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ハーフ男子　50歳～59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17分18秒1 大下 和広3289 ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間21分48秒2 奥田 康久3128 宇部興産ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ

1時間21分55秒3 井上 盛文3073 松江陸上クラブｲﾉｳｴ ﾓﾘﾌﾐ

1時間23分40秒4 登根 健一3229 ﾄﾈ ｹﾝｲﾁ

1時間25分40秒5 杉野 浩3068 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｼ

1時間25分47秒6 稲田　秀基3197 日清製粉東灘ｲﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間26分13秒7 藤中 紀男3072 ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ

1時間26分44秒8 熊谷 伸之3088 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間27分47秒9 村上 智彦3217 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ

1時間28分15秒10 佐々木 和夫3047 萩柔道協会ｻｻｷ ｶｽﾞｵ

1時間28分31秒11 緒方 正広3182 鳥栖市ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間30分04秒12 増本 康治3037 山陰ランクラブﾏｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間30分38秒13 森本 竜朗3074 医みやうちＲＣﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ

1時間30分44秒14 森山 浩二3024 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間30分49秒15 馬庭 豊3291 出雲村田製作所ﾏﾆﾜ ﾕﾀｶ

1時間30分56秒16 上田 正紀3108 山陽小野田市陸協ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間32分45秒17 荒薦 章二3243 ｱﾗｺﾓ ｼｮｳｼﾞ

1時間33分29秒18 森 徳之3110 ＮＭＰＲＣﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ

1時間33分31秒19 神足 学3214 ＫＲＹランナーズｺｳﾀﾘ ﾏﾅﾌﾞ

1時間33分46秒20 神出 健児3247 街道ランナーズｼﾞﾝﾃﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間34分13秒21 田中 俊朗3285 ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ

1時間34分55秒22 長府 潤3044 西ノ島ＲＣﾁｮｳﾌ ｼﾞｭﾝ

1時間35分01秒23 中村 秀明3272 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間35分01秒24 西岡 孝3193 チーム勘場屋敷ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ

1時間35分25秒25 椋　毅3086 ﾑｸ ﾀｹｼ

1時間35分34秒26 浦川 学3244 ｳﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

1時間35分36秒27 桑原 誠二3256 チームとくぢｸﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ

1時間35分43秒28 片山 重晴3180 広島西郵便局ｶﾀﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間35分56秒29 安立 朋久3109 島根県立大学出雲キャンパ・ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ

1時間36分32秒30 米村 哲次3224 ﾖﾈﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間36分36秒31 清水 健3174 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ

1時間36分41秒32 小西 勝也3179 穂波ファンランクラブｺﾆｼ ｶﾂﾔ

1時間36分48秒33 濱中 隆次20005 ﾊﾏﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ

1時間36分51秒34 野田　裕二3223 ﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間36分52秒35 奥田 達郎3082 ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

1時間36分58秒36 坂田 正明3236 ｋｏｕｍｅ道場ｻｶﾀ ﾏｻｱｷ

1時間37分11秒37 岡田 克彦3138 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間38分19秒38 後山 慎一3100 藤山消防団ｳｼﾛﾔﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間38分43秒39 出葉 真二3012 かけっこｲｽﾞﾊ ｼﾝｼﾞ

1時間39分03秒40 大田 彦二3240 萩公共サービス㈱ｵｵﾀ ﾋｺｼﾞ

1時間39分10秒41 道免 憲司3041 ﾄﾞｳﾒﾝ ｹﾝｼﾞ

1時間39分26秒42 生方 健3026 うぶランｳﾌﾞｶﾀ ﾀｹｼ

1時間39分29秒43 藤尾 敦3040 ﾌｼﾞｵ ｱﾂｼ

1時間39分59秒44 渡辺 安夫3267 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ

1時間40分29秒45 山本 輝雄3202 ムックﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｵ

1時間40分34秒46 古山　美幸3070 益田市ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

1時間40分36秒47 井町 実成3093 萩慈生病院ｲﾏﾁ ﾐﾅﾙ

1時間40分45秒48 小松 伸太郎3114 藤山消防団ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間41分01秒49 小林 徹3091 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

