
- 第12回萩・石見空港マラソン全国大会 -

ハーフ男子　50歳～59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17分55秒1 大下 和広3290 宇部市ｵｵｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間22分43秒2 佐藤 卓志3024 周南市ｻﾄｳ ﾀｶｼ

1時間23分18秒3 宮野 一弘3016 山口市ﾐﾔﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間24分44秒4 奥田 康久3120 宇部市ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ

1時間24分57秒5 熊谷 伸之3122 益田市ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間25分08秒6 登根 健一3291 廿日市ﾄﾈ ｹﾝｲﾁ

1時間26分01秒7 佐藤 裕二3249 光市ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ

1時間26分49秒8 福嶋 武則3066 周南市ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾉﾘ

1時間27分51秒9 藤中 紀男3056 岩国市ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ

1時間29分22秒10 山本 強志3194 山口市ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ

1時間30分04秒11 村上 智彦3245 宇部市ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ

1時間30分48秒12 上田 正紀3225 山陽小野田市ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間30分58秒13 坂田 正明3049 周南市ｻｶﾀ ﾏｻｱｷ

1時間31分01秒14 馬庭 豊3041 出雲市ﾏﾆﾜ ﾕﾀｶ

1時間32分18秒15 前田 満弘3218 周南市ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1時間33分01秒16 神出 健児3110 防府市ｼﾞﾝﾃﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間33分11秒17 高岡 良樹3232 下松市ﾀｶｵｶ ﾖｼｷ

1時間33分20秒18 隅田 耕作3210 下松市ｽﾐﾀﾞ ｺｳｻｸ

1時間33分25秒19 青山 彰洋3109 岡山市ｱｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

1時間33分27秒20 森山 浩二3010 出雲市ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間33分29秒21 岡 修3230 益田市ｵｶ ｵｻﾑ

1時間33分53秒22 増本 康治3087 出雲市ﾏｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間34分38秒23 大山 敏明3300 広島市ｵｵﾔﾏ ﾄｼｱｷ

1時間34分41秒24 荒薦 章二3162 松江市ｱﾗｺﾓ ｼｮｳｼﾞ

1時間34分44秒25 福田 康一郎3211 広島市ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｲﾁﾛｳ

1時間34分47秒26 井上 正明3323 久留米市ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ

1時間35分11秒27 楢林 秀記3316 萩市ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

1時間36分06秒28 江木 修二3247 浜田市ｴｷﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間36分19秒29 長尾 学3128 下関市ﾅｶﾞｵ ﾏﾅﾌﾞ

1時間36分20秒30 松橋 透3083 周南市ﾏﾂﾊｼ ﾄｵﾙ

1時間36分34秒31 藤村 治人3102 浜田市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾄ

1時間36分48秒32 道免 憲司3080 防府市ﾄﾞｳﾒﾝ ｹﾝｼﾞ

1時間37分16秒33 桑原 誠二3130 山口市ｸﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ

1時間37分16秒34 奥田 達郎3028 浜田市ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

1時間37分29秒35 古山 美幸3095 益田市ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

1時間38分03秒36 安立 朋久3117 出雲市ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ

1時間38分16秒37 神足 学3233 周南市ｺｳﾀﾘ ﾏﾅﾌﾞ

1時間38分38秒38 後山 慎一3127 宇部市ｳｼﾛﾔﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間38分48秒39 椋 毅3147 益田市ﾑｸ ﾀｹｼ

1時間38分56秒40 清水 徳雄3159 下関市ｼﾐｽﾞ ﾉﾘｵ

1時間39分24秒41 川井 元晴3047 宇部市ｶﾜｲ ﾓﾄﾊﾙ

1時間39分35秒42 木村 信夫3201 防府市ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

1時間39分36秒43 室田 浩司3253 松江市ﾑﾛﾀ ｺｳｼﾞ

1時間39分41秒44 小松 伸太郎3067 宇部市ｺﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間39分55秒45 黒田 克巳3205 出雲市ｸﾛﾀﾞ ｶﾂﾐ

