
- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　40歳～49歳

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2019/10/20

スタート： 8:50:00

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11分44秒1 兼重 仁彦2098 宇部市ｶﾈｼｹﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間12分15秒2 藤野 浩一2104 広島市ﾌｼﾞﾉ ｺｳｲﾁ

1時間16分03秒3 鶴田 博之2193 北九州市ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間18分57秒4 森藤 望2336 廿日市ﾓﾘﾌｼﾞ ﾉｿﾞﾑ

1時間19分26秒5 川野 竜二2286 宇部市ｶﾜﾉ ﾘｭｳｼﾞ

1時間19分44秒6 梅本 幸治2050 周南市ｳﾒﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間22分57秒7 安田 育弘2271 西宮市ﾔｽﾀﾞ ｲｸﾋﾛ

1時間23分27秒8 佐伯 祐介2322 周南市ｻｴｷ ﾕｳｽｹ

1時間24分06秒9 野田 嘉彦2117 邑智郡ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間24分24秒10 増山 修次2289 萩市ﾏｼﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

1時間24分49秒11 川本 直哉2341 広島市ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ

1時間24分52秒12 山田 洋治2123 防府市ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

1時間25分05秒13 津島 正広2343 周南市ﾂｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間26分30秒14 岡﨑 龍治2295 益田市ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ

1時間26分31秒15 前原 幸司2290 山口市ﾏｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間26分48秒16 武重 亮2355 山口市ﾀｹｼｹﾞ ﾏｺﾄ

1時間26分49秒17 三木 輝彦2122 防府市ﾐｷ ﾃﾙﾋｺ

1時間27分25秒18 宝迫 達也2161 山口市ﾎｳｻｺ ﾀﾂﾔ

1時間27分33秒19 古谷 直人2067 萩市ﾌﾙﾔ ﾅｵﾄ

1時間27分41秒20 川村 真礼2269 広島市ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間27分42秒21 吉岡 義法2338 下松市ﾖｼｵｶ ﾖｼﾉﾘ

1時間27分46秒22 倉田 昇治2144 下関市ｸﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ

1時間27分47秒23 大畑 靖孝2094 益田市ｵｵﾊﾀ ﾔｽﾀｶ

1時間28分17秒24 松井 浩2348 北九州市ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ

1時間28分18秒25 柿田 智和2340 山口市ｶｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間28分24秒26 山崎 浩昭2099 邑智郡ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ

1時間28分50秒27 大久保 孝志2063 山口市ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ

1時間29分07秒28 松本 勲2133 下松市ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ

1時間29分13秒29 和田 健一2056 下関市ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間29分55秒30 沖村 卓美2266 山口市ｵｷﾑﾗ ﾀｸﾐ

1時間30分25秒31 菊池 僚2192 周南市ｷｸﾁ ﾘｮｳ

1時間30分31秒32 亀山 泰彦2238 出雲市ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間30分56秒33 山下 賢治2021 広島市ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間31分00秒34 石原 達也2131 岩国市ｲｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ

1時間31分43秒35 内山 康輔2325 名古屋市ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ

1時間32分00秒36 今村 慎二2024 周南市ｲﾏﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間32分01秒37 森田 真治2080 浜田市ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間32分01秒38 原田 一郎2165 守谷市ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間32分06秒39 山村 穣2173 長門市ﾔﾏﾑﾗ ﾕﾀｶ

1時間32分09秒40 小林 隆太2040 防府市ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ

1時間32分18秒41 牛見 貴陳2247 周南市ｳｼﾐ ﾀｶﾖｼ

1時間32分25秒42 鎌田 英明2328 広島市ｶﾏﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間32分26秒43 森川 真吾2154 広島市ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｺﾞ

1時間33分00秒44 神田 勉2107 大島郡ｺｳﾀﾞ ﾂﾄﾑ

1時間33分10秒45 坂根 輝昭2138 益田市ｻｶﾈ ﾃﾙｱｷ

1時間33分26秒46 舟橋 健2227 山口市ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀｹｼ

1時間33分34秒47 横山 隆志2274 宇部市ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間33分34秒48 平田 健2351 光市ﾋﾗﾀ ｹﾝ

1時間33分40秒49 山下 裕二2202 山口市ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間34分09秒50 別所 宏和2263 益田市ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｶｽﾞ
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1時間34分36秒51 榮福 修二2201 宇部市ｴｲﾌｸ ｼｭｳｼﾞ

