
第13回よしか夢花マラソン

よしか・夢・花マラソン実行委員会
吉賀町六日市基幹集落センター

ハーフマラソン男子
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 37 1:12:57 磯村 俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ -
2 235 1:13:11 曽禰 和彦 ｿﾈ ｶｽﾞﾋｺ -
3 140 1:13:53 大下 徹 ｵｵｼﾀ ﾄｵﾙ 福山市陸協
4 214 1:14:34 吉岡 徹 ﾖｼｵｶ ﾄｵﾙ -
5 47 1:14:37 森藤 潤 ﾓﾘﾌｼﾞ ｼﾞｭﾝ 広島信用金庫
6 260 1:16:01 高津 府制 ﾀｶﾂ ｱﾂﾉﾘ -
7 194 1:16:23 西坂 央志 ﾆｼｻｶ ﾋﾛｼ -
8 18 1:16:24 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ -
9 157 1:16:31 福永 竜也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ -

10 110 1:16:31 船場 文太 ﾌﾅﾊﾞ ﾌﾞﾝﾀ 東ソー
11 120 1:16:38 黒崎 遼太郎 ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 加田組
12 80 1:16:47 長谷川 和彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 三菱ケミカル
13 76 1:17:03 伊藤 吉洋 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ トップギア広島
14 236 1:17:11 白坂 清文 ｼﾗｻｶ ｷﾖﾌﾐ -
15 91 1:17:14 森藤 望 ﾓﾘﾌｼﾞ ﾉｿﾞﾑ ＪＡ広島総合病院
16 252 1:17:31 永下 貴久 ﾅｶﾞｼﾀ ﾖｼﾋｻ 東雲研究所
17 262 1:18:29 吉永 拓磨 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 宇部市陸協
18 153 1:19:18 長岡 査憲 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｼ ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！
19 232 1:19:23 小野 晃輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ -
20 209 1:20:25 若月 浩貴 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｷ -
21 55 1:20:25 川本 直哉 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ ランナーズＨｉ
22 211 1:20:59 永安 悠人 ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳﾄ -
23 105 1:21:38 柴田 一平 ｼﾊﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ 益田市陸協
24 94 1:21:40 應潟 雄一 ｵｵｶﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 柳井市役所
25 58 1:22:22 本間 龍太郎 ﾎﾝﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ -
26 233 1:22:25 村田 雄亮 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ２００Ｋ山口
27 95 1:23:06 出口 浩己 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ ヤンボー
28 178 1:23:06 中本 洋志 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｼ -
29 239 1:23:14 八木 航亮 ﾔｷﾞ ｺｳｽｹ 下関病院
30 154 1:23:22 舛田 裕道 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 庄原赤十字病院
31 179 1:23:27 政近 裕貴 ﾏｻﾁｶ ﾕｳｷ -
32 48 1:23:40 酒井 賢治 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ -
33 234 1:23:52 武居 和義 ﾀｹｽｴ ｶｽﾞﾖｼ 三井化学
34 82 1:24:03 田邉 雄一郎 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
35 180 1:24:05 松永 健一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 松永ほくろ店
36 200 1:24:06 紫 英人 ﾑﾗｻｷ ﾋﾃﾞﾄ ともだち診療所
37 398 1:24:19 弘中 辰典 ﾋﾛﾅｶ ﾀﾂﾉﾘ -
38 224 1:24:29 岡村 武 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ -
39 63 1:24:38 井堂 倫也 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ -
40 241 1:24:41 升守 功 ﾏｽﾓﾘ ｲｻｵ ひらちゅうランニングクラブ
41 103 1:24:48 宮崎 正吾 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ ととら～ず
42 107 1:24:53 市川 久敏 ｲﾁｶﾜ ﾋｻﾄｼ -
43 213 1:24:59 井上 義法 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ ２４ｆｓ
44 212 1:25:03 久保 僚太朗 ｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ -
45 19 1:25:22 福嶋 武則 ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾉﾘ -
46 52 1:25:28 藤井 亮史 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ 周南市陸上競技協会
47 33 1:25:48 十河 義典 ｿｺﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 山口県庁
48 75 1:25:52 中山 真志 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ -
49 81 1:25:58 宅江 良隼 ﾀｸｴ ﾖｼﾀｶ 広島赤十字
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50 726 1:26:03 濵田 卓也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 走遊会
51 10020 1:26:03 宇佐川　聡 - -
52 49 1:26:08 佐藤 裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ -
53 331 1:26:17 石津 賢一 ｲｼﾂﾞ ｹﾝｲﾁ 美東ＲＣ
54 259 1:26:23 今村 慎二 ｲﾏﾑﾗ ｼﾝｼﾞ -
55 164 1:27:00 長井 純一 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ オートテック山内
56 155 1:27:02 白髪 誠 ｼﾗｶﾞ ﾏｺﾄ -
57 117 1:27:30 澤井 和宏 ｻﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ 株式会社アデリー
58 270 1:27:46 武重 亮 ﾀｹｼｹﾞ ﾏｺﾄ -
59 51 1:27:53 善岡 信雅 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾏｻ 三井化学
60 66 1:27:53 隅田 耕作 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｻｸ くだまつ絆星ＳＣ
61 43 1:27:57 大竹 敏一 ｵｵﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 出雲村田製作所
62 73 1:28:06 奥田 康久 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 宇部興産
63 99 1:28:10 国本 康喜 ｸﾆﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 一力工務店
64 261 1:28:17 田村 浩司 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 山口赤十字病院
65 137 1:28:41 藤中 紀男 ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ -
66 146 1:28:51 佐藤 高志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ -
67 251 1:29:03 坪浦 伸泰 ﾂﾎﾞｳﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
68 245 1:29:04 佐伯 寛 ｻｴｷ ﾋﾛｼ -
69 68 1:29:09 和田 健一 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 下関市役所
70 141 1:29:14 烏田 裕之 ｶﾗｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三菱広島トライアスロンクラブ
71 352 1:29:14 一柳 祐二 ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ 広島県庁
72 113 1:29:29 幸野 博之 ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ -
73 144 1:29:33 笹川 雅司 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻｼ マツダＡＣ
74 402 1:29:42 西村 勝二 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂｼﾞ 航空自衛隊　防府南基地
75 183 1:29:48 妹尾 健 ｾﾉｵ ﾀｹｼ -
76 404 1:29:49 國田 大貴 ｸﾆﾀ ﾋﾛｷ -
77 102 1:30:23 上田 正紀 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ -
78 64 1:30:27 角 達朗 ｶｸ ﾀﾂﾛｳ ＬＡＣ
79 265 1:30:31 森田 真治 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ -
80 191 1:30:38 吉田 智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ -
81 160 1:30:44 高田 昌直 ﾀｶﾀ ﾏｻﾅｵ 山﨑病院
82 221 1:30:46 村谷 真彦 ﾑﾗﾀﾆ ﾏｻﾋｺ -
83 89 1:30:51 大亀 要介 ｵｵｶﾒ ﾖｳｽｹ -
84 128 1:30:56 森中 博之 ﾓﾘﾅｶ ﾋﾛﾕｷ -
85 380 1:31:09 生方 祐史郎 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｼﾛｳ うぶラン
86 243 1:31:12 原 浩平 ﾊﾗ ｺｳﾍｲ 益田市役所
87 27 1:31:19 佐々木 和夫 ｻｻｷ ｶｽﾞｵ 萩柔道協会
88 185 1:31:20 坂見 努 ｻｶﾐ ﾂﾄﾑ -
89 223 1:31:22 山吹 州克 ﾔﾏﾌﾞｷ ｸﾆｶﾂ 株式会社伸友
90 165 1:31:24 正地 康壮 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｿｳ -
91 199 1:31:35 大久保 孝志 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 山口県庁
92 139 1:31:44 森本 竜朗 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 医みやうちＲＣ
93 92 1:31:52 坂根 輝昭 ｻｶﾈ ﾃﾙｱｷ -
94 159 1:32:00 池本 嘉親 ｲｹﾓﾄ ﾖｼﾁｶ 高美が丘走遊会
95 762 1:32:04 松本 勲 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ -
96 256 1:32:04 岩木 学 ｲﾜｷ ﾏﾅﾌﾞ -
97 60 1:32:07 奥屋 利彦 ｵｸﾔ ﾄｼﾋｺ 米泉湖走遊会
98 238 1:32:17 松村 義憲 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 西京銀行
99 119 1:32:35 石田 裕三 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ トップギア広島