1時間39分56秒46 小林 徹3037 横浜市ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

1時間41分09秒47 西 浩幸3119 雲南市ﾆｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分21秒48 渡辺 清3319 大田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ

1時間41分29秒49 大森 敬3207 尾道市ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ

1時間41分48秒50 齋藤 信久3251 益田市ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｻ
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1時間42分02秒51 小島 達也3239 山口市ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

1時間42分24秒52 原田 義之3092 防府市ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間42分45秒53 堀 重範3304 萩市ﾎﾘ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間42分46秒54 柳 和宏3164 防府市ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間42分50秒55 西村 光二3226 山口市ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ

1時間42分53秒56 大畑 雅司3021 益田市ｵｵﾊﾀ ﾏｻｼ

1時間43分02秒57 金井 誠3240 福岡市ｶﾅｲ ﾏｺﾄ

1時間43分14秒58 銭本 徹3125 山口市ｾﾞﾆﾓﾄ ﾄｵﾙ

1時間43分35秒59 井沼田 雅樹3217 光市ｲﾇﾏﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間43分53秒60 松島 正弘3015 庄原市ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分12秒61 野村 倫夫3131 周南市ﾉﾑﾗ ﾉﾘｵ

1時間44分23秒62 浦川 学3150 防府市ｳﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

1時間44分44秒63 山原 康嗣3011 松江市ﾔﾏﾊﾗ ﾔｽｼ

1時間44分45秒64 松本 智3262 益田市ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間45分02秒65 吉中 睦夫3145 浜田市ﾖｼﾅｶ ﾑﾂｵ

1時間45分26秒66 河野 好男3057 周南市ｺｳﾉ ﾖｼｵ

1時間45分40秒67 大田 彦二3257 萩市ｵｵﾀ ﾋｺｼﾞ

1時間45分42秒68 原 浩一郎3137 山口市ﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間45分58秒69 岡部 琢治3283 広島市ｵｶﾍﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間46分02秒70 岡嶋 賢幸3167 山口市ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ

1時間46分36秒71 宍戸 義弘3113 熊毛郡ｼｼﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間47分00秒72 沢井 雄一郎3034 山口市ｻﾜｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間47分07秒73 松坂 道夫3299 品川区ﾏﾂｻﾞｶ ﾐﾁｵ

1時間47分11秒74 清水 健3097 雲南市ｼﾐｽﾞ ｹﾝ

1時間47分27秒75 大石 学3100 浜田市ｵｵｲｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間47分29秒76 梅田 一朗3060 山口市ｳﾒﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

1時間47分30秒77 小田 望3084 松江市ｵﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ

1時間47分41秒78 北脇 弘之3271 広島市ｷﾀﾜｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分49秒79 中村 悟3297 京都郡ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ

1時間47分56秒80 本田 聡3241 山口市ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間47分57秒81 相良 健3169 萩市ｻｶﾞﾗ ﾀｹｼ

1時間47分58秒82 原田 信志3002 光市ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間48分06秒83 森原 努3093 周南市ﾓﾘﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間48分12秒84 米原 勝利3104 松江市ﾖﾈﾊﾗ ｶﾂﾄｼ

1時間48分14秒85 川野 孝二3294 益田市ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ

1時間48分34秒86 北野 毅3062 出雲市ｷﾀﾉ ﾀｹｼ

1時間48分48秒87 深ヶ迫 徹3138 浜田市ﾌｶｶﾞｻｺ ﾄｵﾙ

1時間49分04秒88 田中 俊朗3279 広島市ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ

1時間49分08秒89 野田 裕二3268 新見市ﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間49分22秒90 渡辺 安夫3242 周南市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｵ

1時間49分22秒91 酒井 龍司3112 浜田市ｻｶｲ ﾘｭｳｼﾞ

1時間49分26秒92 村竹 明治3208 山県郡ﾑﾗﾀｹ ｱｷﾊﾙ

1時間49分28秒93 國安 宏俊3246 防府市ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄｼ

1時間49分38秒94 多々納 良吉3038 出雲市ﾀﾀﾉ ﾘｮｳｷﾁ

1時間49分58秒95 岡村 道雄3051 下関市ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｵ

1時間50分13秒96 畑 晃典3123 山口市ﾊﾀ ｱｷﾉﾘ

1時間50分16秒97 中野 賢治3154 長門市ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間50分16秒98 賀元 修司3231 浜田市ｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