1時間41分02秒50 木村 信夫3250 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ
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1時間41分13秒51 伊藤 勝彦3006 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ

1時間41分20秒52 渡辺 清3084 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ

1時間41分22秒53 藤村 治人3155 三隅ようかんﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾄ

1時間41分32秒54 西 浩幸3007 ﾆｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分46秒55 大堀 智弘3221 ｵｵﾎﾘ ﾄﾓﾋﾛ

1時間42分09秒56 日下　浩二3195 吉寅商店RCｸｻｶ ｺｳｼﾞ

1時間42分39秒57 松本 智3189 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間42分57秒58 竪野 勝3015 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ

1時間43分05秒59 川野 孝二3255 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ

1時間43分41秒60 坂本 伸宏3245 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間43分58秒61 多々納 良吉3175 ﾀﾀﾉ ﾘｮｳｷﾁ

1時間43分59秒62 岡嶋 賢幸3201 山口県庁ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ

1時間44分37秒63 松島 正弘3019 広島愉快走部ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分38秒64 矢野 篤嗣3287 ＳＡＴ広島ﾔﾉ ｱﾂｼ

1時間44分44秒65 佐々木　敏一3129 ｻｻｷ ﾄｼｶｽﾞ

1時間44分49秒66 小松 聡志3150 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ

1時間45分02秒67 吉中 睦夫3066 浜田河川国道ﾖｼﾅｶ ﾑﾂｵ

1時間45分07秒68 清水 稔夫3055 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｵ

1時間45分09秒69 小森 一徳3090 貧乏ランナーｺﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間46分05秒70 大畑 雅司3016 ｵｵﾊﾀ ﾏｻｼ

1時間46分06秒71 銭本 徹3124 農試走ろう会ｾﾞﾆﾓﾄ ﾄｵﾙ

1時間46分17秒72 藤井 昭夫3005 ﾌｼﾞｲ ｱｷｵ

1時間46分21秒73 村竹 明治3157 ﾑﾗﾀｹ ｱｷﾊﾙ

1時間46分45秒74 渡辺　篤3131 米泉湖走友会ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ

1時間46分58秒75 梅田 一朗3064 ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間47分07秒76 刀禰 昌法3036 米泉湖走遊会ﾄﾈ ﾏｻﾉﾘ

1時間47分12秒77 冨倉 義宏3295 ＳＡＴﾄﾐｸﾗ ﾖｼﾋﾛ

1時間47分19秒78 宍戸 義弘3048 ｼｼﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間47分46秒79 北野 毅3061 ｷﾀﾉ ﾀｹｼ

1時間47分49秒80 杉林 泉3046 日本鋼管ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ

1時間48分03秒81 平野　辰男3145 (株)上組ﾋﾗﾉ ﾀﾂｵ

1時間48分13秒82 松橋 透3269 ﾏﾂﾊｼ ﾄｵﾙ

1時間48分37秒83 石田 裕三3281 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ

1時間49分12秒84 栗栖 弘康3296 無所属ｸﾘｽ ﾋﾛﾔｽ

1時間49分20秒85 藤井 伸浩3099 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間49分25秒86 森原 努3034 アキタ建設ﾓﾘﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間49分25秒87 林 幹太3279 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ

1時間49分27秒88 齋藤 博志3183 チームさいとうｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間49分38秒89 岡藤 秀夫3257 長府製作所ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間49分57秒90 國安 宏俊3092 ＳＭＣｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄｼ

1時間50分21秒91 相良 健3146 ｻｶﾞﾗ ﾀｹｼ

1時間50分23秒92 磯辺 英喜3160 広島壮年走ろう会ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間50分25秒93 井上　誠3141 あいき会ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ

1時間50分35秒94 増野 峰国3056 益田小学校ﾏｼﾉ ﾐﾈｸﾆ

1時間50分45秒95 荒瀬 一郎3122 ｱﾗｾ ｲﾁﾛｳ

1時間50分55秒96 原　寿郎3095 ﾊﾗ ﾋｻｵ

1時間51分24秒97 天野 和幸3167 くだまつ絆星スポーツクラブｱﾏﾉ ｶｽﾞﾕｷ

1時間51分45秒98 井上 広之3151 山口ＡＣｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分55秒99 両見 信宏3137 ﾘｮｳｹﾝ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間52分17秒100 中尾 浩史3058 トライ・アミーゴスﾅｶｵ ﾋﾛｼ
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1時間52分26秒101 郡 裕道3252 ｺｵﾘ ﾋﾛﾐﾁ