100 45 1:32:43 西村 知宣 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ トップギア広島
101 182 1:32:44 永松 伸朗 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ -
102 30 1:32:46 弘中 秀明 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ -
103 719 1:32:50 西田 勝男 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂｵ -
104 197 1:32:53 藤本 進 ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾑ -
105 101 1:32:54 立石 雅典 ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾉﾘ -



106 444 1:32:58 小田 浩士 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ -
107 247 1:33:02 向田 誠 ﾑｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ -
108 132 1:33:09 安村 健太郎 ﾔｽﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ -
109 403 1:33:10 亀本 康則 ｶﾒﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ -
110 469 1:33:11 宅野 聡 ﾀｸﾉ ｻﾄｼ -
111 114 1:33:28 森山 浩二 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ -
112 118 1:33:38 森山 昌之 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾕｷ -
113 196 1:33:50 石津 秀喜 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 大竹市陸協
114 124 1:33:50 柴田 文規 ｼﾊﾞﾀ ﾌﾞﾝｷ フットパーク
115 193 1:33:51 三奈木 聡 ﾐﾅｷﾞ ｻﾄｼ 山口銀行
116 206 1:34:04 舞田 貴之 ﾏｲﾀ ﾀｶﾕｷ 大和総合病院
117 28 1:34:06 高岡 良樹 ﾀｶｵｶ ﾖｼｷ -
118 176 1:34:24 加藤 清志 ｶﾄｳ ｷﾖｼ チーム『ｔｅｎ』
119 65 1:34:29 松永 渉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 東割保育園ＡＣ
120 231 1:34:34 桑原 聖二 ｸﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ -
121 20 1:34:38 畑瀬 英史 ﾊﾀｾ ﾋﾃﾞﾌﾐ ＴＥＡＭ大虎
122 100 1:34:41 小西 洋 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ -
123 502 1:34:47 椙本 英嗣 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ -
124 98 1:34:51 松下 利光 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾐﾂ 東広島小谷小学校
125 534 1:34:56 渡邊 雄輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ -
126 263 1:34:58 西山 優太 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾀ -
127 59 1:35:08 松並 宏昌 ﾏﾂﾅﾐ ﾋﾛﾏｻ 光市役所
128 147 1:35:15 瀧浦 光樹 ﾀｷｳﾗ ﾃﾙｷ -
129 516 1:35:27 山口 信太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 宇部物流
130 417 1:35:27 新川 幸司 ｼﾝｶﾜ ｺｳｼﾞ -
131 809 1:35:31 中本 真実 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾐ -
132 25 1:35:32 藤中 渉 ﾌｼﾞﾅｶ ﾜﾀﾙ -
133 170 1:35:34 井上 睦夫 ｲﾉｳｴ ﾑﾂｵ 山口陸協
134 364 1:35:40 庄井 貴昭 ｼｮｳｲ ﾀｶｱｷ 海響ＡＣ
135 172 1:35:46 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ -
136 2 1:36:05 井川　大輔 ｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ -
137 184 1:36:14 米原 太一朗 ﾖﾈﾊﾗ ﾀｲﾁﾛｳ -
138 46 1:36:18 木村 成則 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ トップギア広島
139 145 1:36:19 狭間 秀明 ﾊｻﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ -
140 222 1:36:35 諏訪 直紀 ｽﾜ ﾅｵｷ -
141 533 1:36:37 矢田 圭司 ﾔﾀﾞ ｹｲｼﾞ -
142 67 1:36:38 椋 毅 ﾑｸ ﾀｹｼ -
143 123 1:36:39 先川 紀之 ｾﾝｶﾜ ﾉﾘﾕｷ -
144 79 1:36:44 佐々木 彰 ｻｻｷ ｱｷﾗ -
145 16 1:36:55 向久保 亨 ﾑｶｲｸﾎﾞ ﾄｵﾙ -
146 54 1:37:03 花本 啓治 ﾊﾅﾓﾄ ｹｲｼﾞ -
147 171 1:37:11 花田 孝一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ -
148 90 1:37:13 古川 公之 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｼ 山口ランネット
149 267 1:37:13 山根 真明 ﾔﾏﾈ ﾏｻｱｷ -
150 14 1:37:25 民法 勝司 ﾐﾝﾎﾟｳ ｶﾂｼﾞ -
151 495 1:37:25 小笠原 秀典 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
152 467 1:37:27 村中 秀和 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
153 53 1:37:48 古味 省宏 ｺﾐ ﾖｼﾋﾛ 山口有永道場
154 1 1:37:52 藤井　渉 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ -
155 134 1:37:57 広瀬 達朗 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ -
156 31 1:37:59 森重 真実 ﾓﾘｼｹﾞ ﾏｻﾐ 防府消防
157 425 1:38:24 曽根 尚 ｿﾈ ﾀｶｼ -
158 10 1:38:27 古山　美幸 ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ -
159 190 1:38:29 刎元 義久 ﾊﾈﾓﾄ ﾖｼﾋｻ -
160 17 1:38:31 重田 一生 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｵ -
161 158 1:38:35 山本 知弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 徳乗セ