1時間50分23秒99 岡本 勝幸3275 広島市ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾕｷ

1時間50分24秒100 宮田 泰之3088 山口市ﾐﾔﾀ ﾔｽﾕｷ
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1時間50分27秒101 来島 永治3050 山口市ｷｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ

1時間50分34秒102 渡辺 寿3195 浜田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ

1時間50分37秒103 中野 進3048 福岡市ﾅｶﾉ ｽｽﾑ

1時間50分42秒104 藤井 伸浩3046 周南市ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間50分50秒105 両見 信宏3151 松江市ﾘｮｳｹﾝ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間50分57秒106 栗栖 弘康3305 広島市ｸﾘｽ ﾋﾛﾔｽ

1時間51分02秒107 肥沼 勝久3168 小平市ｺｲﾇﾏ ﾏｻﾋｻ

1時間51分03秒108 日下 浩二3295 浜田市ｸｻｶ ｺｳｼﾞ

1時間51分09秒109 林 章彦3006 世羅郡ﾊﾔｼ ｱｷﾋｺ

1時間51分24秒110 藤村 政昭3124 宇部市ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ

1時間51分27秒111 佐々木 敏一3220 江津市ｻｻｷ ﾄｼｶｽﾞ

1時間52分23秒112 平野 辰男3082 益田市ﾋﾗﾉ ﾀﾂｵ

1時間52分30秒113 三巻 浩一3027 防府市ﾐﾏｷ ｺｳｲﾁ

1時間52分50秒114 河辺 記章3276 下松市ｶﾜﾍﾞ ﾉﾘｱｷ

1時間53分02秒115 小山 剛3007 松江市ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ

1時間53分14秒116 鬼武 浩二3285 岩国市ｵﾆﾀｹ ｺｳｼﾞ

1時間53分24秒117 中島 豊文3003 さいたま市ﾅｶｼﾏ ﾄﾖﾌﾐ

1時間53分25秒118 井口 貴朗3108 千葉市ｲｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ

1時間53分49秒119 藤井 哲3196 多摩市ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ

1時間54分06秒120 辻野 佳人3065 広島市ﾂｼﾞﾉ ﾖｼﾄ

1時間54分07秒121 米田 耕司3250 松江市ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ

1時間54分11秒122 河野 達朗3052 鹿足郡ｺｳﾉ ﾀﾂﾛｳ

1時間54分13秒123 原田 弘道3264 山口市ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ

1時間54分14秒124 瀬村 英俊3237 山口市ｾﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間54分33秒125 朝山 哲也3281 下松市ｱｻﾔﾏ ﾃﾂﾔ

1時間54分55秒126 八田 一夫3005 江南市ﾊｯﾀ ｶｽﾞｵ

1時間55分30秒127 木嶋 太郎3079 山口市ｷｼﾞﾏ ﾀﾛｳ

1時間55分52秒128 廣瀬 智美3258 広島市ﾋﾛｾ ﾄﾓﾐ

1時間55分55秒129 大津 元裕3192 広島市ｵｵﾂ ﾓﾄﾋﾛ

1時間56分10秒130 貞平 慎太郎3238 防府市ｻﾀﾞﾋﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間56分20秒131 池田 洋一3070 萩市ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間56分38秒132 阿武 豊3181 山口市ｱﾝﾉ ﾕﾀｶ

1時間56分47秒133 池田 知己3155 浦安市ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

1時間57分06秒134 山根 和宏3216 雲南市ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間57分16秒135 藤井 昭夫3004 安芸郡ﾌｼﾞｲ ｱｷｵ

1時間57分17秒136 川野 英明3141 山口市ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間57分17秒137 増野 峰国3036 益田市ﾏｼﾉ ﾐﾈｸﾆ