1時間34分52秒52 山田 隆信2332 防府市ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ

1時間34分57秒53 岡村 武2135 光市ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間35分03秒54 中山 真志2046 下松市ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間35分04秒55 前坂 道弘2155 下松市ﾏｴｻｶ ﾐﾁﾋﾛ

1時間35分15秒56 甚田 輝幸2022 広島市ｼﾞﾝﾀ ﾃﾙﾕｷ

1時間35分20秒57 市瀬 悟2033 防府市ｲﾁﾉｾ ｻﾄﾙ

1時間35分22秒58 松永 渉2103 宇部市ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ

1時間36分14秒59 浜崎 貴昭2008 宇部市ﾊﾏｻｷ ﾀｶｱｷ

1時間36分20秒60 宅野 聡2009 益田市ﾀｸﾉ ｻﾄｼ

1時間36分27秒61 梅舎 慎二2264 周南市ｳﾒﾔ ｼﾝｼﾞ

1時間36分28秒62 桐田 紀幸2053 益田市ｷﾘﾀ ﾉﾘﾕｷ

1時間36分43秒63 佐藤 祐一2114 光市ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ

1時間37分33秒64 大浜 崇2172 熊毛郡ｵｵﾊﾏ ﾀｶｼ

1時間37分45秒65 大庭 剛志2170 益田市ｵｵﾊﾞ ﾂﾖｼ

1時間38分03秒66 中村 弘志2054 周南市ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間38分09秒67 河野 英之2304 防府市ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間38分10秒68 山本 靖雄2253 下松市ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

1時間38分21秒69 椎木 克彦2335 山口市ｼｲｷﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間38分30秒70 又葉 大毅2235 安来市ﾏﾀﾊﾞ ﾀｲｷ

1時間39分35秒71 西山 優太2064 防府市ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾀ

1時間39分37秒72 山根 大幸2194 益田市ﾔﾏﾈ ﾋﾛﾕｷ

1時間39分49秒73 棟久 誠也2150 山口市ﾑﾈﾋｻ ｾｲﾔ

1時間39分58秒74 芳西 孝行2007 山口市ﾎｳﾆｼ ﾀｶﾕｷ

1時間40分01秒75 堀越 健2082 益田市ﾎﾘｺｼ ﾀｹｼ

1時間40分10秒76 山田 幸一2071 防府市ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間40分55秒77 牧野 隆2318 米子市ﾏｷﾉ ﾀｶｼ

1時間40分56秒78 景由 英夫2093 山口市ｶｹﾞﾕ ﾋﾃﾞｵ

1時間41分13秒79 佐藤 敦史2218 大阪市ｻﾄｳ ｱﾂｼ

1時間41分50秒80 田邊 綾治2337 下松市ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ

1時間41分53秒81 高橋 武孝2006 江津市ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾉﾘ

1時間42分00秒82 山口 信太郎2028 山陽小野田市ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間42分06秒83 塩村 久恒2015 周南市ｼｵﾑﾗ ﾋｻﾂﾈ

1時間42分09秒84 賀門 武士2052 防府市ｶﾓﾝ ﾀｹｼ

1時間42分16秒85 南部 智秀2149 山口市ﾅﾝﾌﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1時間42分30秒86 池田 洋2285 松江市ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間42分35秒87 岡野 昇2057 益田市ｵｶﾉ ｽｽﾑ

1時間42分38秒88 伊藤 誠2221 周南市ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間42分41秒89 高田 典克2129 岩国市ﾀｶﾀ ﾉﾘｶﾂ

1時間42分47秒90 篠村 聡2215 益田市ｻｻﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間43分04秒91 岡本 勉2239 山口市ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ

1時間43分12秒92 原田 晴郎2283 美祢市ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙｵ

1時間43分24秒93 栢 啓次朗2088 周南市ｶﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ

1時間43分27秒94 浜口 豊2003 光市ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ

1時間43分29秒95 岸 孝史2139 出雲市ｷｼ ﾀｶｼ

1時間43分30秒96 清本 忍2296 浜田市ｷﾖﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ

1時間43分58秒97 山下 功二2354 相模原市ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ

1時間44分04秒98 徳重 正志2105 下関市ﾄｸｼｹﾞ ﾏｻｼ

1時間44分05秒99 田中 貴志2020 浜田市ﾀﾅｶ ﾀｶｼ

1時間44分20秒100 塩満 匡幸2211 萩市ｼｵﾐﾂ ﾏｻﾕｷ
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1時間44分26秒101 福知 正昭2143 周南市ﾌｸﾁ ﾏｻｱｷ