162 84 1:38:38 金沢 守 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 金沢守クリニック
163 187 1:38:49 影平 篤志 ｶｹﾞﾋﾗ ｱﾂｼ 米泉湖走遊会
164 324 1:38:50 笹木 茂伸 ｻｻｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 山口ＵＲＣ
165 192 1:38:56 中村 浩士 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 呉医療センター
166 379 1:38:58 生方 健 ｳﾌﾞｶﾀ ﾀｹｼ うぶラン
167 202 1:39:23 増川 一幸 ﾏｽｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ -
168 513 1:39:25 栢 啓次朗 ｶﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ -
169 207 1:39:28 落合 克俊 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾄｼ ＪＡ三次
170 41 1:39:35 山田 恭司 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｼﾞ マツダ
171 210 1:39:42 笹尾 剛義 ｻｻｵ ﾀｹﾖｼ -
172 133 1:39:46 林田 佳樹 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾖｼｷ -
173 452 1:39:54 山本 勝也 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ -
174 391 1:40:00 堀池 誠 ﾎﾘｲｹ ﾏｺﾄ -
175 13 1:40:01 西廣 俊之 ﾆｼﾋﾛ ﾄｼﾕｷ -
176 166 1:40:02 景由 英夫 ｶｹﾞﾕ ﾋﾃﾞｵ 農試走ろう会
177 548 1:40:05 丸野 雄太朗 ﾏﾙﾉ ﾕｳﾀﾛｳ -
178 97 1:40:05 相川 啓介 ｱｲｶﾜ ｹｲｽｹ 彩凪ＲＣ
179 531 1:40:12 北村 郁海 ｷﾀﾑﾗ ｲｸﾐ -
180 149 1:40:25 濱井 健太 ﾊﾏｲ ｹﾝﾀ -
181 227 1:40:28 越智 陽自 ｵﾁ ﾖｳｼﾞ -
182 72 1:40:30 平岡 一主 ﾋﾗｵｶ ｶｽﾞｷﾐ -
183 264 1:40:31 佐伯 辰徳 ｻｴｷ ﾀﾂﾉﾘ -
184 248 1:40:32 岡田 亮太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ -
185 432 1:40:34 佐川 彰 ｻｶﾞﾜ ｱｷﾗ -
186 396 1:40:37 原 智彦 ﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ ＳＰＴ
187 226 1:40:37 賀門 武士 ｶﾓﾝ ﾀｹｼ -
188 544 1:40:41 上村 健介 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝｽｹ 東部養豚組合第一牧場
189 3 1:40:50 品川　嵩房 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾌｻ -
190 163 1:40:55 安森 友和 ﾔｽﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ -
191 408 1:40:55 河内 一 ｺｳﾁ ﾊｼﾞﾒ -
192 675 1:40:56 土井 聡 ﾄﾞｲ ｻﾄｼ -
193 129 1:40:58 平本 征治 ﾋﾗﾓﾄ ｾｲｼﾞ デイリンク
194 612 1:41:02 田中　竜太 ﾀﾅｶ -
195 198 1:41:03 能美 忠典 ﾉｳﾐ ﾀﾀﾞﾉﾘ -
196 26 1:41:08 酒井 省二 ｻｶｲ ｼｮｳｼﾞ -
197 384 1:41:23 梶西 耕司 ｶｼﾞﾆｼ ｺｳｼﾞ -
198 15 1:41:24 岡田 義浩 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ -
199 12 1:41:38 小田　繁 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -
200 125 1:41:44 生田 祐介 ｲｸﾀ ﾕｳｽｹ カロリーオフ
201 336 1:41:50 井沼田 雅樹 ｲﾇﾏﾀﾞ ﾏｻｷ -
202 77 1:41:59 長田 行二 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 鮨すしわ
203 217 1:42:00 金田 武史 ｶﾈﾀﾞ ﾀｹｼ -
204 729 1:42:03 堀内 美晴 ﾎﾘｳﾁ ﾐｾｲ 山口ＵＲＣ
205 195 1:42:03 和田 敦禎 ﾜﾀﾞ ｱﾂｻﾀﾞ -
206 479 1:42:03 村岡 洋 ﾑﾗｵｶ ﾋﾛｼ -
207 483 1:42:22 古谷 仁 ﾌﾙﾔ ﾋﾄｼ ＴｅａｍＮＧ
208 240 1:42:24 和田 至 ﾜﾀﾞ ｲﾀﾙ 益田市役所
209 377 1:42:28 村田 芳晴 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾊﾙ るんるんＲＵＮＲＵＮ
210 85 1:42:41 福間 達哉 ﾌｸﾏ ﾀﾂﾔ -
211 205 1:42:45 佐世 修美 ｻｾ ｵｻﾐ -
212 394 1:42:55 小林 隆太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 石畳走り隊
213 269 1:42:58 原 寿郎 ﾊﾗ ﾋｻｵ -
214 339 1:43:00 登 弘光 ﾉﾎﾞﾘ ﾋﾛﾐﾂ -
215 713 1:43:05 坪内 哲 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 広島日赤
216 464 1:43:06 清水 健 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ -
217 152 1:43:08 後藤 薫 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾙ 東ソー



218 710 1:43:20 中川 優一 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ＹＫＦ
219 57 1:43:30 中村 浩文 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 黄金山ＡＣ
220 423 1:43:32 竪野 勝 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ -
221 5 1:43:38 田中　正和 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ -
222 7 1:43:39 吉本　宗晴 ﾖｼﾓﾄ ﾑﾈﾊﾙ -
223 229 1:43:47 木村 信夫 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ -
224 6 1:43:49 田中　周二 ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ -
225 150 1:43:55 下間 智昭 ｼﾓﾂﾏ ﾄﾓｱｷ -
226 521 1:43:58 山本 優太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ -
227 401 1:44:01 朝月 洋志 ｱｻﾂﾞｷ ﾋﾛｼ -
228 506 1:44:02 田中 信幸 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ -
229 167 1:44:05 熊谷 正俊 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ -
230 218 1:44:08 田丸 勇樹 ﾀﾏﾙ ﾕｳｷ アフロマン
231 795 1:44:10 高橋 武孝 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾉﾘ -
232 70 1:44:23 脇屋 和久 ﾜｷﾔ ｶｽﾞﾋｻ 関門快競倶楽部
233 38 1:44:39 道免 憲司 ﾄﾞｳﾒﾝ ｹﾝｼﾞ -
234 507 1:44:47 大山 哲生 ｵｵﾔﾏ ﾃﾂｵ 橘
235 367 1:44:48 國宗 信彦 ｸﾆﾑﾈ ﾉﾌﾞﾋｺ -
236 476 1:44:56 石川 暢恒 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾂﾈ -
237 130 1:45:08 堀越 健 ﾎﾘｺｼ ﾀｹｼ -
238 526 1:45:11 堀中 祐二 ﾎﾘﾅｶ ﾕｳｼﾞ 西川ゴム
239 255 1:45:12 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ -
240 704 1:45:13 百合野 均 ﾕﾘﾉ ﾋﾄｼ -
241 174 1:45:17 宇津井 智昭 ｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ 走レンジャー
242 528 1:45:20 木戸 央 ｷﾄﾞ ﾋｻｼ らんランＲＵＮ
243 246 1:45:21 村澤 慎也 ﾑﾗｻﾜ ｼﾝﾔ -
244 629 1:45:24 村中 信一 ﾑﾗﾅｶ ｼﾝｲﾁ ＴＥＡＭ－ＮＧ
245 539 1:45:27 谷本 喜信 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ -
246 121 1:45:40 大関 孝 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶｼ -
247 519 1:45:50 吉松 利樹 ﾖｼﾏﾂ ﾄｼｷ -
248 805 1:46:00 井上 千治 ｲﾉｳｴ ﾁﾊﾙ -
249 313 1:46:09 永田　武志 ﾅｶﾞﾀ ﾀｹｼ -
250 122 1:46:12 山中 徹 ﾔﾏﾅｶ ﾄｵﾙ 萩慈生病院
251 756 1:46:18 佐々木 晃一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ -
252 340 1:46:19 岩崎 幸司 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ -
253 108 1:46:25 酒井 祐充 ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ -
254 249 1:46:25 河角 和也 ｶﾜｽﾐ ｶｽﾞﾔ スポーティマジック
255 9 1:46:32 高田　典克 ﾀｶﾀ ﾉﾘｶﾂ -
256 697 1:46:32 中高下 満 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾐﾂﾙ -
257 338 1:46:33 刀禰 昌法 ﾄﾈ ﾏｻﾉﾘ 米泉湖走遊会
258 32 1:46:37 塩路 裕太 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ 新興発条工業
259 321 1:46:41 宮脇 長男 ﾐﾔﾜｷ ﾅｶﾞｵ 白石クラブ
260 250 1:46:43 中村 純一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＭＨＩソルテック
261 490 1:46:48 三谷 廣明 ﾐﾀﾆ ﾋﾛｱｷ -
262 448 1:46:49 今田 佳明 ｺﾝﾀ ﾖｼｱｷ 三祐
263 416 1:46:55 田中 泰博 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ -
264 332 1:47:01 縄田 道彦 ﾅﾜﾀ ﾐﾁﾋｺ -
265 203 1:47:06 石飛 寿之 ｲｼﾄﾋﾞ ﾄｼﾕｷ -
266 511 1:47:08 青山 健二 ｱｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ -
267 186 1:47:09 大畑 雅司 ｵｵﾊﾀ ﾏｻｼ -
268 545 1:47:10 中村 弘志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ -
269 301 1:47:26 手嶋　輝紀 ﾃｼﾏ ﾃﾙﾉﾘ -
270 418 1:47:32 川口 龍彦 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ -
271 498 1:47:34 西村 修 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ -
272 428 1:47:36 山根 英樹 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞｷ -
273 86 1:47:38 丸山 正雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ ＭＰＥＶ４９４