1時間57分25秒138 田中 健一3039 宇部市ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ

1時間57分33秒139 廣石 泰則3074 萩市ﾋﾛｲｼ ﾔｽﾉﾘ

1時間57分47秒140 梶谷 房生3310 出雲市ｶｼﾞﾀﾆ ﾌｻｵ

1時間57分48秒141 野口 孝陽3322 豊岡市ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾖｳ

1時間57分50秒142 平野 利久3186 益田市ﾋﾗﾉ ﾄｼﾋｻ

1時間58分24秒143 三浦 裕二3142 浜田市ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間58分39秒144 広瀬 和男3144 出雲市ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ

1時間58分49秒145 龍 秀幸3224 防府市ﾘｭｳ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分58秒146 安村 義夫3042 鹿足郡ﾔｽﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間59分07秒147 宮本 啓治3126 長門市ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ

1時間59分16秒148 鬼武 史郎3203 岩国市ｵﾆﾀｹ ｼﾛｳ

1時間59分26秒149 松木 英3234 広島市ﾏﾂｷ ｴｲ

1時間59分27秒150 川嶋 肇3121 茨木市ｶﾜｼﾏ ﾊｼﾞﾒ
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1時間59分28秒151 平田 浩一3017 広島市ﾋﾗﾀ ｺｳｲﾁ

1時間59分29秒152 吉田 三夫3312 山口市ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ

1時間59分40秒153 福岡 数彦3191 総社市ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

2時間00分36秒154 実原 哲也3091 松江市ｼﾞﾂﾊﾗ ﾃﾂﾔ

2時間00分43秒155 鈴木 通俊3214 松江市ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄｼ

2時間01分07秒156 笠木 直彦3107 安芸郡ｶｻｷ ﾅｵﾋｺ

2時間01分12秒157 藪下 真吾3009 明石市ﾔﾌﾞｼﾀ ｼﾝｺﾞ

2時間01分20秒158 田中 学3206 益田市ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

2時間01分23秒159 山二 伸介3101 江津市ﾔﾏﾆ ｼﾝｽｹ

2時間01分33秒160 吉田 英二3259 米子市ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ

2時間01分49秒161 飯原 康広3133 広島市ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間02分01秒162 山越 淳3025 下松市ﾔﾏｺﾞｼ ｱﾂｼ

2時間02分24秒163 前田 隆3180 防府市ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間02分28秒164 児玉 典久3171 広島市ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾋｻ

2時間02分47秒165 中川 孝3033 山口市ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間02分51秒166 津永 長門3045 周南市ﾂﾅｶﾞ ﾅｶﾞﾄ

2時間03分07秒167 木原 秀樹3243 下松市ｷﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

2時間03分14秒168 小路 展弘3023 大竹市ｼｮｳｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間03分21秒169 寺岡 克美3055 春日井市ﾃﾗｵｶ ｶﾂﾐ

2時間03分25秒170 大木 義仁3190 防府市ｵｵｷ ﾖｼﾋﾄ

2時間03分26秒171 植田 潤一3115 周南市ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間03分29秒172 黒川 徹雄3001 徳島市ｸﾛｶﾜ ﾃﾂｵ

2時間03分37秒173 葉佐井 二朗3106 広島市ﾊｻｲ ｼﾞﾛｳ

2時間03分45秒174 大津 亘3278 山口市ｵｵﾂ ﾜﾀﾙ

2時間03分48秒175 宮本 悟3054 三次市ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄﾙ

2時間03分54秒176 須藤 宏3265 北九州市ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

2時間03分55秒177 三輪 義一3244 山口市ﾐﾜ ﾖｼｶｽﾞ

2時間04分10秒178 崎村 孝司3139 川辺郡ｻｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2時間04分58秒179 中村 浩3272 廿日市ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間05分00秒180 橋渡 健次3284 益田市ﾊｼﾜﾀﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間05分23秒181 森山 あとむ3308 福岡市ﾓﾘﾔﾏ ｱﾄﾑ