1時間44分51秒102 小林 展道2085 鳥取市ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾐﾁ

1時間44分53秒103 佐々木 裕之2305 益田市ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分56秒104 内野 晃一2303 名古屋市ｳﾁﾉ ｺｳｲﾁ

1時間44分56秒105 山本 能久2190 広島市ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

1時間45分01秒106 日下 洋2306 出雲市ﾋﾉｼﾀ ﾋﾛｼ

1時間45分08秒107 武居 正幸2321 下松市ﾀｹｽｴ ﾏｻﾕｷ

1時間45分44秒108 西田 敦成2299 北区ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾅﾘ

1時間45分51秒109 小松原 元紀2130 浜田市ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄﾉﾘ

1時間45分55秒110 斉藤 靖雄2141 萩市ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ

1時間46分02秒111 中尾 英紀2307 下関市ﾅｶｵ ﾋﾃﾞｷ

1時間46分03秒112 宇津井 智昭2048 江津市ｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ

1時間46分23秒113 河合 俊明2233 北九州市ｶﾜｲ ﾄｼｱｷ

1時間46分33秒114 飯田 善貴2065 益田市ｲｲﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間46分34秒115 川﨑 秀之2234 北九州市ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間46分44秒116 堺 文雄2205 福岡市ｻｶｲ ﾌﾐｵ

1時間46分56秒117 舩木 孝洋2273 防府市ﾌﾅｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間47分03秒118 松島 寿和2350 山口市ﾏﾂｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ

1時間47分06秒119 青木 慎太郎2018 下松市ｱｵｷ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間47分07秒120 宅野 正紀2037 益田市ﾀｸﾉ ﾏｻﾉﾘ

1時間47分26秒121 松崎 陽2212 大田区ﾏﾂｻｷ ﾖｳ

1時間47分43秒122 山本 良明2237 光市ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ

1時間48分24秒123 能美 忠典2084 浜田市ﾉｳﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ

1時間48分26秒124 小林 信宏2090 福岡市ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間48分37秒125 今田 勝雄2077 広島市ｲﾏﾀﾞ ｶﾂｵ

1時間48分42秒126 櫨元 隆2187 山口市ﾊｾﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間49分12秒127 田中 将至2258 山口市ﾀﾅｶ ﾏｻｼ

1時間49分14秒128 吉井 寿一2097 岩国市ﾖｼｲ ﾋｻｲﾁ

1時間49分45秒129 田原 淳史2017 出雲市ﾀﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

1時間49分51秒130 中山 幸司2319 広島市ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間49分55秒131 藤村 主税2148 広島市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾁｶﾗ

1時間49分58秒132 佐々井 宗徳2195 益田市ｻｻｲ ﾑﾈﾉﾘ

1時間50分03秒133 新田 弘輝2207 浜田市ﾆｯﾀ ﾋﾛｷ

1時間50分23秒134 鳥落 宏樹2199 岡山市ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ

1時間50分29秒135 中本 勇2225 江津市ﾅｶﾓﾄ ｲｻﾑ

1時間50分34秒136 大畑 達郎2159 益田市ｵｵﾊﾀ ﾀﾂﾛｳ

1時間51分13秒137 周藤 雅2229 益田市ｽﾄｳ ﾏｻﾙ

1時間51分49秒138 渡部 貴幸2345 広島市ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間51分59秒139 石田 和男2113 防府市ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ

1時間52分18秒140 北川 浩幸2121 北九州市ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分29秒141 松橋 崇2013 山口市ﾏﾂﾊｼ ﾀｶｼ

1時間52分40秒142 畝田 知一2281 浜田市ｳﾈﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間52分52秒143 末益 光雄2302 萩市ｽｴﾏｽ ﾐﾂｵ

1時間53分22秒144 岡村 匡祐2059 広島市ｵｶﾑﾗ ﾏｻｽｹ

1時間53分24秒145 橋本 宗則2310 光市ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ

1時間53分28秒146 高田 正樹2119 松江市ﾀｶﾀ ﾏｻｷ

1時間53分32秒147 福岡 武仁2178 浜田市ﾌｸｵｶ ﾀｹﾋﾄ

1時間53分40秒148 石田 充2163 名古屋市ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ

1時間53分46秒149 藤本 泰三2329 防府市ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｿﾞｳ

1時間54分05秒150 田原 弘之2061 美祢市ﾀﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ
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1時間54分19秒151 鞆川 浩二2031 周南市ﾄﾓｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間54分25秒152 山根 智2151 山口市ﾔﾏﾈ ｻﾄﾙ

1時間54分33秒153 齋藤 隆也2268 山口市ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ

1時間54分45秒154 柚木 一男2086 山陽小野田市ﾕﾉｷ ｶｽﾞｵ

1時間54分59秒155 山田 章生2327 東広島市ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ

1時間55分05秒156 中田 直弥2206 浜田市ﾅｶﾀ ﾅｵﾔ

1時間55分39秒157 柳井 喜代臣2078 益田市ﾔﾅｲ ｷﾖﾐ

1時間55分40秒158 井上 達也2125 広島市ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ

1時間55分45秒159 森友 信之2044 岩国市ﾓﾘﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間56分01秒160 藤岡 健2111 長門市ﾌｼﾞｵｶ ﾀｹｼ

1時間56分06秒161 橋本 武将2298 益田市ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾏｻ

1時間56分08秒162 尾前 秀樹2087 広島市ｵﾏｴ ﾋﾃﾞｷ

1時間56分13秒163 入里 敏之2043 岩国市ｲﾘｻﾄ ﾄｼﾕｷ

1時間57分06秒164 金谷 耕作2347 萩市ｶﾅﾔ ｺｳｻｸ

1時間57分23秒165 手嶋 輝紀2109 岩国市ﾃｼﾏ ﾃﾙﾉﾘ

1時間57分23秒166 西野 友博2317 防府市ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間57分33秒167 星 忠良2106 板橋区ﾎｼ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間57分39秒168 松本 哲也2041 山口市ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間58分06秒169 古川 卓志2070 西宮市ﾌﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ

1時間58分11秒170 亀井 靖2316 光市ｶﾒｲ ﾔｽｼ

1時間58分14秒171 杉本 正光2045 阿武郡ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ

1時間58分18秒172 在津 智2257 下松市ｻﾞｲﾂ ｻﾄｼ

1時間58分25秒173 野村 光輝2259 山陽小野田市ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ

1時間58分31秒174 松本 勇二2312 浜田市ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間58分51秒175 新良貴 元彦2198 広島市ｼﾗｷ ﾓﾄﾋｺ

1時間58分57秒176 藤井 政敏2019 山口市ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄｼ

1時間59分20秒177 木村 大輔2012 浜田市ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間59分40秒178 鍋山 兼一2250 福岡市ﾅﾍﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間59分43秒179 小田川 勇樹2081 益田市ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ

1時間59分50秒180 松本 剛志2185 松江市ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間00分12秒181 栗栖 史生2226 益田市ｸﾘｽ ﾌﾐｵ

2時間00分26秒182 田頭 宜典2112 周南市ﾀｶﾞｼﾗ ﾖｼﾉﾘ

2時間00分26秒183 長尾 隆2156 宇部市ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ

2時間00分27秒184 篠原 一仁2164 山口市ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間00分46秒185 岩見 吉晃2181 生駒市ｲﾜﾐ ﾖｼｱｷ

2時間00分56秒186 祝部 寿行2311 出雲市ﾎｳﾘ ﾋｻﾕｷ

2時間01分14秒187 市木 拓男2076 山口市ｲﾁｷﾞ ﾀｸｵ

2時間01分18秒188 松尾 直樹2120 北九州市ﾏﾂｵ ﾅｵｷ

2時間01分20秒189 鶴海 芳久2062 山口市ﾂﾙﾐ ﾖｼﾋｻ

2時間01分36秒190 又賀 輝佳2014 益田市ﾏﾀｶ ﾃﾙﾖｼ

2時間01分45秒191 井川 泰2162 益田市ｲｶﾞﾜ ﾔｽｼ

2時間01分50秒192 上野 裕司2169 山口市ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞ

2時間01分58秒193 三浦 靖浩2055 浜田市ﾐｳﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間02分17秒194 小松原 慎介2293 益田市ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｽｹ

2時間02分17秒195 金築 暁2036 出雲市ｶﾈﾂｷ ｻﾄﾙ

2時間02分18秒196 岩本 富士久2300 松江市ｲﾜﾓﾄ ﾌｼﾞﾋｻ

2時間02分26秒197 松田 亮2224 広島市ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ

2時間02分49秒198 平松 慎司2242 山口市ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ

2時間02分56秒199 新谷 敦司2196 益田市ｼﾝﾀﾆ ｱﾂｼ

2時間03分09秒200 角田 賢二2186 益田市ｶｸﾀ ｹﾝｼﾞ
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2時間03分14秒201 安達 広和2270 浜田市ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間03分20秒202 村上 丈伸2208 米子市ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾉﾌﾞ

2時間03分53秒203 森本 力2042 世田谷区ﾓﾘﾓﾄ ﾁｶﾗ

2時間04分03秒204 西村 哲史2297 松江市ﾆｼﾑﾗ ﾃﾂｼ

2時間04分05秒205 和崎 幸秀2005 益田市ﾜｻｷ ﾕｷﾋﾃﾞ

2時間04分14秒206 串崎 卓扶2240 益田市ｸｼｻﾞｷ ﾀｸｵ

2時間04分39秒207 澄川 和宏2191 益田市ｽﾐｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間04分46秒208 中田 陽2166 大田市ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間04分55秒209 栗原 淳史2349 山陽小野田市ｸﾘﾊﾗ ｱﾂｼ

2時間05分49秒210 齋藤 公孝2184 益田市ｻｲﾄｳ ｷﾐﾀｶ

2時間05分52秒211 中山 智之2132 高槻市ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

2時間06分55秒212 赤星 寛2346 西条市ｱｶﾎﾞｼ ﾋﾛｼ

2時間07分02秒213 神崎 亮一2072 周南市ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ

2時間07分07秒214 中島 伸博2002 周南市ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間07分09秒215 山中 一志2222 北九州市ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｼ

2時間08分17秒216 元森 武史2228 光市ﾓﾄﾓﾘ ﾀｹｼ

2時間08分26秒217 片桐 慶2243 江津市ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲ

2時間08分48秒218 若山 喜和2320 京都市ﾜｶﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ

2時間09分09秒219 影山 仁志2010 豊川市ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ

2時間09分20秒220 三輪 博志2160 太宰府市ﾐﾜ ﾋﾛｼ

2時間09分21秒221 藤江 満2236 出雲市ﾌｼﾞｴ ﾐﾂﾙ

2時間09分42秒222 桑原 威彦2069 下松市ｸﾜﾊﾗ ﾀｹﾋｺ

2時間10分18秒223 三浦 健二2323 加古川市ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間11分23秒224 松尾 洋20005 熊本市ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ

2時間11分35秒225 前田 伸也2016 益田市ﾏｴﾀﾞ ｼﾝﾔ

2時間12分03秒226 高橋 覚2220 益田市ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

2時間12分05秒227 下小浦 孝仁2001 山口市ｼﾓｺｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間14分12秒228 石飛 臣一郎2167 萩市ｲｼﾄﾋﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間14分14秒229 中島 光太郎2023 益田市ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ

2時間14分16秒230 森 俊輔2232 北九州市ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

2時間14分58秒231 石田 克久2223 益田市ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｻ

2時間15分09秒232 片岡 竜樹2272 長門市ｶﾀｵｶ ﾘｭｳｷ

2時間15分25秒233 浦野 幸司2249 下関市ｳﾗﾉ ｺｳｼﾞ

2時間15分29秒234 松村 博之2276 松江市ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間15分31秒235 山本 和之2115 雲南市ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

2時間15分33秒236 三宅 雅生2216 下松市ﾐﾔｹ ﾏｻｵ

2時間16分00秒237 渡部 有一朗2101 出雲市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間16分43秒238 柴 貴治2197 横浜市ｼﾊﾞ ﾀｶﾊﾙ

2時間16分46秒239 石本 裕己2083 山陽小野田市ｲｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間16分47秒240 永戸 信吾2174 益田市ﾅｶﾞﾄ ｼﾝｺﾞ

2時間17分01秒241 納 幸平2060 神戸市ｵｻﾒ ｺｳﾍｲ

2時間17分39秒242 畑岡 満男2265 浜田市ﾊﾀｵｶ ﾐﾂｵ

2時間17分46秒243 末田 修一2091 山口市ｽｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

