
順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

602 藤田 悠 1:13:25岩国市陸協1 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ44
601 松本 晃史 1:16:17Ｔｅａｍムカパラ2 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾌﾐ40
617 松井 敏 1:21:52萩市役所3 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ49
609 増山 修次 1:22:09萩市役所4 ﾏｼﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ48
605 久保 謙二 1:23:20国近商店5 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ44
607 梶谷 真広 1:23:31ＳＲＣ6 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ48
628 政屋 俊則 1:23:317 ﾏｻﾔ ﾄｼﾉﾘ49
610 村田 雄亮 1:23:51防府走龍会8 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ48
629 重枝 豊実 1:24:589 ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾄﾖﾐﾂ40
624 升本 武志 1:25:2010 ﾏｽﾓﾄ ﾀｹｼ40
627 坂谷 直亮 1:25:3611 ｻｶﾀﾆ ﾅｵｱｷ40
616 野田 嘉彦 1:25:43ＴｅａｍＯＪＣ12 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾋｺ48
611 井上 卓也 1:25:4613 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ46
613 国本 康喜 1:26:21Ｔ．ＶＩＶＡ！14 ｸﾆﾓﾄ ﾔｽﾖｼ46
640 別所 宏和 1:27:4615 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｶｽﾞ44
612 中村 真哉 1:27:49チーム小浜16 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ41
631 山田 哲也 1:28:3817 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ49
632 在木 大介 1:28:5918 ｱﾘｷ ﾀﾞｲｽｹ46
639 佐々木 雄一 1:29:06三菱重工下関19 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ48
620 河野 聖 1:29:07Ｔ　ＶＩＶＡ！20 ｶﾜﾉ ｻﾄｼ46
680 尾崎 友哉 1:29:1321 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾔ48
623 安村 健太郎 1:29:3922 ﾔｽﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ45
658 三木 輝彦 1:30:1223 ﾐｷ ﾃﾙﾋｺ48
634 松本 勲 1:30:5224 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ45
686 河村 宏樹 1:30:5225 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｷ43
625 藤井 隆史 1:30:58まぐランナーズ26 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ49
660 吉田 智一 1:31:05松江北山陸友会27 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ47
656 浜崎 貴昭 1:32:0428 ﾊﾏｻｷ ﾀｶｱｷ49
626 大木 豊 1:32:18東ソー29 ｵｵｷ ﾕﾀｶ46
895 佐藤 博文 1:32:3330 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ47
635 小林 隆太 1:32:4131 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ46
736 佐伯 寛 1:33:1632 ｻｴｷ ﾋﾛｼ44
621 桧谷 卓志 1:34:13山口総合支援33 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ﾀｸｼ40
651 山田 淳司 1:34:13福岡陸協34 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ49
676 棟久 誠也 1:34:23維新ランナーズ35 ﾑﾈﾋｻ ｾｲﾔ46
615 深津 貴裕 1:34:28大見工業株式会社36 ﾌｶﾂ ﾀｶﾋﾛ45
657 中原 広志 1:34:3537 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｼ40
622 宅江 良隼 1:34:4038 ﾀｸｴ ﾖｼﾀｶ41
637 大久保 孝志 1:34:41山口県庁陸上部39 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ45
641 松岡 良樹 1:34:47平田走ろう会40 ﾏﾂｵｶ ﾖｼｷ40
643 加藤 清志 1:34:53チーム『ｔｅｎ』41 ｶﾄｳ ｷﾖｼ44
668 川崎 貴博 1:35:1342 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ45
708 原川 宏典 1:35:1943 ﾊﾗｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ46
663 下森 保幸 1:35:21広島県庁ＲＣ44 ｼﾀﾓﾘ ﾔｽﾕｷ40
869 小野 克起 1:36:1345 ｵﾉ ﾖｼｶｽﾞ47
614 鶴丸 年一 1:36:41防府走龍会46 ﾂﾙﾏﾙ ﾄｼｶｽﾞ48
677 山田 幸一 1:38:33惻隠会47 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ44
636 山本 弘隆 1:38:44福岡陸上競技協会48 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ48
654 佐藤 祐一 1:38:5049 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ45
685 杉本 正光 1:39:15阿武建設50 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ48
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

692 浅野 充邦 1:39:16本郷アスリートクラブ51 ｱｻﾉ ﾐﾂｸﾆ46
837 岡田 博章 1:39:1952 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ40
649 河野 英之 1:39:26東海カーボン53 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ44
662 伊藤 正幸 1:39:42植木屋とびす園54 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ42
650 塩満 匡幸 1:39:4655 ｼｵﾐﾂ ﾏｻﾕｷ44
646 黒川 清和 1:40:37基山ＢＡＤ56 ｸﾛｶﾜ ｷﾖｶｽﾞ49
733 松田 脩平 1:40:4257 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ40
699 西岡 耕一 1:40:44四国中央市陸協58 ﾆｼｵｶ ｺｳｲﾁ47
645 山口 一之 1:41:3859 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ41
770 池野 聡祐 1:41:3960 ｲｹﾉ ﾄｼﾏｻ49
732 今田 隆之 1:41:4661 ｲﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ49
760 櫨元 隆 1:41:5562 ﾊｾﾞﾓﾄ ﾀｶｼ47
901 渋谷 純一 1:41:5963 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ41
705 雪野 浩二 1:42:5664 ﾕｷﾉ ｺｳｼﾞ44
669 高橋 裕史 1:42:5865 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ49
666 大野 豊 1:43:0366 ｵｵﾉ ﾕﾀｶ45
671 竹森 朋巳 1:43:08補聴器ショップ倉敷67 ﾀｹﾓﾘ ﾄﾓﾐ45
742 田中 孝宏 1:43:18防府北68 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ47
684 坂根 輝昭 1:43:2169 ｻｶﾈ ﾃﾙｱｷ48
739 丸次 孝文 1:43:23下松70 ﾏﾙﾂｷﾞ ﾀｶﾌﾐ45
703 下村 文彦 1:43:28富士通Ｊａｐａｎ71 ｼﾓﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ49
717 景由 英夫 1:43:31農試走ろう会72 ｶｹﾞﾕ ﾋﾃﾞｵ44
704 菅川 真一 1:43:3573 ｽｶﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ41
709 溢田 真典 1:43:59ﾁｰﾑ・華弥74 ｴｷﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ47
679 茅原 博和 1:44:09西部石油75 ｶﾔﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ46
878 藤原 伸司 1:44:2576 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ42
647 大庭 剛志 1:44:31タカツモン77 ｵｵﾊﾞ ﾂﾖｼ46
738 山本 浩一 1:44:4978 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ43
659 藤村 喜輝 1:44:5879 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｷ45
726 伊藤 靖浩 1:45:0380 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ41
713 與田 元彦 1:45:1581 ﾖﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ40
653 猪野 伸一 1:45:4582 ｲﾉ ｼﾝｲﾁ48
638 山谷 学 1:45:4883 ﾔﾏﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ42
697 中本 勇 1:45:5984 ﾅｶﾓﾄ ｲｻﾑ44
744 中島 秀和 1:46:0185 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ43
740 畦地 康弘 1:46:0286 ｱｾﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ44
767 錦織 英司 1:46:0887 ﾆｼｺｵﾘ ｴｲｼﾞ45
710 小松原 慎介 1:46:21大見工業株式会社88 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｽｹ45
806 藤岡 健 1:46:47アンルート89 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｹｼ49
633 菊池 僚 1:46:49東ソー90 ｷｸﾁ ﾘｮｳ44
772 岩崎 健 1:47:0691 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ46
771 山根 司 1:47:1892 ﾔﾏﾈ ﾂｶｻ45
763 大野 和徳 1:47:2493 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ41
737 今井 宏樹 1:47:3594 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ47
670 原田 一就 1:47:4195 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ41
695 橋本 真 1:47:4496 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ46
678 大村 雄亮 1:48:2897 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｽｹ45
723 藤 孝之 1:48:5098 ﾄｳ ﾀｶﾕｷ48
725 應和 正一 1:49:4099 ｵｳﾜ ﾏｻｶｽﾞ45
731 米田 尚弘 1:49:40100 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ43
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

698 河本 裕史 1:50:02101 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ40
794 大杉 剛志 1:50:13102 ｵｵｽｷﾞ ﾂﾖｼ43
665 拝崎 幸雄 1:50:25103 ﾊｲｻﾞｷ ﾕｷｵ42
661 三浦 直 1:50:39104 ﾐｳﾗ ｽﾅｵ49
702 粟山 純一 1:50:45丸太切女王105 ｱﾜﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ48
644 森田 真治 1:50:46106 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ48
700 天林 竜彦 1:50:56107 ｱﾏﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋｺ46
672 波多野 耕三 1:51:19山口ランネット108 ﾊﾀﾉ ｺｳｿﾞｳ40
776 小玉 敏幸 1:51:20109 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾕｷ40
630 原田 晴郎 1:51:31ヤマネ鉄工建設110 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙｵ43
753 田中 将至 1:51:33中村被服111 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ48
675 高橋 武孝 1:51:47112 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾉﾘ47
652 藤堂 正嗣 1:52:08小倉ＳＡＴ113 ﾄｳﾄﾞｳ ﾏｻｼ42
865 栢 啓次朗 1:52:14114 ｶﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ48
768 勝部 高彰 1:52:23山陰ランクラブ115 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｱｷ47
655 森友 信之 1:52:52116 ﾓﾘﾄﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ48
784 森山 史就 1:52:53117 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾅﾘ41
683 串崎 智章 1:53:17大田市立病院118 ｸｼｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ47
648 井上 義法 1:54:18119 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ43
828 竹下 壽一 1:54:27120 ﾀｹｼﾀ ﾄｼｶｽﾞ47
729 岡島 清貴 1:54:58みどり坂ＡＣ121 ｵｶｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ49
783 谷口 豪 1:55:01122 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾞｳ41
836 友澤 康義 1:55:06123 ﾄﾓｻﾜ ﾔｽﾖｼ40
779 佐藤 誠 1:55:22124 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ43
689 見川 貴史 1:56:08新庄ＲＣ125 ﾐｶﾜ ﾀｶｼ43
721 在津 智 1:56:25126 ｻﾞｲﾂ ｻﾄｼ46
761 齋藤 隆也 1:56:52127 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ46
827 福島 次雄 1:57:13128 ﾌｸｼﾏ ﾂｸﾞｵ48
793 堀部 寛 1:57:22萩市役所129 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛｼ46
706 福田 理志 1:57:40130 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ48
719 藤本 泰三 1:57:55131 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｿﾞｳ48
856 山口 操 1:58:11132 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｵ48
833 溝部 佳史 1:58:22133 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ40
701 中川 崇 1:58:26134 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ46
835 森 啓蔵 1:58:28135 ﾓﾘ ｹｲｿﾞｳ47
758 伊藤 亨 1:58:55136 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ42
718 岡崎 隆文 1:59:06137 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ41
750 田原 淳史 1:59:08138 ﾀﾊﾞﾗ ｱﾂｼ48
815 曽田 憲史 1:59:15ＵＢＥ三菱セメント139 ｿﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ46
751 木村 大輔 1:59:16140 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ46
694 保美 秀彦 1:59:49141 ﾎﾐ ﾋﾃﾞﾋｺ43
728 満木 孝治 2:00:23142 ﾐﾂｷ ｺｳｼﾞ48
791 安森 友和 2:00:25143 ﾔｽﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ46
757 永田 一朗 2:00:32ランナッツ144 ﾅｶﾞﾀ ｲﾁﾛｳ42
861 沖本 耕平 2:00:34山陰福山通運145 ｵｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ42
796 藤田 剛士 2:01:31146 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ42
808 植中 篤史 2:01:37147 ｳｴﾅｶ ｱﾂｼ41
787 福岡 武仁 2:01:38148 ﾌｸｵｶ ﾀｹﾋﾄ45
712 渡邉 俊輔 2:02:46ＭＭＢ149 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ44
727 足立 健 2:02:49150 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝ43
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

722 上野 芳彦 2:02:58151 ｳｴﾉ ﾖｼﾋｺ46
884 黒田 康仁 2:03:28152 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ49
804 友重 善貴 2:03:33鬼ヶ島153 ﾄﾓｼｹﾞ ﾖｼﾀｶ46
801 竹田 朋弘 2:03:34154 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ47
786 宅野 聡 2:04:01155 ﾀｸﾉ ｻﾄｼ47
734 中谷 慎一 2:04:11156 ﾅｶﾀﾆ ｼﾝｲﾁ49
743 木村 克志 2:04:15157 ｷﾑﾗ ｶﾂｼ45
774 森 潤一 2:04:35ＥＲ158 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ47
714 飯田 善貴 2:04:48159 ｲｲﾀﾞ ﾖｼｷ48
916 青木 正博 2:04:50160 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ40
809 松橋 崇 2:05:29161 ﾏﾂﾊｼ ﾀｶｼ45
889 沼田 豊治 2:06:24162 ﾇﾏﾀ ﾄﾖﾊﾙ47
715 又賀 輝佳 2:06:57またか鍼灸整骨院163 ﾏﾀｶ ﾃﾙﾖｼ48
857 古川 真也 2:07:08マツダ株式会社164 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝﾔ41
747 木村 昭史 2:07:16美郷町体協165 ｷﾑﾗ ｱｷﾌﾐ44
748 長嶺 英夫 2:07:27益田広域消防署六日市分遣所166 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞｵ47
805 長尾 隆 2:07:39167 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ43
919 栗栖 史生 2:07:46168 ｸﾘｽ ﾌﾐｵ47
766 宗楽 充将 2:07:58萩市役所陸上部169 ｿｳﾗｸ ﾐﾂﾏｻ45
690 富澤 孝輔 2:08:04170 ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳｽｹ42
914 伊藤 泰裕 2:08:42大田市立第一中学校171 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ43
789 亀井 靖 2:09:06浅江おやじの会172 ｶﾒｲ ﾔｽｼ43
741 中冨 宜紀 2:09:10173 ﾅｶﾄﾐ ﾖｼｷ47
855 林 英二 2:09:10174 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ46
673 佐々木 康文 2:09:12オーストリッチ175 ｻｻｷ ﾔｽﾌﾐ40
800 明山 大空 2:09:23阿武測量設計176 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ42
730 林 裕行 2:09:40東京団地冷蔵177 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ44
885 上園 健 2:09:51178 ｳｴｿﾞﾉ ﾀｹｼ46
826 山本 恭順 2:10:00浜田トライアスロンクラブ179 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ44
908 土江 歓 2:10:01180 ﾂﾁｴ ｶﾝ46
831 松井 則善 2:10:14181 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾖｼ48
798 鳥谷 聡 2:10:35182 ﾄﾔ ｻﾄｼ48
830 村枝 稔 2:10:41183 ﾑﾗｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ42
707 兼本 拓幸 2:10:44ＴＥＡＭ立石184 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ41
849 遠藤 智弘 2:10:44185 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ43
821 大﨑 聡 2:11:02186 ｵｵｻｷ ｻﾄｼ45
813 藤江 満 2:11:05187 ﾌｼﾞｴ ﾐﾂﾙ47
877 米屋 貴史 2:11:13188 ﾖﾈﾔ ﾀｶﾌﾐ43
890 西嶋 浩輔 2:11:24日鉄ステンレス189 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｽｹ46
745 渡部 有一朗 2:11:25190 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ47
817 多賀井 敦 2:11:54191 ﾀｶﾞｲ ｱﾂｼ49
785 山中 一志 2:12:00192 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｼ46
792 森本 力 2:13:09193 ﾓﾘﾓﾄ ﾁｶﾗ47
842 手嶋 輝紀 2:13:10ゆめにゃんこ194 ﾃｼﾏ ﾃﾙﾉﾘ45
775 鳥落 宏樹 2:13:36ランナーズ４７195 ﾄﾘｵﾁ ﾋﾛｷ47
893 中野 隆一 2:13:41196 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ46
604 藤井 亮史 2:14:15周南市陸上競技協会197 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ43
735 白源 清貴 2:14:16198 ｼﾗﾓﾄ ｷﾖﾀｶ42
844 多田 修之 2:14:17萩市199 ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ46
749 久保 武義 2:14:31200 ｸﾎﾞ ﾀｹﾖｼ49
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順位 № 氏　　名 記　　録所属クラブ

第１５回　萩・石見空港マラソン全国大会 2022/10/16

男子ハーフマラソン　40歳～49歳

カナ年齢

846 檜谷 浩明 2:14:48201 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ ﾋﾛｱｷ46
860 砂田 晃宏 2:15:00202 ｽﾅﾀﾞ ｱｷﾋﾛ40
687 中尾 英紀 2:15:40203 ﾅｶｵ ﾋﾃﾞｷ49
847 長沼 清 2:15:43チームロクイチ204 ﾅｶﾞﾇﾏ ｷﾖｼ44
907 藏藤 友希 2:15:47光市立光総合病院205 ｸﾗﾌｼﾞ ﾄﾓｷ45
823 小倉 豪 2:16:33206 ｵｸﾞﾗ ｺﾞｳ48
754 中川 優一 2:16:37中川家207 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ40
894 生駒 豊 2:17:23メビウス208 ｲｺﾏ ﾕﾀｶ44
782 松野 朋宏 2:17:24日ポリ産業209 ﾏﾂﾉ ﾄﾓﾋﾛ49
811 森 俊輔 2:17:47Ｓ－ｗｉｎｄ210 ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ43
773 小松原 元紀 2:18:20211 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄﾉﾘ46
852 松本 剛志 2:18:36212 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ47
759 山本 悦孝 2:19:07213 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ42
752 永田 淳一 2:19:43エクシオグループ214 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ49
764 吉野 智信 2:19:53アトリエ風来坊215 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾉﾌﾞ49
863 平野 貴志 2:20:22216 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ47
841 原 淳二 2:20:45217 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ42
868 湊 高志 2:21:12218 ﾐﾅﾄ ﾀｶｼ44
797 篠原 一仁 2:21:50219 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ46
859 村上 孝次 2:22:49ＪＡしまね220 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ47
819 髙橋 太郎 2:22:53太平電業221 ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ47
832 山森 洋志 2:23:32222 ﾔﾏﾓﾘ ﾋﾛｼ41
886 福原 誠 2:24:39223 ﾌｸﾊﾗ ﾏｺﾄ49
851 藤本 幸男 2:24:56224 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷｵ44
866 澤田 憲顕 2:25:31225 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｱｷ48
875 中村 和宏 2:25:39広島大学226 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ49
918 伊藤 順 2:25:40ＡＮＡ山口宇部227 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ49
807 大島 誠 2:25:50恵琉華228 ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ43

9901 中野 忠志 2:26:00229 ﾅｶﾉ ﾀﾀﾞｼ40
825 橋爪 亮介 2:26:05230 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘｮｳｽｹ47
834 米村 正之 2:26:57231 ﾖﾈﾑﾗ ﾏｻﾕｷ46
871 松浦 利幸 2:27:06232 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾕｷ47
874 山本 剛士 2:27:52233 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ49
848 前田 伸也 2:28:24234 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝﾔ47
802 上木 淳 2:28:49235 ｳｴｷ ｼﾞｭﾝ44
788 野副 文啓 2:29:14Ｓ－ｗｉｎｄ236 ﾉｿﾞｴ ﾌﾐﾋﾛ42
799 原田 成臣 2:29:20237 ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵﾐ48
814 近藤 隆司 2:30:39238 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ43
790 坂根 大雅 2:31:48239 ｻｶﾈ ﾋﾛﾏｻ46
909 仙田 正文 2:31:49240 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ42
905 菖蒲 賢 2:33:06熊野町役場241 ｼｮｳﾌﾞ ｻﾄｼ44
838 山本 和之 2:33:16242 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ44
810 三浦 真吾 2:33:51ｓｈｉ．Ｍ243 ﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ47
850 田原 大地 2:34:30244 ﾀﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ41
829 高橋 一史 2:38:53245 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ44
888 藤本 和昭 2:39:05246 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ49
812 岩本 徳人 2:40:34萩市役所247 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ46
853 堀野 博元 2:41:00248 ﾎﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ48
879 高洲 光一朗 2:41:45249 ﾀｶｽ ｺｳｲﾁﾛｳ41
854 中澤 和夫 2:42:04250 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ48
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903 越間 佳彦 2:42:26251 ｺｼﾏ ﾖｼﾋｺ49
915 長谷山 正則 2:42:39252 ﾊｾﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ41
917 浜中 芳昭 2:44:39穴吹不動産流通（株）253 ﾊﾏﾅｶ ﾖｼｱｷ48
904 荻野 孝雄 2:45:26熊野町役場254 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｵ49
867 平田 隆 2:46:40255 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ48
876 坂村 慶明 2:46:40256 ｻｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ44
902 西川 和宏 2:47:25257 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ48
906 桐田 賢悟 2:47:28258 ｷﾘﾀ ｹﾝｺﾞ47
824 宮崎 祐次 2:48:07259 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ49
858 津森 拓也 2:48:41260 ﾂﾓﾘ ﾀｸﾔ44
896 岡田 悠 2:49:27261 ｵｶﾀﾞ ﾕｳ43
864 岩田 憲幸 2:55:01262 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾕｷ49
912 吉本 康宏 2:55:16263 ﾖｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ48
862 中村 哲也 2:57:10264 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ49
897 小鳥田 和詞 2:58:07熊野町役場265 ｺﾄﾘﾀﾞ ｶｽﾞｼ49
898 斉藤 睦 3:00:00266 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ42
913 松村 彰臣 3:01:00267 ﾏﾂﾑﾗ ｱｷｵﾐ46
822 大塚 一平 3:04:34268 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ45
910 田中 隆基 3:05:22269 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ47
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