274 151 1:47:47 佐田 晃樹 ｻﾀﾞ ｺｳｷ ＮＮＢ
275 505 1:47:48 織掛 宗郎 ｵﾘｶﾞｹ ﾑﾈｵ -
276 786 1:47:53 栗栖 弘康 ｸﾘｽ ﾋﾛﾔｽ 所属なし
277 470 1:47:53 上木 東 ｳｴｷ ｱｽﾞﾏ -
278 369 1:47:54 船本 善公 ﾌﾅﾓﾄ ﾖｼﾏｻ -
279 487 1:48:03 木村 大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ -
280 61 1:48:14 野﨑 修 ﾉｻﾞｷ ｵｻﾑ -
281 440 1:48:14 桑原 誠二 ｸﾜﾊﾗ ｾｲｼﾞ チームとくぢ
282 532 1:48:17 吉中 睦夫 ﾖｼﾅｶ ﾑﾂｵ 浜田河川国道
283 473 1:48:27 児房 正和 ｺﾌﾞｻ ﾏｻｶｽﾞ 広島壮年走ろう会
284 50 1:48:27 岡本 将行 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 桜江闘球ベアーズ
285 421 1:48:27 縄谷 達雄 ﾅﾜﾀﾆ ﾀﾂｵ -
286 745 1:48:29 小路 展弘 ｼｮｳｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＨＡＣ
287 319 1:48:31 上田 智 ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ -
288 374 1:48:41 郡 宜則 ｺｵﾘ ﾖｼﾉﾘ -
289 351 1:48:49 古屋 芳光 ﾌﾙﾔ ﾖｼﾐﾂ 大歳走友会
290 88 1:48:51 岡本 諭 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ ジオン軍
291 383 1:48:56 硎 洋一 ﾄｷﾞ ﾖｳｲﾁ ＣＯＣＣＯ
292 22 1:48:57 新田 智則 ﾆｯﾀ ﾄﾓﾉﾘ -
293 784 1:48:58 中塚 潔 ﾅｶﾂｶ ｷﾖｼ -
294 362 1:49:06 中須 忠幸 ﾅｶｽ ﾀﾀﾞﾕｷ マツダデザイン
295 345 1:49:10 日下 美一 ｸｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 西川ゴム工業
296 546 1:49:14 山本 雄介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 周南市
297 525 1:49:25 廣瀬 允彦 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋｺ -
298 244 1:49:27 柴田 伸也 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ ＳＡＴ
299 337 1:49:37 高場 敏雄 ﾀｶﾊﾞ ﾄｼｵ -
300 215 1:49:38 崎須賀 統 ｻｷｽｶ ﾊｼﾞﾒ 山口ランネット
301 463 1:49:47 小巻 伸一 ｺﾏｷ ｼﾝｲﾁ -
302 325 1:49:49 平垣内 誠 ﾋﾗｺﾞｳﾁ ﾏｺﾄ -
303 447 1:49:49 鞆川 浩二 ﾄﾓｶﾜ ｺｳｼﾞ -
304 509 1:49:51 国弘 直志 ｸﾆﾋﾛ ﾀﾀﾞｼ -
305 494 1:50:00 田崎 善良 ﾀｻｷ ﾖｼﾀｶ -
306 512 1:50:04 田中 輝 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ -
307 368 1:50:09 谷詰 誠 ﾀﾆﾂﾞﾒ ﾏｺﾄ -
308 323 1:50:18 面手 一義 ｵﾓﾃ ｶｽﾞﾖｼ 四季の会
309 461 1:50:30 佐藤 保次 ｻﾄｳ ﾔｽｼﾞ -
310 56 1:50:30 藤井 伸浩 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ -
311 707 1:50:36 山本 隆博 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ -
312 485 1:50:38 小田 正己 ｵﾀﾞ ﾏｻﾐ 宝町ランクラブ
313 436 1:50:38 広幡 康祐 ﾋﾛﾊﾀ ﾔｽﾋﾛ -
314 422 1:50:40 黒川 彰太 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ -
315 524 1:50:43 浜本 太一 ﾊﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ -
316 460 1:50:44 藤田 俊啓 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ -
317 543 1:50:55 山下 智史 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾌﾐ -
318 44 1:50:57 原田 康利 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾄｼ 広島壮年走ろう会
319 83 1:51:01 桐山 直人 ｷﾘﾔﾏ ﾅｵﾄ -
320 219 1:51:03 梅垣 康治 ｳﾒｶﾞｷ ｺｳｼﾞ -
321 427 1:51:04 山本 博則 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ミツトヨ
322 388 1:51:11 中上 涼平 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ -
323 488 1:51:15 原田 成臣 ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵﾐ -
324 169 1:51:26 竹添 健一 ﾀｹｿﾞｴ ｹﾝｲﾁ -
325 175 1:51:38 下田 達也 ｼﾓﾀﾞ ﾀﾂﾔ 日本デフランニング
326 371 1:51:39 岡本 勉 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ ＮＮＢ
327 126 1:51:48 荒瀬 一郎 ｱﾗｾ ｲﾁﾛｳ -
328 162 1:51:58 宮本 大造 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｿﾞｳ -
329 34 1:52:09 野村 泰 ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ -



330 359 1:52:09 矢敷 健治 ﾔｼｷ ｹﾝｼﾞ -
331 156 1:52:21 白髪 祥和 ｼﾗｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ -
332 29 1:52:24 湯原 裕士 ﾕﾊﾗ ﾋﾛｼ 石崎本店防府鶴浜工場
333 632 1:52:24 水谷 竜二 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ -
334 266 1:52:28 郷原 孝義 ｺﾞｳﾊﾗ ﾀｶﾖｼ -
335 358 1:52:35 芳西 孝行 ﾎｳﾆｼ ﾀｶﾕｷ -
336 604 1:52:35 下村　隆 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｼ -
337 810 1:52:35 西本 哲博 ﾆｼﾓﾄ ﾃﾂﾋﾛ -
338 23 1:52:35 中村 博 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ -
339 329 1:52:41 増野 峰国 ﾏｼﾉ ﾐﾈｸﾆ -
340 220 1:52:42 安村 義夫 ﾔｽﾑﾗ ﾖｼｵ -
341 342 1:52:44 佐伯 稔 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ チーム　ロック
342 482 1:52:55 保本 裕介 ﾔｽﾓﾄ ﾕｳｽｹ -
343 445 1:52:59 落合 博彦 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾋｺ けんぼう
344 387 1:53:14 木村 淳 ｷﾑﾗ ｱﾂｼ -
345 474 1:53:20 上田 克典 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ -
346 743 1:53:31 森本 一也 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 徳山ポリプロ
347 763 1:53:35 森長 三雄 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐﾂｵ -
348 372 1:53:37 和田 有由 ﾜﾀﾞ ｱﾘﾖｼ -
349 305 1:53:42 落合　勝 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾙ -
350 621 1:53:44 二川 幸二 ﾌﾀｶﾜ ｺｳｼﾞ -
351 770 1:53:45 古林 大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ -
352 306 1:53:46 弘津　和之 ﾋﾛﾂ ｶｽﾞﾕｷ -
353 510 1:53:53 藏敷 秀則 ｸﾗｼｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ハシラコイ
354 442 1:54:04 池田 道明 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁｱｷ げーはー軍団
355 188 1:54:10 越智 秀和 ｵﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
356 36 1:54:11 松本 淳志 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ -
357 148 1:54:22 安村 克美 ﾔｽﾑﾗ ｶﾂﾐ -
358 429 1:54:34 上杉 賢志 ｳｴｽｷﾞ ｻﾄｼ -
359 390 1:54:34 田中 龍男 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ -
360 678 1:54:44 藤井 毅彦 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾋｺ ふじい接骨院
361 308 1:54:45 石井　秀敏 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾄｼ -
362 204 1:54:54 山際 弘 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾋﾛｼ -
363 481 1:54:55 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ -
364 527 1:54:57 富岡 啓介 ﾄﾐｵｶ ｹｲｽｹ -
365 419 1:55:04 平野 利久 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾋｻ げーはー軍団
366 627 1:55:14 竹本 和樹 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ -
367 71 1:55:17 吉澤 篤史 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ -
368 328 1:55:19 安部 良治 ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ -
369 790 1:55:22 奥西 宏文 ｵｸﾆｼ ﾋﾛﾌﾐ -
370 382 1:55:28 増原 隆行 ﾏｽﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 博寿会
371 177 1:55:34 上川 創平 ｶﾐｶﾜ ｿｳﾍｲ 光ラグビー
372 535 1:55:34 高本 耕三 ﾀｶﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ -
373 622 1:55:51 池田 一彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ -
374 640 1:55:53 林 幹太 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ マツダ
375 791 1:55:57 藤崎 賢次郎 ﾌｼﾞｻｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ -
376 346 1:56:00 有田 裕 ｱﾘﾀ ﾋﾛｼ -
377 135 1:56:26 中森 一也 ﾅｶﾓﾘ ｶｽﾞﾔ -
378 350 1:56:28 堀越 淳 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝ -
379 735 1:56:30 田中 一弘 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ -
380 410 1:56:48 渡辺 晃弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ -
381 326 1:56:52 松本 栄文 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ -
382 718 1:56:52 栗栖 和博 ｸﾘｽ ｶｽﾞﾋﾛ -
383 517 1:57:10 内田 邦彦 ｳﾁﾀﾞ ｸﾆﾋｺ -
384 414 1:57:11 西原 直樹 ﾆｼﾊﾗ ﾅｵｷ -
385 451 1:57:18 西村 信次 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ -



386 4 1:57:29 北野　良弘 ｷﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ -
387 385 1:57:33 竹田 勉 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ 修鈴カメカメ会
388 347 1:57:34 近森 正浩 ﾁｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ -
389 808 1:57:38 中村 拓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ -
390 771 1:57:39 須藤 伸治 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ -
391 304 1:57:41 村上　学 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ -
392 341 1:57:41 辻下 光晴 ﾂｼﾞｼﾀ ﾐﾂﾊﾙ -
393 478 1:57:42 岩本 真司 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 三隅ようかん
394 515 1:57:42 古谷 徹 ﾌﾙﾀﾆ ﾄｵﾙ -
395 450 1:57:43 大胡 洋 ｵｵｴﾍﾞｽ ﾋﾛｼ -
396 74 1:57:48 加賀 英雄 ｶｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 岡山白桃クラブ
397 400 1:57:54 木村 隆寿 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋｻ -
398 370 1:57:58 黒木 勝也 ｸﾛｷ ｶﾂﾔ -
399 741 1:57:58 橋本 直樹 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ -
400 168 1:58:01 木佐谷 健久 ｷｻﾀﾆ ﾀｹﾋｻ 山口県広域連合
401 662 1:58:01 灰原 武志 ﾊｲﾊﾞﾗ ﾀｹｼ -
402 721 1:58:08 清木 英明 ｾｲｷ ﾋﾃﾞｱｷ パナソニックホ－ムズ
403 522 1:58:09 盛中 雅之 ﾓﾘﾅｶ ﾏｻﾕｷ -
404 642 1:58:21 福原 隆生 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶｵ -
405 430 1:58:25 木本 厚徳 ｷﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ -
406 443 1:58:31 坂根 大雅 ｻｶﾈ ﾋﾛﾏｻ -
407 355 1:58:40 本田 智 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ -
408 458 1:59:11 川野 英明 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｱｷ -
409 315 1:59:20 山越 淳 ﾔﾏｺﾞｼ ｱﾂｼ -
410 330 1:59:22 御園生 幹彦 ﾐｿﾉｵ ﾐｷﾋｺ -
411 312 1:59:26 油谷　祥治 ﾕﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ -
412 143 1:59:47 加藤 隆一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 広島壮年走ろう会
413 611 1:59:56 曽田　俊明 ｿﾀ ﾄｼｱｷ -
414 333 2:00:00 長嶺 敬彦 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾋｺ 三光舎
415 309 2:00:03 井手本　悟 ｲﾃﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ -
416 457 2:00:20 岩井 亮祐 ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 帝人
417 493 2:00:22 井上 文博 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾋﾛ -
418 736 2:00:28 片山 隆 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ -
419 537 2:00:43 内藤 広大 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ -
420 459 2:00:45 永田 敬二 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｼﾞ アルファ
421 420 2:00:49 横田 良宏 ﾖｺﾀ ﾖｼﾋﾛ -
422 547 2:00:50 原 優輝 ﾊﾗ ﾏｻｷ -
423 634 2:00:59 富田 佳之 ﾄﾐﾀ ﾖｼﾕｷ -
424 378 2:01:05 清水 正剛 ｼﾐｽﾞ ｾｲｺﾞｳ ＴＨＫ楽走会
425 426 2:01:06 角正 陽平 ｶｸｼｮｳ ﾖｳﾍｲ チームだらっ
426 268 2:01:09 川本 正行 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 広島鉄人会
427 317 2:01:11 力石 祐次 ﾁｶﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ -
428 750 2:01:14 沖野 宏幸 ｵｷﾉ ﾋﾛﾕｷ -
429 465 2:01:35 岡田 忠文 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 山口ランネット
430 386 2:01:37 前山 幸則 ﾏｴﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ -
431 761 2:01:39 安田 恒輝 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ -
432 670 2:01:43 藤田 茂明 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｱｷ -
433 437 2:01:46 永瀬 敏美 ﾅｶﾞｾ ﾄｼﾐ ハシラコイ
434 409 2:02:01 柳井 きよみ ﾔﾅｲ ｷﾖﾐ ＣＨＯＣＯＬＡＴ
435 475 2:02:08 村越 満 ﾑﾗｺｼ ﾐﾂﾙ -
436 10019 2:02:18 守屋　啓吾 - -
437 484 2:02:20 小川 将史 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ -
438 373 2:02:29 平野 唯男 ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞｵ -
439 728 2:02:35 田中 雅規 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ -
440 334 2:02:42 善岡 幸太郎 ﾖｼｵｶ ｺｳﾀﾛｳ -
441 681 2:02:47 貞本 幸男 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾕｷｵ 若山石油