2時間18分18秒244 土江 隆2182 雲南市ﾂﾁｴ ﾀｶｼ

2時間18分25秒245 坪内 健2136 益田市ﾂﾎﾞｳﾁ ｹﾝ

2時間18分30秒246 中野 隆一2134 広島市ﾅｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ

2時間18分48秒247 石浦 万平2292 山県郡ｲｼｳﾗ ﾏﾝﾍﾟｲ

2時間18分53秒248 大野 智明2140 益田市ｵｵﾉ ﾄﾓｱｷ

2時間18分56秒249 津村 周一2051 山口市ﾂﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

2時間19分35秒250 原 周司2102 出雲市ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ
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2時間20分32秒251 野山 友志2241 美祢市ﾉﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

2時間20分42秒252 安井 章2189 岡山市ﾔｽｲ ｱｷﾗ

2時間21分19秒253 岡田 裕之2030 山口市ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間21分33秒254 寺川 一成2142 東広島市ﾃﾗｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間21分47秒255 吉津 哲夫2252 萩市ﾖｼﾂﾞ ﾃﾂｵ

2時間22分33秒256 岡崎 充博2034 益田市ｵｶｻﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ

2時間22分42秒257 浅野 充邦2254 府中市ｱｻﾉ ﾐﾂｸﾆ

2時間22分52秒258 中村 和宏2282 広島市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間23分56秒259 多田 修之2038 萩市ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間23分56秒260 森山 浩2248 岩国市ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間24分03秒261 中本 成忠2146 広島市ﾅｶﾓﾄ ｼｹﾞﾀﾀﾞ

2時間24分16秒262 生駒 豊2153 防府市ｲｺﾏ ﾕﾀｶ

2時間24分28秒263 湊 勝博2066 浜田市ﾐﾅﾄ ｶﾂﾋﾛ

2時間24分39秒264 山中 勝昭2004 岩国市ﾔﾏﾅｶ ｶﾂｱｷ

2時間25分31秒265 福田 誠次2330 柳井市ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間25分36秒266 芳川 裕章2256 浜田市ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ

2時間27分03秒267 坂村 慶明2278 益田市ｻｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間27分50秒268 岩本 徳人2032 萩市ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ

2時間28分09秒269 春名 秀輝2152 山口市ﾊﾙﾅ ﾋﾃﾞｷ

2時間28分23秒270 小松 亮太2279 岩国市ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ

2時間28分29秒271 大迫 崇史2284 出雲市ｵｵｻｺ ﾀｶﾌﾐ

2時間29分04秒272 景岡 一幸2213 周南市ｶｹﾞｵｶ ｶｽﾞﾕｷ

2時間29分30秒273 河野 典文2244 広島市ｺｳﾉ ﾉﾘﾌﾐ

2時間29分32秒274 森谷 浩昌2039 益田市ﾓﾘﾀﾆ ﾋﾛﾏｻ

2時間30分52秒275 寺門 弘悦2314 浜田市ﾃﾗｶﾄﾞ ﾋﾛﾖｼ

2時間31分05秒276 三浦 真吾2251 萩市ﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ

2時間32分25秒277 山口 亮一2079 糟屋郡ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ

2時間33分15秒278 大畑 友二2267 益田市ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間33分32秒279 長尾 純一2246 松江市ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間33分45秒280 井口 亘2219 姫路市ｲｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ

2時間33分58秒281 豊田 政昭2188 山口市ﾄﾖﾀ ﾏｻｱｷ

2時間34分06秒282 古志野 成則2230 松江市ｺｼﾉ ﾏｻﾉﾘ

2時間34分33秒283 石根 昌幸2068 浜田市ｲｼﾈ ﾏｻﾕｷ

2時間37分05秒284 谷口 晃久2245 廿日市市ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ

2時間38分24秒285 古田 晃一朗2209 益田市ﾌﾙﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間39分31秒286 岩田 隆寿2176 諫早市ｲﾜﾀ ﾀｶﾋｻ

2時間41分22秒287 永吉 博文2049 大野城市ﾅｶﾞﾖｼ ﾋﾛﾌﾐ

2時間46分06秒288 岩見 隆広2353 岩国市ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ

2時間51分18秒289 菖蒲 賢2344 安芸郡ｼｮｳﾌﾞ ｻﾄｼ

2時間57分29秒290 松本 大樹2025 河内長野市ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

Athlete-Tag by CHOPPER


