﾋﾛｽｴ ﾕﾀｶ

1時間46分27秒85 河本　直之49 山口県消防学校ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

1時間46分37秒86 石田 広之232 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分47秒87 二村　健太59 山口県消防学校ﾌﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ

1時間46分56秒88 橋本　蒼一朗153 ﾊｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間47分50秒89 両見 勘太183 ﾘｮｳｹﾝ ｶﾝﾀ

1時間48分03秒90 黒澤 大樹103 ＡＮＡエアポートサービス（株）ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ

1時間48分34秒91 前田 雅登147 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ

1時間50分01秒92 山尾 雄大116 中電益田駅伝部ﾔﾏｵ ﾕｳﾀ

1時間50分04秒93 北村 郁海8 ｷﾀﾑﾗ ｲｸﾐ

1時間50分23秒94 内海　颯51 山口県消防学校ｳﾂﾐ ﾊﾔﾃ

1時間50分23秒95 清水　奎佑34 山口県消防学校ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ

1時間50分30秒96 米田 翔吾171 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間50分41秒97 清水 健二朗102 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間50分46秒98 内田　博之66 山口県消防学校ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分48秒99 末廣　直也44 山口県消防学校ｽｴﾋﾛ ﾅｵﾔ

1時間50分49秒100 木藤　慧也31 山口県消防学校ｷﾄｳ ｹｲﾔ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　中学生～29歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/21

スタート： 9:00:00

会場: 島根県益田市

主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

1時間51分06秒101 田村 拓之111 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分14秒102 松岡　晃平100 ファーマシィ薬局ﾏﾂｵｶ ｺｳﾍｲ

1時間51分25秒103 細川　一希204 益田東中学校サッカー部ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞｷ

1時間51分36秒104 岡野 照光108 ｵｶﾉ ﾃﾙﾐﾂ

1時間52分04秒105 本田 健227 島大医学部バドﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ

1時間52分21秒106 高橋 優斗236 太陽石油ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

1時間52分34秒107 大島 陽一郎149 ｵｵｼﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間52分56秒108 安食　颯真198 益田東中学校サッカー部ｱｼﾞｷ ｿｳﾏ

1時間52分56秒109 伏谷　優佑197 益田東中学校サッカー部ﾌｼﾀﾆ ﾕｳｽｹ

1時間52分56秒110 藤島　颯太201 益田東中学校サッカー部ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾀ

1時間53分13秒111 倉田 和明124 東ソーポリエチｸﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ

1時間53分31秒112 上垣内 隆文90 益田医師会ｳｴｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ

1時間53分33秒113 北村 拓也168 大阪大学ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ

1時間53分45秒114 高橋　大和196 益田東中学校サッカー部ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

1時間53分46秒115 岡田 健志166 大阪大学ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間53分50秒116 柿原 知人215 京都大学ｶｷﾊﾗ ｱｷﾄ

1時間54分24秒117 柳生 尚明185 山口大学ﾔｷﾞｭｳ ﾅｵｱｷ

1時間54分34秒118 田中 健207 山口大学ﾀﾅｶ ｹﾝ

1時間55分29秒119 川谷 洸大112 ｶﾜﾀﾆ ｺｳﾀ

1時間55分48秒120 三上 頌太1 ファーマシィﾐｶﾐ ｼｮｳﾀ

1時間56分20秒121 門田 怜20006 大阪大学ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳ

1時間56分21秒122 大賀 拓治151 益田中学校ｵｵｶﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間56分38秒123 中村　颯冶136 小野中学校ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾔ

1時間56分41秒124 松田 敏史177 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ

1時間57分05秒125 井町 航大237 県立萩商工高等ｲﾏﾁ ｺｳﾀﾞｲ

1時間57分36秒126 佐貫 友哉80 ＭＹランランズｻﾇｷ ﾄﾓﾔ

1時間58分04秒127 盆子原 光109 ﾎﾞﾝｺﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ

1時間59分05秒128 矢野 貴之106 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ

2時間00分03秒129 島 佑輔212 ｼﾏ ﾕｳｽｹ

2時間01分20秒130 吉岡 秀216 京都大学ﾖｼｵｶ ｼｭｳ

2時間01分25秒131 中村 研9 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ

2時間01分47秒132 寺戸　雅人200 益田東中学校サッカー部ﾃﾗﾄﾞ ﾏｻﾄ

2時間02分23秒133 岡本 大那145 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾅ

2時間02分28秒134 豊田 和希186 ﾄﾖﾀ ｶｽﾞｷ

2時間02分39秒135 西原 直樹105 安芸地区医師会ﾆｼﾊﾗ ﾅｵｷ

2時間03分12秒136 山口　浩平83 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

2時間03分18秒137 岡田 仁文20004 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間04分00秒138 若宮 拓真121 ﾜｶﾐﾔ ﾀｸﾏ

2時間04分05秒139 村上　颯大134 小野中学校ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲ

2時間04分19秒140 濱田 真司163 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間05分01秒141 大畑 聖文13 ｵｵﾊﾀ ｷﾖﾌﾐ

2時間05分07秒142 松岡 大祐76 Ｓ－ｗｉｎｄﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

2時間06分08秒143 齋藤　歩夢189 益田東中学校サッカー部ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ

2時間06分10秒144 尾木　輝192 益田東中学校サッカー部ｵｷﾞ ﾋｶﾙ

2時間06分46秒145 小林 健人209 マツダ株式会社ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾄ

2時間07分18秒146 浦川 幸斗75 ｳﾗｶﾜ ﾕｷﾄ

2時間07分22秒147 野村　峻平130 ㈱テライﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ

2時間07分51秒148 中原 一成79 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間08分01秒149 中前 拓郎7 ﾅｶﾏｴ ﾀｸﾛｳ

2時間08分07秒150 弘中 一誠217 ﾋﾛﾅｶ ｲｯｾｲ
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2時間08分28秒151 田原　茉那哉193 益田東中学校サッカー部ﾀﾊﾞﾗ ﾏﾅﾔ

2時間08分43秒152 三谷　竜之介180 出雲西高校ﾐﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ

2時間08分44秒153 三谷　竣祐182 出雲二中ﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

2時間09分16秒154 島 佑治123 ｼﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間09分36秒155 藤田　尚也144 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ

2時間09分53秒156 竹内 満156 ﾀｹｳﾁ ﾐﾁﾙ

2時間09分57秒157 吉岡 和輝234 京都大学ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｷ

2時間10分11秒158 森 海斗107 江津ランニングクラブﾓﾘ ｶｲﾄ

2時間10分31秒159 儀間 裕二226 エーエヌエーエアポートサー・ｷﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間10分54秒160 湯浅　亮平81 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ﾕｱｻ ﾘｮｳﾍｲ

2時間10分55秒161 須川　昭94 ｽｶﾞﾜ ｱｷﾗ

2時間11分03秒162 石笠 たくろう143 ｲｼｶﾞｻ ﾀｸﾛｳ

2時間11分32秒163 中山 優樹87 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ

2時間12分07秒164 谷本 晃一208 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｲﾁ

2時間12分08秒165 村田 広希88 ＴＫＲﾑﾗﾀ ｺｳｷ

2時間12分28秒166 河上　耕陽202 益田東中学校サッカー部ｶﾜｶﾐ ｺｳﾖｳ

2時間12分36秒167 渡邉　裕大84 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

2時間13分16秒168 山岡 宏祐125 東ソーポリエチﾔﾏｵｶ ｺｳｽｹ

2時間13分39秒169 梨木 雄太20 ﾅｼｷ ﾕｳﾀ

2時間14分14秒170 須田 純平231 アイエヌエイエアポートサービｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間14分34秒171 三原　達也82 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ﾐﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間15分59秒172 藤川 佳也11 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾔ

2時間16分30秒173 高橋 慶志164 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼ

2時間17分15秒174 松浦　大成188 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｾｲ

2時間17分29秒175 白上　風飛203 益田東中学校サッカー部ｼﾗｶﾞﾐ ﾌﾗｲ

2時間17分29秒176 大庭　凌大195 益田東中学校サッカー部ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾄ

2時間17分40秒177 柳生 泰志175 ﾔｷﾞｭｳ ﾀｲｼ

2時間17分44秒178 大田　泰平141 ｵｵﾀ ﾀｲﾍｲ

2時間17分58秒179 古賀 卓磨159 全日本空輸株式会社ｺｶﾞ ﾀｸﾏ

2時間18分56秒180 前田 文哉225 ＡＮＡＡＳﾏｴﾀﾞ ﾌﾐﾔ

2時間18分57秒181 秋山 将太221 ＡＮＡＡＳｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ

2時間19分14秒182 竹本 一晃230 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

2時間20分03秒183 楠　陽生199 益田東中学校サッカー部ｸｽﾉｷ ﾊﾙｷ

2時間20分37秒184 田邉 秀一5 セルプ岡の辻ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間20分37秒185 山本 雅史179 ＡＮＡＡＳﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

2時間21分15秒186 福森 悠人160 ﾌｸﾓﾘ ﾕｳﾄ

2時間21分55秒187 黒田　裕介150 ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾚｰﾖﾝ(株)益田工場ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間21分58秒188 藤井　悠歩15 山口銀行ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾎ

2時間26分56秒189 大畑 州三146 ｵｵﾊﾀ ｼｭｳｿﾞｳ

2時間27分46秒190 三波 義史104 ｻﾝﾅﾐ ﾖｼﾌﾐ

2時間28分07秒191 溝口 雄一3 セルプ岡の辻ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ

2時間29分07秒192 三宅 塁93 ﾐﾔｹ ﾙｲ

2時間30分16秒193 大石　悠斗161 ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ

2時間30分31秒194 坂田 哲朗235 津和野小学校ｻｶﾀ ﾃﾂﾛｳ

2時間31分05秒195 岡田 淳司118 中電益田駅伝部ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間32分42秒196 須川　裕司131 ㈱テライｽｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間33分25秒197 松浦 寿寛19 萩慈生病院ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾋﾛ

2時間33分53秒198 長谷川　陸110 三昭技研陸上部ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｸ

2時間34分12秒199 佐々井　祥太152 益田高校ｻｻｲ ｼｮｳﾀ

2時間34分26秒200 中村　正雄133 ㈱テライﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ
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- 第11回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　中学生～29歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/10/21

スタート： 9:00:00

会場: 島根県益田市

主催: 萩・石見空港マラソン全国大会実行委員会

2時間34分31秒201 阿部 春季172 島根大学ｱﾍﾞ ﾊﾙｷ

2時間35分46秒202 吉岡　俊哉135 小野中学校ﾖｼｵｶ ｼｭﾝﾔ

2時間35分54秒203 籾井 俊介101 ﾓﾐｲ ｼｭﾝｽｹ

2時間35分59秒204 西本 和樹148 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2時間38分06秒205 沖藤 匠117 中電益田駅伝部ｵｷﾄｳ ﾀｸﾐ

2時間38分56秒206 堀内 凌佑119 中電益田駅伝部ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

2時間39分33秒207 柏木　秀隆176 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

2時間39分52秒208 杉内　光190 益田東中学校サッカー部ｽｷﾞｳﾁ ﾋｶﾙ

2時間39分53秒209 和﨑　誠138 ㈱テライﾜｻｷ ﾏｺﾄ

2時間41分53秒210 柏原　督輝99 ファーマシィ薬局ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏｻｷ

2時間45分51秒211 大棚 貴史98 ファーマシィ薬局ｵｵﾀﾅ ﾀｶｼ

2時間48分43秒212 徳冨 晃也77 Ｓ－ｗｉｎｄﾄｸﾄﾐ ｺｳﾔ

2時間50分16秒213 和﨑　昭太96 ＭＹランランズﾜｻｷ ｼｮｳﾀ

2時間52分34秒214 新田 遼平165 ｼﾝﾀ ﾘｮｳﾍｲ

2時間52分42秒215 三田 将史211 ﾐﾀ ﾏｻｼ

2時間58分20秒216 塩見 晴義73 ｼｵﾐ ﾊﾙﾖｼ

2時間58分36秒217 山田　佳嗣16 山口銀行ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ

2時間59分14秒218 長嶺　洋斗97 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾄ
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