2時間05分36秒182 大森 健司3148 府中市ｵｵﾓﾘ ﾀｹｼ

2時間05分37秒183 多賀 昭男3094 熊本市ﾀｶﾞ ｱｷｵ

2時間05分56秒184 伊藤 功二3086 益田市ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間06分05秒185 山田 巧3149 広島市ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ

2時間06分18秒186 和崎 歳春3182 益田市ﾜｻｷ ﾄｼﾊﾙ

2時間06分41秒187 阿川 健二3314 安芸郡ｱｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間06分46秒188 小橋 寛幸3222 米子市ｺﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間06分59秒189 大坪 諭3176 広島市ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄｼ

2時間07分06秒190 奥 悟3075 大竹市ｵｸ ｻﾄﾙ

2時間07分12秒191 西永 浩司3073 山口市ﾆｼﾅｶﾞ ﾋﾛｼ

2時間07分33秒192 岡 利治3318 世田谷区ｵｶ ﾄｼﾊﾙ

2時間07分37秒193 吉川 雄三3309 浜田市ﾖｼｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ

2時間08分26秒194 浦山 義高3068 広島市ｳﾗﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

2時間08分30秒195 三浦 宏文3069 呉市ﾐｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ

2時間08分33秒196 國芳 康宏3076 山口市ｸﾆﾖｼ ﾔｽﾋﾛ

2時間08分35秒197 小森 憲二3153 益田市ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間09分49秒198 木村 幸弘3261 出雲市ｷﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ

2時間09分57秒199 須原 雅弘3183 大阪市ｽﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分58秒200 山本 仁3134 太宰府市ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ
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2時間09分59秒201 小峰 英篤3072 福岡市ｺﾐﾈ ﾋﾃﾞｱﾂ

2時間10分19秒202 前田 文明3158 益田市ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐｱｷ

2時間10分28秒203 北川 隆義3219 枚方市ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ

2時間10分35秒204 中山 昭典3152 廿日市ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾉﾘ

2時間10分42秒205 三浦 浩3256 浜田市ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ

2時間11分15秒206 田中 龍男3132 岩国市ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ

2時間11分20秒207 下村 和正3098 下関市ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

2時間11分34秒208 中原 秀文3223 古賀市ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間11分44秒209 釜谷 由貴3198 広島市ｶﾏﾀﾆ ﾕﾀｶ

2時間12分03秒210 清水 稔夫3103 防府市ｼﾐｽﾞ ﾄｼｵ

2時間13分05秒211 平川 学3058 世田谷区ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

2時間13分09秒212 汐見 啓介3029 渋谷区ｼｵﾐ ｹｲｽｹ

2時間13分52秒213 小椿 謙二3235 広島市ｺﾂﾊﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間14分04秒214 石川 義人3301 広島市ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ

2時間14分22秒215 青木 周作3081 福岡市ｱｵｷ ｼｭｳｻｸ

2時間14分28秒216 影山 仁3277 松江市ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ

2時間14分30秒217 永井 勝明3274 庄原市ﾅｶﾞｲ ｶﾂｱｷ

2時間14分33秒218 西本 悟3013 広島市ﾆｼﾓﾄ ｻﾄﾙ

2時間14分54秒219 橋本 展宏3296 防府市ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間15分20秒220 橋本 律夫3199 益田市ﾊｼﾓﾄ ﾘﾂｵ

2時間15分29秒221 松浦 康洋3012 廿日市ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間15分32秒222 百合本 宏志3197 岡山市ﾕﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間15分45秒223 長谷川 誠3307 浜田市ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2時間16分31秒224 山尾 一夫3212 松江市ﾔﾏｵ ｶｽﾞｵ

2時間16分51秒225 三原 教利3165 福山市ﾐﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ

2時間17分08秒226 的場 明彦3221 貝塚市ﾏﾄﾊﾞ ｱｷﾋｺ

2時間17分09秒227 佐久間 真治3143 山口市ｻｸﾏ ｼﾝｼﾞ

2時間17分12秒228 長谷川 治秀3303 北九州市ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾋﾃﾞ

2時間17分37秒229 柏井 功3202 浜田市ｶｼﾜｲ ｲｻｵ

2時間17分52秒230 吉村 昌憲3043 山口市ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間18分27秒231 陣内 孝教3306 大分市ｼﾞﾝﾉｳﾁ ﾀｶﾉﾘ

2時間18分40秒232 秦野 剛司3044 福岡市ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ

2時間18分54秒233 多田 稔3140 岩国市ﾀﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間18分57秒234 神田 哲浩3116 萩市ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ

2時間19分21秒235 武良 圭作3193 山口市ﾑﾗ ｹｲｻｸ

2時間19分31秒236 松本 栄文3273 山口市ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

2時間21分18秒237 水津 宏3175 横浜市ｽｲｽﾞ ﾋﾛｼ

2時間21分29秒238 田中 大作3008 山県郡ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ

2時間21分45秒239 川上 博3204 広島市ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ

2時間22分29秒240 永田 俊彦3270 東広島市ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ

2時間22分36秒241 岡村 俊宏3085 益田市ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

2時間23分16秒242 野崎 浩之3248 萩市ﾉｻｷ ﾋﾛﾕｷ

2時間25分32秒243 山本 佳志3020 大和高田市ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

2時間25分50秒244 香山 嘉行3302 萩市ｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

2時間25分57秒245 松鹿 裕3160 呉市ﾏﾂｼｶ ﾋﾛｼ

2時間26分39秒246 北條 宣政3026 浜田市ﾎｳｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間26分48秒247 村上 亨3254 益田市ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ

2時間28分07秒248 小山 久満3282 浜田市ｺﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ

2時間28分24秒249 松本 謙吾3156 山口市ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ

2時間28分58秒250 山崎 真一3209 米子市ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ
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2時間31分36秒251 橋本 秀治3170 益田市ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

2時間32分27秒252 日向 文雄3063 宇部市ﾋﾅﾀ ﾌﾐｵ

2時間32分43秒253 岡田 健一3260 川崎市ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間33分13秒254 本村 勝巳3019 山陽小野田市ﾓﾄﾑﾗ ｶﾂﾐ

2時間33分19秒255 石飛 文太郎3321 松江市ｲｼﾄﾋﾞ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

2時間34分23秒256 鈴木 弘3311 周南市ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間35分55秒257 高原 敬明3185 松山市ﾀｶﾊﾗ ﾀｶｱｷ

2時間36分31秒258 芝田 忠博3064 山鹿市ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間37分13秒259 原田 廣之3146 福岡市ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間38分32秒260 村田 活稔3089 美祢市ﾑﾗﾀ ｶﾂﾄｼ

2時間38分41秒261 永田 秀之3096 広島市ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間38分56秒262 細野 和平3184 益田市ﾎｿﾉ ｶｽﾞﾄｼ

2時間39分18秒263 津島 良希3293 廿日市ﾂｼﾏ ﾖｼｷ

2時間39分36秒264 伏谷 訓3090 益田市ﾌｼﾀﾆ ｻﾄｼ

2時間39分59秒265 大森 浩行3032 東広島市ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

2時間40分05秒266 有村 泰弘3179 山口市ｱﾘﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間41分13秒267 中島 隆3099 松江市ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ

2時間41分42秒268 中原 康博3227 益田市ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

2時間44分36秒269 麻田 恭一3178 京都市ｱｻﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ

2時間45分27秒270 福原 大輝3188 吹田市ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

2時間45分34秒271 森 紀夫3031 江東区ﾓﾘ ﾉﾘｵ

2時間45分42秒272 内田 勉3105 山口市ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ

2時間46分08秒273 水津 賢一3071 宇部市ｽｲﾂﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間48分22秒274 吉永 裕彦3035 周南市ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾋｺ

2時間48分39秒275 中村 博文3114 小郡市ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ

2時間50分44秒276 中安 敏明3078 姫路市ﾅｶﾔｽ ﾄｼｱｷ

2時間51分00秒277 岡崎 昇3236 益田市ｵｶｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ

2時間52分13秒278 原田 徹3266 周南市ﾊﾗﾀﾞ ﾄｵﾙ

3時間01分31秒279 寺尾 優3014 宇部市ﾃﾗｵ ﾏｻﾙ
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