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1時間10分38秒1 友森 敬一郎141 周南市ﾄﾓﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間10分48秒2 園山 健太96 出雲市ｿﾉﾔﾏ ｹﾝﾀ

1時間10分56秒3 高見 雄飛214 長門市ﾀｶﾐ ﾕｳﾋ

1時間11分18秒4 永井 雄128 雲南市ﾅｶﾞｲ ﾕｳ

1時間12分29秒5 深谷 慧13 出雲市ﾌｶﾀﾆ ｻﾄﾙ

1時間17分11秒6 上野 恭平2 山口市ｳｴﾉ ｷｮｳﾍｲ

1時間21分11秒7 日野 裕貴118 江津市ﾋﾉ ﾕｳｷ

1時間23分54秒8 湯原 通章76 山口市ﾕﾊﾗ ﾐﾁｱｷ

1時間24分14秒9 河谷 玲央30 山口市ｶﾜﾀﾆ ﾚｵ

1時間25分40秒10 中村 良119 下関市ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間25分46秒11 山田 健太郎21 周南市ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間27分32秒12 三宅 孝平101 周南市ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ

1時間28分28秒13 塩滿 裕一144 神戸市ｼｵﾐﾂ ﾕｳｲﾁ

1時間28分58秒14 山本 純平59 山口市ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間29分07秒15 相本 直樹12 下松市ｱｲﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間29分21秒16 新森 直人110 益田市ｼﾝﾓﾘ ﾅｵﾄ

1時間29分36秒17 水野 優195 成田市ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ

1時間29分37秒18 三谷 俊介20 益田市ﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

1時間30分56秒19 栗原 葵213 山陽小野田市ｸﾘﾊﾗ ｱｵｲ

1時間31分20秒20 楠橋 亮太5 今治市ｸｽﾊｼ ﾘｮｳﾀ

1時間31分46秒21 幾度 世那37 山口市ｲｸﾄﾞ ｾﾅ

1時間32分15秒22 佐野 楓69 山口市ｻﾉ ﾌｳｶﾞ

1時間32分36秒23 河口 優一45 山口市ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ

1時間34分00秒24 伊東 諒亮68 山口市ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

1時間35分21秒25 児玉 嵩史120 品川区ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ

1時間35分22秒26 中山 元気63 山口市ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

1時間36分25秒27 松永 正治168 周南市ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｼﾞ

1時間37分19秒28 森脇 裕史9 岡山市ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛｼ

1時間37分25秒29 林 祐弥54 山口市ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ

1時間37分35秒30 大谷 健斗72 山口市ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ

1時間37分40秒31 中野 飛雅42 山口市ﾅｶﾉ ﾋｭｳｶﾞ

1時間37分43秒32 冨永 明弘41 山口市ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間38分03秒33 チラ・アレクサンダー175 益田市ﾁﾗ･ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ

1時間39分05秒34 中隈 愛大32 山口市ﾅｶｸﾏ ﾏﾅﾄ

1時間39分23秒35 平田 将大55 山口市ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間39分47秒36 山本 優太18 広島市ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ

1時間39分54秒37 吉村 圭二29 山口市ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ

1時間39分56秒38 野村 峻平178 益田市ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間40分31秒39 田﨑 賢人79 山口市ﾀｻｷ ｹﾝﾄ

1時間41分16秒40 三浦 郁弥27 山口市ﾐｳﾗ ｲｸﾔ

1時間41分24秒41 梅本 翼183 周南市ｳﾒﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

1時間41分28秒42 生方 宏顕3 山陽小野田市ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛｱｷ

1時間41分31秒43 山村 司60 山口市ﾔﾏﾑﾗ ﾂｶｻ

1時間41分50秒44 寺戸 將人126 益田市ﾃﾗﾄﾞ ｼｮｳﾄ

1時間42分11秒45 藤田 剛生24 山口市ﾌｼﾞﾀ ｺﾞｳｷ

1時間42分43秒46 田中 諒6 美祢市ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

1時間42分46秒47 由良 陛登26 山口市ﾕﾗ ﾍｲﾄ

1時間42分48秒48 高田 啓佑52 山口市ﾀｶﾀﾞ ｹｲｽｹ

1時間42分48秒49 青木 達磨151 益田市ｱｵｷ ﾀﾂﾏ

1時間42分59秒50 徳田 裕81 山口市ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛｼ
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1時間43分22秒51 永田 辰輝38 山口市ﾅｶﾞﾀ ﾀﾂｷ

1時間43分25秒52 伊藤 大洋99 周南市ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

1時間43分47秒53 大瀧 尚一郎108 吹田市ｵｵﾀｷ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

1時間44分20秒54 馬場 絢也176 川崎市ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾔ

1時間44分28秒55 山本 遼太205 浜田市ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

1時間44分54秒56 安村 真男74 山口市ﾔｽﾑﾗ ﾏｵ

1時間44分58秒57 木村 諒77 山口市ｷﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間45分24秒58 三谷 虎之介188 出雲市ﾐﾀﾆ ﾄﾗﾉｽｹ

1時間45分29秒59 早乙女 涼181 川崎市ｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ

1時間45分37秒60 田中 佑真83 山口市ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ

1時間45分38秒61 横山 大地82 山口市ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

1時間45分53秒62 船附 洋史211 西伯郡ﾌﾅﾂｷ ﾋﾛｼ

1時間45分58秒63 三浦 秀弥70 山口市ﾐｳﾗ ｼｭｳﾔ

1時間45分58秒64 田村 珠二25 山口市ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾆ

1時間46分00秒65 中村 開斗47 山口市ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

1時間46分15秒66 大石 遼河40 山口市ｵｵｲｼ ﾘｮｳｶﾞ

1時間46分19秒67 田中 京宥67 山口市ﾀﾅｶ ｷｮｳｽｹ

1時間46分26秒68 土田 愛貴44 山口市ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間46分49秒69 鍛冶 純平85 山口市ｶｼﾞ ｼﾞｭﾍﾟｲ

1時間46分55秒70 戸坂 敦46 山口市ﾄｻｶ ｱﾂｼ

1時間47分00秒71 菅 明日佳102 益田市ｽｶﾞ ｱｽｶ

1時間47分21秒72 中原 直輝84 山口市ﾅｶﾊﾗ ﾅｵｷ

1時間47分25秒73 江口 哲彦121 品川区ｴｸﾞﾁ ﾃﾂﾋｺ

1時間47分28秒74 山田 真司56 山口市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間47分31秒75 副島 大典78 山口市ｿｴｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間47分32秒76 川本 哲実75 山口市ｶﾜﾓﾄ ﾃﾂﾏ

1時間47分32秒77 中村 将人66 山口市ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ

1時間47分35秒78 繁永 諒64 山口市ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾘｮｳ

1時間47分44秒79 徳永 航志郎31 山口市ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｼﾛｳ

1時間48分00秒80 花井 剛太48 山口市ﾊﾅｲ ｺﾞｳﾀ

1時間48分01秒81 中野 光貴33 山口市ﾅｶﾉ ｺｳｷ

1時間48分30秒82 大畑 成192 周南市ｵｵﾊﾀ ｱｷﾗ

1時間48分37秒83 田中 俊成49 山口市ﾀﾅｶ ﾄｼﾅﾘ

1時間48分43秒84 福田 壮97 周南市ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間48分48秒85 宗森 雄哉36 山口市ﾑﾈﾓﾘ ﾕｳﾔ

1時間48分53秒86 山中 晴希57 山口市ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ

1時間48分54秒87 岩藤 敬宏35 山口市ｲﾜﾌｼﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分56秒88 小林 徳明86 山口市ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ

1時間48分57秒89 前田 楓悟51 山口市ﾏｴﾀﾞ ﾌｳｺﾞ

1時間49分16秒90 藤田 佳希106 松江市ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｷ

1時間49分19秒91 藤井 蓮己39 山口市ﾌｼﾞｲ ﾚﾝｷ

1時間49分26秒92 中村 颯冶153 益田市ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾔ

1時間49分28秒93 日野 豪大23 山口市ﾋﾉ ｺﾞｳﾀﾞｲ

1時間49分28秒94 奥田 諒53 山口市ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間49分35秒95 野村 巧士郎62 山口市ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ

1時間49分40秒96 川田 琉晟34 山口市ｶﾜﾀ ﾘｭｳｾｲ

1時間49分50秒97 大賀 成人107 萩市ｵｵｶ ﾅﾙﾄ

1時間49分56秒98 畠山 彬185 練馬区ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾗ

1時間49分56秒99 吉川 隼人186 大田区ﾖｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

1時間50分00秒100 大海 航平71 山口市ｵｵｳﾐ ｺｳﾍｲ
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1時間50分01秒101 田中 裕作169 松江市ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ

1時間50分23秒102 ツジ マサ177 山口市ﾂｼﾞ ﾏｻ

1時間50分40秒103 武田 郁弥124 益田市ﾀｹﾀﾞ ｲｸﾔ

1時間50分56秒104 石津 政典104 美祢市ｲｼｽﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間51分11秒105 中野 大聖61 山口市ﾅｶﾉ ﾋﾛｷ

1時間52分02秒106 江口 光58 山口市ｴｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

1時間53分12秒107 小林 健人4 安芸郡ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾄ

1時間53分52秒108 勝部 亮太173 益田市ｶﾂﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間54分03秒109 角 祐悟210 浜田市ｽﾐ ﾕｳｺﾞ

1時間54分22秒110 米田 翔吾206 松江市ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間54分43秒111 齋藤 翔太148 益田市ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ

1時間54分46秒112 池永 大祥95 下関市ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾛﾖｼ

1時間55分22秒113 本田 夢歩182 品川区ﾎﾝﾀﾞ ﾑﾌﾞ

1時間55分42秒114 渋川 貴規132 益田市ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｶﾉﾘ

1時間55分46秒115 川並 蓮196 長門市ｶﾜﾅﾐ ﾚﾝ

1時間56分43秒116 室山 史和150 松江市ﾑﾛﾔﾏ ﾌﾐｶｽﾞ

1時間56分53秒117 久野 純43 山口市ﾋｻﾉ ｼﾞｭﾝ

1時間57分03秒118 大畑 雄暉172 益田市ｵｵﾊﾀ ﾕｳｷ

1時間58分09秒119 熊谷 幸紀131 広島市ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｷ

1時間58分36秒120 村田 大輝133 光市ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ

1時間59分22秒121 鈩 貴裕167 出雲市ﾀﾀﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分25秒122 弘中 渉100 下松市ﾋﾛﾅｶ ﾜﾀﾙ

2時間00分05秒123 山口 浩平140 佐世保市ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

2時間00分08秒124 中村 涼80 山口市ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

2時間00分37秒125 松岡 晃平117 出雲市ﾏﾂｵｶ ｺｳﾍｲ

2時間00分59秒126 岡田 仁文127 防府市ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

2時間01分53秒127 根本 卓也193 出雲市ﾈﾓﾄ ﾀｸﾔ

2時間02分02秒128 大畑 聖文145 益田市ｵｵﾊﾀ ｷﾖﾌﾐ

2時間02分59秒129 塚本 拓大203 浜田市ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾋﾛ

2時間04分04秒130 久保 陽祐200 福山市ｸﾎﾞ ﾖｳｽｹ

2時間04分17秒131 松本 宙8 呉市ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ

2時間04分36秒132 杉山 聡158 下関市ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾄｼ

2時間04分43秒133 三谷 竣祐187 出雲市ﾐﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

2時間05分08秒134 大橋 和弘17 大田市ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間05分08秒135 濱田 真司10 広島市ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間06分00秒136 熊川 卓宏28 山口市ｸﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間06分09秒137 大石 悠斗174 益田市ｵｵｲｼ ﾕｳﾄ

2時間06分23秒138 児玉 大輝197 江津市ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

2時間07分11秒139 積 健太郎199 宇部市ｾｷ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間08分13秒140 牧原 和史149 益田市ﾏｷﾊﾗ ｶｽﾞｼ

2時間08分18秒141 其部 光89 大田区ｿﾉﾍﾞ ﾋｶﾙ

2時間08分30秒142 三上 頌太1 出雲市ﾐｶﾐ ｼｮｳﾀ

2時間09分34秒143 島田 直輝113 相楽郡ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間09分50秒144 江口 純平138 宗像市ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間09分54秒145 橋本 大雅209 宇部市ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

2時間10分13秒146 河野 明裕212 益田市ｺｳﾉ ｱｷﾋﾛ

2時間10分23秒147 吉谷 侃士129 広島市ﾖｼﾀﾆ ｶﾝｼﾞ

2時間10分35秒148 樫森 智昭204 泉南郡ｶｼﾓﾘ ﾄﾓｱｷ

2時間10分39秒149 八木 健人130 山口市ﾔｷﾞ ｹﾝﾄ

2時間11分10秒150 佐野 翔平109 神戸市ｻﾉ ｼｮｳﾍｲ
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2時間11分46秒151 大田 泰平137 益田市ｵｵﾀ ﾀｲﾍｲ

2時間12分02秒152 須川 昭156 益田市ｽｶﾞﾜ ｱｷﾗ

2時間12分47秒153 渡邉 裕大92 益田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

2時間13分07秒154 藤井 智157 山口市ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ

2時間13分43秒155 三原 新160 益田市ﾐﾊﾗ ｱﾗﾀ

2時間13分50秒156 土江 大雅201 川崎市ﾂﾁｴ ﾀｲｶﾞ

2時間14分19秒157 湯浅 亮平93 益田市ﾕｱｻ ﾘｮｳﾍｲ

2時間17分11秒158 中島 悠太65 山口市ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ

2時間17分20秒159 三原 達也94 益田市ﾐﾊﾗ ﾀﾂﾔ

2時間17分51秒160 香田 泰知11 浜田市ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ

2時間17分54秒161 吉村 蓮142 萩市ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ

2時間17分57秒162 岩﨑 俊也207 益田市ｲﾜｻｷ ﾄｼﾔ

2時間18分34秒163 平野 一陽202 大阪市ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｱｷ

2時間19分58秒164 春木 竜太90 下関市ﾊﾙｷ ﾘｭｳﾀ

2時間20分03秒165 瀬分 智也194 広島市ｾﾜｹ ﾄﾓﾔ

2時間20分41秒166 田村 紀之98 周南市ﾀﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ

2時間21分29秒167 清野 俊介198 千歳市ｾｲﾉ ｼｭﾝｽｹ

2時間22分57秒168 鎌田 佑生190 周南市ｶﾏﾀ ﾕｳｾｲ

2時間23分49秒169 福田 寛人73 山口市ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ

2時間24分22秒170 藤井 悠歩143 益田市ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾎ

2時間25分01秒171 小田 剛史170 宇部市ｵﾀﾞ ﾂﾖｼ

2時間25分28秒172 須川 裕司179 益田市ｽｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間26分03秒173 籾井 俊介111 広島市ﾓﾐｲ ｼｭﾝｽｹ

2時間27分02秒174 石田 康介147 益田市ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間27分02秒175 湟川 夢人159 益田市ﾎﾘｶﾜ ﾕｳﾄ

2時間27分12秒176 亀田 眞広15 下関市ｶﾒﾀﾞ ﾏﾋﾛ

2時間27分39秒177 笹尾 和嗣125 益田市ｻｻｵ ｶｽﾞﾂｸﾞ

2時間27分43秒178 中田 純希152 山口市ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｷ

2時間28分35秒179 前永 道寛184 周南市ﾏｴﾅｶﾞ ﾐﾁﾋﾛ

2時間30分11秒180 溝口 雄一112 宇部市ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ

2時間30分22秒181 吉丸 修太114 下関市ﾖｼﾏﾙ ｼｭｳﾀ

2時間30分24秒182 藤井 康一朗14 下関市ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間32分28秒183 黒田 裕介122 益田市ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間34分16秒184 勝部 洋太171 益田市ｶﾂﾍﾞ ﾖｳﾀ

2時間45分53秒185 古田 翔太164 益田市ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀ

2時間47分17秒186 村上 大夢161 益田市ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾑ

2時間47分36秒187 永岡 爽166 益田市ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ

2時間53分17秒188 田中 寿明163 浜田市ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ

2時間57分04秒189 中路 秀興154 山口市ﾅｶｼﾞ ﾋﾃﾞｵｷ

3時間01分12秒190 福原 北斗189 益田市ﾌｸﾊﾗ ﾎｸﾄ

3時間03分32秒191 川口 涼太91 益田市ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ
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