442 683 2:02:48 岡﨑 寛 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ -
443 653 2:02:49 石井 富夫 ｲｼｲ ﾄﾐｵ -
444 497 2:02:52 鬼武 史郎 ｵﾆﾀｹ ｼﾛｳ -
445 775 2:02:55 力石 昌之 ﾁｶﾗｲｼ ﾏｻﾕｷ -
446 680 2:02:55 齊藤 正隆 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ -
447 742 2:03:08 橋本 紀之 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ -
448 815 2:03:24 中元 開作 ﾅｶﾓﾄ ｶｲｻｸ -
449 715 2:03:48 西川 達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ -
450 441 2:03:50 坪野 恒幸 ﾂﾎﾞﾉ ﾂﾈﾕｷ 果子乃季
451 615 2:03:56 大川　博幸 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾕｷ -
452 739 2:03:57 高橋 浩嗣 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾂｸﾞ 高橋総合法律事務所
453 677 2:04:00 串崎 卓扶 ｸｼｻﾞｷ ﾀｸｵ -
454 635 2:04:11 折出 純一 ｵﾘﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
455 664 2:04:14 平松 慎司 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ -
456 466 2:04:36 福本 雅和 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ -
457 225 2:04:54 石原 健一 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 相川医院
458 131 2:04:55 柳 和宏 ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ -
459 616 2:04:56 長松　俊明 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾄｼｱｷ -
460 647 2:04:58 大澤 佳史 ｵｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ -
461 413 2:05:04 上木 淳 ｳｴｷ ｼﾞｭﾝ -
462 787 2:05:04 堀田 明男 ﾎｯﾀ ｱｷｵ -
463 648 2:05:16 平松 武 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｹｼ -
464 456 2:05:25 小山 久満 ｺﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ -
465 654 2:05:37 長崎 浩一 ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｲﾁ るんるんＲＵＮＲＵＮ
466 360 2:05:40 小林 大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ -
467 620 2:05:48 谷元 孝史 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｼ -
468 455 2:05:53 金築 暁 ｶﾈﾂｷ ｻﾄﾙ 鳶巣軍団
469 672 2:05:55 畑岡 満男 ﾊﾀｵｶ ﾐﾂｵ カロリーオフ
470 610 2:06:08 西部　正男 ﾆｼﾍﾞ ﾏｻｵ -
471 536 2:06:11 河本 慶ニ ｺｳﾓﾄ ｹｲｼﾞ -
472 411 2:06:32 古木 俊嗣 ﾌﾙｷ ﾄｼﾂｸﾞ -
473 514 2:06:41 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ -
474 116 2:06:45 宮脇 健 ﾐﾔﾜｷ ﾀｹｼ -
475 356 2:06:48 肱岡 正文 ﾋｼﾞｵｶ ﾏｻﾌﾐ -
476 723 2:06:56 木頃 敏彦 ｷｺﾞﾛ ﾄｼﾋｺ ＳＣＨ
477 314 2:07:01 エフラインＧ．Ｔ． ｴﾌﾗｲﾝ G.T. -
478 782 2:07:05 日高 茂 ﾋﾀﾞｶ ｼｹﾞﾙ -
479 486 2:07:18 天野 和幸 ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾕｷ くだまつ絆星スポーツクラブ
480 523 2:07:25 松浦 英史 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ -
481 740 2:07:29 梯 靖 ｶｹﾊｼ ﾔｽｼ -
482 694 2:07:37 丸小山 光宣 ﾏﾙｺﾔﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ -
483 788 2:07:43 緒方 浩二 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ ポスト定年組
484 799 2:07:45 大谷 晶弘 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾋﾛ -
485 405 2:07:50 畑田 卓俊 ﾊﾀﾀﾞ ﾀｸﾄｼ Ｔランナーズ
486 711 2:07:56 谷 智志 ﾀﾆ ｻﾄｼ ＹＫＦ
487 684 2:08:01 松本 佳久 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋｻ -
488 793 2:08:10 石田 克久 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｻ -
489 446 2:08:11 惠島 邦夫 ｴｼﾞﾏ ｸﾆｵ -
490 663 2:08:25 福岡 数彦 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ -
491 366 2:08:28 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ -
492 769 2:08:37 糸賀 栄司 ｲﾄｶﾞ ｴｲｼﾞ 広島壮年走ろう会
493 712 2:08:42 大崎 真一 ｵｵｻｷ ｼﾝｲﾁ 維新ランナーズ
494 765 2:08:50 南本 一哉 ﾐﾅﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 日本生命
495 676 2:09:00 二井谷 透 ﾆｲﾀﾆ ﾄｵﾙ -
496 628 2:09:03 田中 範弘 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾛ -
497 813 2:09:23 吉田 将 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ -



498 751 2:09:30 内山 敬二 ｳﾁﾔﾏ ｹｲｼﾞ -
499 679 2:09:38 長谷 諭 ﾅｶﾞﾀﾆ ｻﾄﾙ -
500 471 2:09:45 村野 健兒 ﾑﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 村野医院
501 690 2:09:54 尾崎 秋志 ｵｻｷ ｼｭｳｼﾞ -
502 772 2:10:05 谷川 貴紀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ -
503 734 2:10:06 高藤 信之 ﾀｶﾌｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ -
504 415 2:10:16 矢野 貴之 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ -
505 685 2:10:21 福田 和正 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ -
506 424 2:10:23 渡辺 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 復建調査設計
507 730 2:10:23 佐藤 悦郎 ｻﾄｳ ｴﾂﾛｳ 我儘ランナーズ
508 392 2:10:27 山田 中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾀﾙ ＴＨＫ楽走会
509 794 2:10:40 岡崎 博志 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ -
510 389 2:10:42 竹田 亮 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ -
511 778 2:10:59 本藤 憲登 ﾓﾄﾌｼﾞ ﾉﾘﾄ -
512 636 2:11:06 日浦 大輔 ﾋｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ ＳＢＢＣ１９９３
513 318 2:11:07 内平 徹 ｳﾁﾋﾗ ﾄｵﾙ -
514 779 2:11:21 柄松 崇 ｶﾗﾏﾂ ﾀｶｼ -
515 806 2:11:28 永井 大介 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ -
516 766 2:11:30 尾中 三利 ｵﾅｶ ﾐﾂﾄｼ -
517 737 2:11:33 室園 忠昭 ﾑﾛｿﾞﾉ ﾀﾀﾞｱｷ -
518 708 2:11:42 佐伯 敏郎 ｻｴｷ ﾄｼﾛｳ トクヤマ
519 613 2:11:46 藤吉　一敏 ﾌｼﾞﾖｼ ｶｽﾞﾄｼ -
520 768 2:11:51 城市 幸忠 ｼﾞｮｳｲﾁ ﾕｷﾀﾀﾞ ＴＥＡＭ６１
521 753 2:11:51 和崎 幸秀 ﾜｻｷ ﾕｷﾋﾃﾞ チーム真砂
522 746 2:12:01 冨田 文彦 ﾄﾐﾀ ﾌﾐﾋｺ -
523 501 2:12:04 田中 正和 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ -
524 748 2:12:11 田原 良隆 ﾀﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｶ -
525 489 2:12:17 竹谷 敦志 ﾀｹﾀﾆ ｱﾂｼ -
526 302 2:12:53 礒部　常安 ｲｿﾍﾞ ﾂﾈﾔｽ -
527 320 2:13:04 新田 隆 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 山口県宇部市立黒石中学校
528 468 2:13:34 小川 洋一 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ -
529 651 2:13:35 柏井 功 ｶｼﾜｲ ｲｻｵ -
530 496 2:13:36 塩村 年男 ｼｵﾑﾗ ﾄｼｵ 広島壮年走ろう会
531 623 2:13:37 飯原 康広 ｲｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ -
532 237 2:13:38 上杉 尚正 ｳｴｽｷﾞ ﾅｵﾏｻ チーム馬車馬
533 755 2:14:09 辻 直一 ﾂｼﾞ ﾅｵｶｽﾞ -
534 618 2:14:14 荒谷 彰男 ｱﾗﾀﾆ ｱｷｵ 広島壮年走ろう会
535 453 2:14:34 木村 直貴 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ -
536 354 2:14:40 床並 哲夫 ﾄｺﾅﾐ ﾃﾂｵ いわみ福祉会
537 781 2:14:46 吉元 雅行 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ -
538 472 2:14:50 黒園 宏 ｸﾛｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 株式会社Ｇサポート
539 727 2:15:00 古谷 修一 ﾌﾙﾀﾆ ｼｭｳｲﾁ かたばみ
540 682 2:15:01 小池 一郎 ｺｲｹ ｲﾁｵｳ -
541 699 2:15:10 田中 敦 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ -
542 687 2:15:20 安本 孝造 ﾔｽﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ -
543 744 2:15:40 戸田 雄一郎 ﾄﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
544 722 2:15:51 河野 達朗 ｺｳﾉ ﾀﾂﾛｳ こうの眼科
545 631 2:16:10 江口 勉 ｴｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ -
546 657 2:16:31 伊藤 重幸 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ -
547 431 2:16:53 武智 泰彦 ﾀｹﾁ ﾔｽﾋｺ ＢＢＲ
548 767 2:17:03 伏谷 訓 ﾌｼﾀﾆ ｻﾄｼ -
549 720 2:17:05 田邉 秀一 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ -
550 602 2:17:30 藤谷　勝美 ﾌｼﾞﾀﾆ ｶﾂﾖｼ -
551 606 2:17:46 小林　浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ -
552 674 2:17:57 湊 昭夫 ﾐﾅﾄ ｱｷｵ -
553 399 2:18:05 渡辺 登志行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ -



554 804 2:18:21 信吉 将伍 ﾉﾌﾞﾖｼ ｼｮｳｺﾞ -
555 717 2:18:28 金谷 雄平 ｶﾅﾔ ﾕｳﾍｲ -
556 671 2:18:50 松村 健 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ セイエル山口
557 731 2:19:04 岩﨑 睦生 ｲﾜｻｷ ﾑﾂｵ 澤田建設（株）
558 327 2:19:06 椛山 久登 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾋｻﾄ 黄金山ＲＣ
559 617 2:19:20 安田　哲也 ﾔｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ -
560 322 2:19:29 井上 淳司 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ -
561 696 2:19:29 合原 則弘 ｺﾞｳﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ -
562 624 2:19:45 石川 芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ -
563 644 2:20:01 岩鼻 正樹 ｲﾜﾊﾅ ﾏｻｷ -
564 607 2:20:27 卜部　正行 ｳﾗﾍﾞ ﾏｻﾕｷ -
565 540 2:20:42 森脇 幹夫 ﾓﾘﾜｷ ﾐｷｵ -
566 754 2:20:52 山本 勉 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ -
567 749 2:21:12 西本 雄二 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ -
568 626 2:21:12 竹本 茂樹 ﾀｹﾓﾄ ｼｹﾞｷ -
569 668 2:22:40 阿出川 健一 ｱﾃﾞｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ -
570 709 2:23:02 瀧本 尚也 ﾀｷﾓﾄ ﾅｵﾔ -
571 508 2:23:16 加藤 将輝 ｶﾄｳ ﾏｻﾃﾙ -
572 688 2:23:25 吉木 勝也 ﾖｼｷ ｶﾂﾔ -
573 111 2:23:30 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 熊本県庁
574 652 2:23:38 前田 伸也 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝﾔ -
575 814 2:23:58 田村 薫平 ﾀﾑﾗ ｸﾝﾍﾟｲ -
576 462 2:24:09 加地 清二 ｶﾁﾞ ｾｲｼﾞ -
577 381 2:24:36 橋本 尚明 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｱｷ ＭＳＥ
578 609 2:24:46 桜井　秀樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ -
579 777 2:25:18 村田 活稔 ﾑﾗﾀ ｶﾂﾄｼ -
580 307 2:25:39 元永　直志 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾅｵｼ -
581 669 2:25:40 小石 幸男 ｺｲｼ ﾕｷｵ -
582 692 2:26:55 溝口 雄一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ -
583 706 2:27:06 脇坂 和秀 ﾜｷｻｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ＮＫＳＣ走ろう会
584 480 2:27:11 清水 和男 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ 三隅羊羹光明堂
585 800 2:27:14 廣林 正則 ﾋﾛﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 周南市立新南陽市民病院
586 397 2:28:07 森光 立憲 ﾓﾘﾐﾂ ﾀﾂﾉﾘ 走遊会
587 643 2:28:16 下手 勝司 ｼﾓﾃ ｶﾂｼﾞ -
588 641 2:28:16 楪 隆司 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾀｶｼ -
589 406 2:29:42 中野 敏 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ -
590 757 2:30:23 古田 翔太 ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀ -
591 802 2:30:40 沖 欣春 ｵｷ ﾖｼﾊﾙ 新南陽市民病院
592 783 2:30:40 河内 万充 ｺｳﾁ ｶｽﾞﾐﾁ 山口
593 714 2:31:11 川崎 健二 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ -
594 603 2:31:35 木原　秀夫 ｷﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ -
595 310 2:32:10 亀尾　祥一 ｶﾒｵ ｼｮｳｲﾁ -
596 691 2:32:49 鳥廣 健三 ﾄﾘﾋﾛ ｹﾝｿｳ -
597 801 2:33:32 神田 正之 ｺｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ -
598 760 2:33:32 永岡 爽 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ -
599 759 2:35:31 友塚 寛貴 ﾄﾓﾂｶ ﾋﾛｷ -