1時間52分45秒102 藤村 政昭3264 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ

1時間52分49秒103 河村 和幸3274 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1時間53分05秒104 保村 聖二3294 浜田養護学校ﾎﾑﾗ ｾｲｼﾞ

1時間53分24秒105 林原 好樹3096 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾖｼｷ

1時間53分24秒106 渡部 修司3171 ＳＡＴﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間53分28秒107 福島 寿哉3168 ﾌｸｼﾏ ﾄｼﾔ

1時間54分14秒108 宮本 悟3161 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄﾙ

1時間54分18秒109 小山 剛3010 チーム里田ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

1時間54分19秒110 松本 栄文3148 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

1時間54分41秒111 葉佐井 二朗3121 ﾊｻｲ ｼﾞﾛｳ

1時間54分51秒112 広瀬 和男3153 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ

1時間55分04秒113 池田 洋一3030 維新ランナーズｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間55分04秒114 金井 誠3133 広島愉快走部ｶﾅｲ ﾏｺﾄ

1時間55分42秒115 原田 信志3029 ＨＯＴＳﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間55分54秒116 下村 和正3140 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

1時間55分55秒117 田中 健一3077 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1時間56分12秒118 平野 利久3237 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾋｻ

1時間56分16秒119 須藤 伸治3020 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

1時間56分46秒120 永田 賢一郎3261 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間57分08秒121 木嶋 太郎3083 ｷｼﾞﾏ ﾀﾛｳ

1時間57分17秒122 錦織 昌明3126 ﾆｼｺｵﾘ ﾏｻｱｷ

1時間57分20秒123 阿武 豊3147 ｱﾝﾉ ﾕﾀｶ

1時間57分29秒124 田中 学3116 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

1時間57分45秒125 石川 耕司3115 徳山興産ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間57分47秒126 伊藤　功二3042 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間57分49秒127 田原 茂利3206 ﾀﾊﾗ ｼｹﾞﾄｼ

1時間58分17秒128 正井 千樹3062 姫路白鷺ﾏｻｲ ｾﾝｼﾞｭ

1時間58分17秒129 龍 秀幸3075 ﾘｭｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分33秒130 髙村 研治3053 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間58分41秒131 西永 浩司3025 ﾆｼﾅｶﾞ ﾋﾛｼ

1時間58分52秒132 安村 義夫3049 ﾔｽﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間58分54秒133 笠木 直彦3111 マツダ株式会社ｶｻｷ ﾅｵﾋｺ

1時間59分21秒134 平川 直人3218 キーパー駅伝部ﾋﾗｶﾜ ﾅｵﾄ

1時間59分29秒135 久沢 弘太郎3290 ＡＮＡＡＳﾋｻｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

1時間59分36秒136 溝口 信行3119 すくすくキッズクリニックﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間59分59秒137 河野 達朗3009 こうの眼科ｺｳﾉ ﾀﾂﾛｳ

2時間00分00秒138 嶋本 博至3022 ｼﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間00分22秒139 奥 悟3259 ｵｸ ｻﾄﾙ

2時間00分26秒140 安部 紀夫3162 ｱﾍﾞ ﾉﾘｵ

2時間00分37秒141 山越 淳3069 ﾔﾏｺﾞｼ ｱﾂｼ

2時間00分43秒142 山二 伸介3253 ポリテクカレッジ島根ﾔﾏﾆ ｼﾝｽｹ

2時間01分00秒143 久家 慎二3031 ｸﾔ ｼﾝｼﾞ

2時間01分31秒144 川野 英明3292 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間01分40秒145 若槻 明3271 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾗ

2時間02分21秒146 三原 教利3176 ﾐﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ

2時間02分36秒147 田中 龍男3184 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ

2時間02分42秒148 山尾　一夫3135 ﾔﾏｵ ｶｽﾞｵ

2時間03分16秒149 吉田 三夫3277 維新ランナーズﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ

2時間03分16秒150 大本 二三幸3207 ｵｵﾓﾄ ﾌﾐﾕｷ
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2時間03分23秒151 木村 修也3154 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾔ

2時間03分33秒152 神田 哲浩3166 ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ

2時間03分50秒153 須原 雅弘3078 ダイワボウレーヨンｽﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

2時間04分38秒154 三浦　浩3211 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ

2時間04分41秒155 寺内 浩二3159 ＪＧＥﾃﾗｳﾁ ｺｳｼﾞ

2時間04分46秒156 植田　潤一3132 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間04分52秒157 三浦 祐二3164 中電益田駅伝部ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間04分55秒158 中野　進3001 ﾅｶﾉ ｽｽﾑ

2時間05分29秒159 加連 之智3258 ｶﾚﾝ ﾕｷﾄﾓ

2時間06分10秒160 児高　静博3219 ｺﾀﾞｶ ｼｽﾞﾋﾛ

2時間06分31秒161 菅 正嗣3220 ｶﾝ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間06分35秒162 岡本 勝成3142 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾅﾘ

2時間07分08秒163 小森 憲二3097 ＡＮＡｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間07分35秒164 吉村 昌憲3079 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間07分36秒165 飯原 康広3050 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間07分45秒166 中川 孝3127 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間07分52秒167 和田　悟史3192 ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間07分56秒168 藤井 央己3011 ﾌｼﾞｲ ﾃﾙｷ

2時間08分35秒169 浦山 義高3200 ｳﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

2時間08分57秒170 長谷川 治秀3123 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾋﾃﾞ

2時間08分58秒171 藤井　淳3103 山口県消防学校ﾌｼﾞｲ ｱﾂｼ

2時間09分01秒172 田村 信雄3134 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

2時間09分11秒173 平谷 太3199 シマネ益田電子(株)ﾋﾗﾀﾆ ﾌﾄｼ

2時間09分35秒174 前田 文明3191 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｱｷ

2時間09分41秒175 今井 敏雄3105 朝霧会RCｲﾏｲ ﾄｼｵ

2時間10分13秒176 山本 佳志3057 西日本旅客鉄道株式会社ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

2時間10分22秒177 井上 義則3215 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ

2時間10分40秒178 川島　靖将3242 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾏｻ

2時間10分52秒179 汐見 啓介3130 ｼｵﾐ ｹｲｽｹ

2時間11分06秒180 寺井 亨3107 ﾃﾗｲ ﾄｵﾙ

2時間11分19秒181 上田 隆志3278 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間11分37秒182 野﨑 浩之3190 ﾉｻｷ ﾋﾛﾕｷ

2時間12分09秒183 坂居 昌宏3216 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間12分53秒184 橋渡 健次3260 ﾊｼﾜﾀﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間12分58秒185 久浦 一彦3284 ﾋｻｳﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間13分22秒186 國芳 康宏3136 ｸﾆﾖｼ ﾔｽﾋﾛ

2時間13分45秒187 北條 宣政3032 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間13分49秒188 山田 耕司3205 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間13分57秒189 岡田 健一3013 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間15分02秒190 木村 隆3144 ＪＣＳｷﾑﾗ ﾀｶｼ

2時間15分43秒191 山田 敦3051 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間16分02秒192 西本 悟3023 電設コンサルタンツＲＣﾆｼﾓﾄ ｻﾄﾙ

2時間16分25秒193 古河　進3002 ﾌﾙｶﾜ ｽｽﾑ

2時間16分29秒194 阿川 健二3273 ｱｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間17分30秒195 小椿 謙二3139 マツダｺﾂﾊﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間17分35秒196 小谷 勝政3186 ｺﾀﾆ ｶﾂﾏｻ

2時間17分36秒197 日向 文雄3039 ﾋﾅﾀ ﾌﾐｵ

2時間18分11秒198 狩郷 秀毅3028 株式会社ヒカリｶﾘｺﾞｳ ﾋﾃﾞｷ

2時間18分12秒199 桑原 甲成3113 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ

2時間18分14秒200 津島 良希3210 ﾂｼﾏ ﾖｼｷ
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2時間18分29秒201 一色 祐司3033 地球防衛軍忍者ｲｯｼｷ ﾕｳｼﾞ

2時間18分49秒202 田中 大作3194 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ

2時間19分17秒203 松浦 康洋3169 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間20分55秒204 今田 稔3228 ｲﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間21分02秒205 中山 栄二3226 門司税関ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ

2時間21分29秒206 中村 正樹3143 三協化成ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ

2時間22分06秒207 岡村　俊宏3172 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

2時間22分54秒208 八幡 司3222 ろうきん浜田ﾔﾜﾀ ﾂｶｻ

2時間23分01秒209 平川 学3014 ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

2時間23分37秒210 影山 仁3071 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ

2時間23分38秒211 三村 隆浩3248 広洋建設工業ﾐﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間24分03秒212 三浦 実3125 阿武測量設計ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ

2時間24分37秒213 村上  亨3239 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ

2時間24分47秒214 小山 茂樹3230 コヤマモータースｺﾔﾏ ｼｹﾞｷ

2時間25分10秒215 中田 一哉3225 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾔ

2時間25分15秒216 岡本 豊三3270 ＨＯＡＣｵｶﾓﾄ ﾄﾖｿﾞｳ

2時間25分23秒217 上野 文男3249 ｳｴﾉ ﾌﾐｵ

2時間25分38秒218 有井 能昇3038 ｱﾘｲ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間25分43秒219 白部 裕紀3282 ｼﾗﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ

2時間25分53秒220 多田 稔3120 ﾀﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間25分54秒221 伏谷 訓3104 ﾌｼﾀﾆ ｻﾄｼ

2時間26分03秒222 佐藤 正之3060 服部タイヨーｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

2時間26分27秒223 和崎 一浩3018 ﾜｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間26分39秒224 鈴木 弘3280 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間27分07秒225 中原 秀文3163 西鉄新宮ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間27分26秒226 園杭 英一3118 ｿﾉｸｲ ｴｲｲﾁ

2時間27分48秒227 大木 英明3254 ｵｵｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間29分38秒228 山下 博3043 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ

2時間29分42秒229 加藤 雄一3232 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ

2時間30分11秒230 山本 剛3266 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間32分19秒231 久保田　俊二3087 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ

2時間32分36秒232 石川 義人3188 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ

2時間33分13秒233 松本 謙吾3152 チームにょほほﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ

2時間34分46秒234 有村 泰弘3185 ｱﾘﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間34分49秒235 本村 勝巳3052 ちっちらんﾓﾄﾑﾗ ｶﾂﾐ

2時間35分23秒236 寺岡 克美3021 ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾐ

2時間36分05秒237 小山 久満3156 ｺﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ

2時間37分35秒238 酒井 龍司3178 酒井外科内科医院ｻｶｲ ﾘｭｳｼﾞ

2時間37分35秒239 永田 秀之3263 ながたクリニックﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間38分36秒240 田坂 良久3238 ﾀｻｶ ﾖｼﾋｻ

2時間39分34秒241 細野 和平3089 ﾎｿﾉ ｶｽﾞﾄｼ

2時間41分19秒242 佐久間　真治3117 ＹＭＦＧｻｸﾏ ｼﾝｼﾞ

2時間41分50秒243 吉永 裕彦3081 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾋｺ

2時間42分33秒244 水津 賢一3235 ｽｲﾂﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間43分26秒245 山根 康弘3234 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ

2時間45分46秒246 馬場 真二3106 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間50分07秒247 作野 浩三3198 ｻｸﾉ ｺｳｿﾞｳ

2時間53分24秒248 根本 英毅3213 ﾈﾓﾄ ｴｲｷ

2時間53分35秒249 長谷川　健3149 三昭技研陸上部ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ

2時間56分51秒250 内田 勉3094 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ
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2時間57分25秒251 益田 伴樹3288 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｷ

2時間58分37秒252 辻屋　誠3212 山口銀行ﾂｼﾞﾔ ﾏｺﾄ

3時間01分10秒253 沖 敏雄3065 ｵｷ ﾄｼｵ
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