ハーフマラソン女子
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム

1 281 1:26:47 小田　育美 ｵﾀﾞ ｲｸﾐ -
2 283 1:28:09 唐本 由紀 ｶﾗﾓﾄ ﾕｷ 周南市陸協
3 592 1:41:48 西山 寛華 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｶ -
4 284 1:42:07 石黒 聡子 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｺ -
5 574 1:43:23 久保田 宏美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ -
6 586 1:43:33 椙本 裕美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ -
7 285 1:43:42 川戸 亜子 ｶﾜﾄ ｱｺ -



8 593 1:43:51 寺戸 和泉 ﾃﾗﾄﾞ ｲｽﾞﾐ -
9 293 1:44:51 田村 由実 ﾀﾑﾗ ﾕﾐ -

10 887 1:46:32 久村 文子 ｸﾑﾗ ﾌﾐｺ -
11 584 1:46:40 藤岡 瞳 ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾄﾐ -
12 289 1:47:06 桐田 康子 ｷﾘﾀ ﾔｽｺ -
13 564 1:47:58 北野 旭美 ｷﾀﾉ ｱｻﾐ -
14 583 1:48:00 山根 絵理 ﾔﾏﾈ ｴﾘ -
15 579 1:49:16 山崎 尚美 ﾔﾏｻｷ ﾅｵﾐ -
16 292 1:49:19 福原 美和 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾜ -
17 580 1:50:07 八ケ代 美由紀 ﾔｶｼﾛ ﾐﾕｷ -
18 287 1:52:17 代田 朋子 ﾀﾞｲﾀﾞ ﾄﾓｺ -
19 582 1:52:56 保本 真智子 ﾔｽﾓﾄ ﾏﾁｺ -
20 569 1:53:48 田中 玲子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ -
21 571 1:54:11 菅島 千鶴 ｽｶﾞｼﾏ ﾁﾂﾞﾙ -
22 866 1:54:29 中島 由賀 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ -
23 561 1:54:41 川角　愛 ｶﾜｶｸ ｱｲ -
24 288 1:54:55 家入 美里 ｲｴｲﾘ ﾐｻﾄ -
25 575 1:55:26 竹谷 亜希子 ﾀｹﾀﾆ ｱｷｺ -
26 590 1:56:03 前山 祐美子 ﾏｴﾔﾏ ﾕﾐｺ -
27 881 1:56:18 河本 有紀 ｶﾜﾓﾄ ﾕｷ -
28 290 1:58:01 齊藤 いずみ ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ 山口県庁陸上部
29 10025 1:59:03 長嶺　京子 - -
30 587 2:01:12 江﨑 久仁子 ｴｻｷ ｸﾆｺ -
31 836 2:01:45 岩見 由莉子 ｲﾜﾐ ﾕﾘｺ チーム優
32 591 2:02:09 福本 希海 ﾌｸﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 山口大学
33 286 2:02:17 田中 由美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ ももルル
34 862 2:02:58 内藤 佳苗 ﾅｲﾄｳ ｶﾅｴ -
35 568 2:03:55 丸上 通子 ﾏﾙｶﾞﾐ ﾐﾁｺ -
36 894 2:04:24 清水 朋恵 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｴ -
37 839 2:04:47 大野 紀子 ｵｵﾉ ﾉﾘｺ -
38 837 2:05:30 岡田 美穂 ｵｶﾀﾞ ﾐﾎ -
39 872 2:05:53 板倉 朋子 ｲﾀｸﾗ ﾄﾓｺ -
40 879 2:06:20 平川 楓 ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ -
41 850 2:06:36 石川 清美 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ -
42 885 2:07:09 崩田 佳子 ﾂｴﾀﾞ ﾖｼｺ -
43 863 2:07:28 大橋 淳子 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ -
44 576 2:07:30 本村 静 ﾓﾄﾑﾗ ｼｽﾞｶ -
45 849 2:07:42 神田 和枝 ｶﾝﾀﾞ ｶｽﾞｴ -
46 565 2:07:42 西松 万里子 ﾆｼﾏﾂ ﾏﾘｺ -
47 857 2:07:56 安原 麻亜沙 ﾔｽﾊﾗ ﾏｱｻ ＹＫＦ
48 570 2:08:13 川邊 梨江子 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴｺ -
49 884 2:09:17 亀田 美也子 ｶﾒﾀﾞ ﾐﾔｺ -
50 845 2:09:25 籾田 紗佑里 ﾓﾐﾀﾞ ｻﾕﾘ -
51 567 2:09:30 板垣 好美 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾐ -
52 581 2:09:35 伊藤 千彰 ｲﾄｳ ﾁｱｷ -
53 852 2:09:59 黒田 桂子 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｺ -
54 870 2:10:02 梅垣 英香 ｳﾒｶﾞｷ ﾋﾃﾞｶ -
55 892 2:10:06 保田 淳江 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼｴ -
56 562 2:11:19 岡田 好重 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｴ -
57 876 2:11:46 森田 泰子 ﾓﾘﾀ ﾔｽｺ -
58 851 2:14:51 菅野 富美子 ｽｶﾞﾉ ﾄﾐｺ -
59 832 2:15:08 浜本　幸子 ﾊﾏﾓﾄ ｻﾁｺ -
60 858 2:15:36 池田 悦子 ｲｹﾀﾞ ｴﾂｺ 維新ランナーズ
61 868 2:15:39 池永 綾子 ｲｹﾅｶﾞ ｱﾔｺ -
62 864 2:15:51 河野 智子 ｺｳﾉ ﾄﾓｺ こうの眼科
63 846 2:16:13 松井 百合恵 ﾏﾂｲ ﾕﾘｴ -



64 573 2:16:30 下條 藍 ｼﾓｼﾞｮｳ ｱｲ -
65 891 2:16:50 蔵重 布美子 ｸﾗｼｹﾞ ﾌﾐｺ -
66 854 2:17:22 有吉 加代子 ｱﾘﾖｼ ｶﾖｺ -
67 873 2:17:22 蔵本 康恵 ｸﾗﾓﾄ ﾔｽｴ -
68 10014 2:17:26 水野　弘美 - -
69 878 2:17:37 平川 和子 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｺ -
70 880 2:17:39 鳥井原 裕子 ﾄﾘｲﾊﾗ ﾕｳｺ -
71 855 2:18:10 冨永 七恵 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅｴ -
72 869 2:18:17 三上 里佳 ﾐｶﾐ ﾘｶ -
73 882 2:18:21 折口 智美 ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ -
74 831 2:18:40 松永　瞳 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾄﾐ -
75 893 2:19:18 清井 一恵 ｷﾖｲ ｶｽﾞｴ -
76 853 2:19:29 合原 恵子 ｺﾞｳﾊﾗ ｹｲｺ -
77 865 2:19:58 堀田 和子 ﾎｯﾀ ｶｽﾞｺ -
78 860 2:20:18 木村 奈津子 ｷﾑﾗ ﾅﾂｺ -
79 888 2:20:29 溝田 里美 ﾐｿﾞﾀ ｻﾄﾐ -
80 835 2:21:12 竹本 悟子 ﾀｹﾓﾄ ﾉﾘｺ -
81 833 2:23:21 本慶　啓子 ﾎﾝｹﾞｲ ｹｲｺ -
82 842 2:26:48 曽我部 文 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾔ -
83 577 2:31:36 熊本 裕子 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｺ -


