
瀬戸内アイランドトレイル実行委員会 2013/3/31

瀬戸内アイランドトレイル in 呉・上蒲刈島 場所：広島県 呉市 蒲刈県民の浜

レース別　成績一覧

１．【ロングコース男子】
順位 NO. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 143 1:51:45 別府 浩司 ベップ コウジ - 福岡県
2 136 1:56:03 鈴木 努 スズキ ツトム - 広島県
3 57 2:00:50 原口 進治 ハラグチ シンジ - 熊本県
4 335 2:00:52 栗原 峻 クリハラ シュン 愛媛大学 愛媛県
5 222 2:00:56 浜本 正明 ハマモト マサアキ - 広島県
6 45 2:01:00 Ｗａｌｓｈ Ｐａｕｌ ウォルシュ ポール 広島経済大学 広島県
7 23 2:03:06 西川 拓司 ニシカワ タクジ トップギア広島 広島県
8 10 2:03:09 澤津橋 英昌 サワツバシ ヒデマサ 広島修道大学 広島県
9 213 2:03:55 山登 祐太 ヤマト ユウタ 呉整形外科 広島県

10 4 2:04:40 谷水 強 タニミズ ツヨシ 松賀中学校教員 広島県
11 341 2:05:07 藤井 祐次 フジイ ユウジ - 広島県
12 94 2:05:44 宮本 俊弘 ミヤモト トシヒロ 天狗会 山口県
13 144 2:06:11 伊藤 拓巳 イトウ タクミ - 福岡県
14 287 2:06:36 石中 徹 イシナカ トオル - 広島県
15 274 2:07:05 平本 昌樹 ヒラモト マサキ ｗｉｎｄｓ 広島県
16 201 2:09:01 田中 拓希 タナカ ヒロキ 広島大学ガルズ 広島県
17 306 2:11:42 沖 和夫 オキ カズオ - 広島県
18 1 2:11:57 高谷 佳宏 タカヤ ヨシヒロ 大和走友会 広島県
19 108 2:12:03 小田 智之 オダ トモユキ みそのＲＣ 山口県
20 158 2:12:30 大森 活 オオモリ カツ 広島愉快走部 広島県
21 38 2:13:11 西岡 敬亮 ニシオカ ケイスケ 天狗会 山口県
22 25 2:13:56 牧野 公文 マキノ タカフミ ＪｎＪ 広島県
23 175 2:14:07 宮本 和夫 ミヤモト カズオ - 広島県
24 77 2:14:29 奥山 真輝 オクヤマ ナオキ クラレ岡山 岡山県
25 73 2:14:50 山本 俊介 ヤマモト シュンスケ - 広島県
26 66 2:15:38 大宮 章弘 オオミヤ アキヒロ 尾道走友会 広島県
27 256 2:16:32 竹入 英樹 タケイリ ヒデキ - 広島県
28 128 2:17:02 中村 健二 ナカムラ ケンジ いぶいぶ組 広島県
29 319 2:17:04 谷本 正弘 タニモト マサヒロ モルテン駅伝部 山口県
30 163 2:17:25 入江 建州 イリエ ケンシュウ ＹＣＳＣ 広島県
31 27 2:18:01 桧垣 鋭弘 ヒガキ トシヒロ 呉市役所 広島県
32 293 2:18:15 くわ田 泰宏 クワダ ヤスヒロ - 広島県
33 340 2:18:15 ドーアティ マシュー ドーアティ マシュー - 山口県
34 118 2:18:46 桑山 陽太郎 クワヤマ ヨウタロウ ウィンドラン 広島県
35 5 2:18:53 山根 智 ヤマネ サトル 広島鉄人会 広島県
36 54 2:20:16 瀬能 洸冬 セノウ ヒロト ＷｉｎｄＲｕｎ 兵庫県
37 55 2:20:35 梶谷 真一 カジタニ シンイチ チームロック 広島県
38 28 2:20:42 斉藤 清次 サイトウ キヨツグ 海猿隊 福岡県
39 309 2:21:16 横藤田 亨 ヨコフジタ トオル 呉市消防局 広島県
40 312 2:21:16 今津 正博 イマヅ マサヒロ 呉市消防局 広島県
41 273 2:21:20 小田 繁行 オダ シゲユキ - 広島県
42 47 2:21:25 市原 正善 イチハラ マサヨシ 紐育的寿司集団 広島県
43 173 2:21:45 平岡 大嗣 ヒラオカ ダイジ - 広島県
44 328 2:23:14 河野 朊亮 コウノ トモアキ - 広島県
45 223 2:23:36 津田 祥平 ツダ ショウヘイ - 広島県
46 329 2:23:53 片平 恭佑 カタヒラ キョウスケ 九州大学 福岡県
47 135 2:24:13 兹光 一之 カネミツ カズユキ サザンクロス 広島県
48 216 2:25:17 吉田 広基 ヨシダ ヒロキ - 広島県
49 86 2:25:59 矢次 武 ヤツギ タケシ 倉敷福田走友会 広島県
50 101 2:26:37 吉岡 義法 ヨシオカ ヨシノリ 周单山岳会 山口県
51 102 2:27:13 古川 泰生 フルカワ ヤスオ - 広島県
52 8 2:27:46 宝本 将 タカラモト マサシ 宇和島陸協 愛媛県
53 154 2:27:54 有野 裕貴 アリノ ヒロタカ - 山口県
54 33 2:28:11 鈴木 勝己 スズキ カツキ 日本生命 東京都
55 105 2:28:23 酒井 大輔 サカイ ダイスケ 金曜クラブ 広島県
56 217 2:28:35 堀内 司 ホリウチ ツカサ ＲＥＤ 広島県
57 347 2:29:07 吉田　智志 よしだ　さとし - 広島県
58 210 2:29:19 福川 潔 フクガワ キヨシ - 広島県
59 238 2:29:32 西本 晴雄 ニシモト ハルオ 湯田陸上クラブ 広島県
60 184 2:31:06 堀川 秀司 ホリカワ シュウジ ルネラン 広島県
61 34 2:32:33 岡本 勝幸 オカモト カツユキ 西京銀行 広島県
62 267 2:32:39 近藤 隆紀 コンドウ タカノリ - 徳島県
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順位 NO. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区
63 151 2:32:59 本山 順一 モトヤマ ジュンイチ 宇和島陸協 愛媛県
64 85 2:33:07 小林 富士夫 コバヤシ フジオ 呉阪急ホテル 広島県
65 179 2:33:28 藪野 哲生 ヤブノ テツオ 広島愉快走部 広島県
66 96 2:33:31 谷増 富男 タニマス トミオ ＭＨＩ－ＭＴ 広島県
67 225 2:34:30 吉川 史浩 ヨシカワ フミヒロ - 兵庫県
68 237 2:34:52 山本 圭二 ヤマモト ケイジ - 広島県
69 234 2:34:52 原 信彦 ハラ ノブヒコ ＳＢＣ 広島県
70 191 2:35:51 西島 公一 ニシジマ コウイチ 本郷ＡＣ 広島県
71 214 2:35:55 中嶋 剛 ナカシマ ツヨシ - 広島県
72 153 2:36:01 上杉 薫之 ウエスギ シゲユキ - 山口県
73 275 2:36:02 西村 裕介 ニシムラ ユウスケ ウインドラン 大阪府
74 278 2:36:15 信重 宏行 ノブシゲ ヒロユキ - 広島県
75 59 2:36:40 上甲 奉文 ジョウコウ タテフミ 宇和島陸協 愛媛県
76 285 2:36:42 山田 生彦 ヤマダ ナルヒコ 広島電鉄 広島県
77 53 2:36:48 關 大三郎 セキ ダイサブロウ - 広島県
78 204 2:37:24 豊田 誠 トヨタ マコト 大成ベルト 愛媛県
79 90 2:38:01 香取 良和 カトリ ヨシカズ マツダパーツ 広島県
80 98 2:38:15 村下 卓也 ムラシモ タクヤ ＳＡＴ 広島県
81 265 2:38:18 前川 昌士 マエカワ マサシ - 広島県
82 15 2:38:21 西本 一宏 ニシモト カズヒロ 快足桜 奈良県
83 182 2:38:29 山田 陽康 ヤマダ ハルヤス 裁判所 広島県
84 137 2:39:32 赤松 慎吾 アカマツ シンゴ - 大阪府
85 11 2:39:36 向井 源語 ムカイ ゲンゴ チーム鬼脚 岡山県
86 63 2:39:40 米重 法俊 ヨネシゲ ノリトシ 岩国基地 山口県
87 308 2:40:55 杉尾 真道 スギオ マサミチ - 広島県
88 188 2:41:41 徳吉 諭 トクヨシ サトル - 山口県
89 291 2:42:02 沖濱 一樹 オキハマ カズキ アステム 広島県
90 122 2:42:10 西平 賀州 ニシヒラ ヨシクニ - 大阪府
91 155 2:42:36 小峠 尚睦． コトウゲ ナオチカ - 三重県
92 186 2:43:22 河添 晋悟 カワゾエ シンゴ - 愛媛県
93 226 2:43:25 中原 幸成 ナカハラ ユキナリ 熊野町 広島県
94 159 2:43:40 東 達也 アズマ タツヤ ＭＲＨ 福岡県
95 165 2:44:10 中村 剛 ナカムラ タケシ ｒｕｎＴＭＫＹ 広島県
96 253 2:44:11 境 秀和 サカイ ヒデカズ - 広島県
97 92 2:44:17 小山 和哉 コヤマ カズヤ - 広島県
98 339 2:44:18 尾田 耕治 オダ コウジ - 広島県
99 52 2:44:20 宮尾 嘉成 ミヤオ ヨシマサ - 広島県

100 31 2:44:28 祢津 知広 ネヅ トモヒロ ＷｉｎｄＲｕｎ 広島県
101 260 2:44:58 平本 義昌 ヒラモト ヨシマサ ウインズＲＣ 広島県
102 124 2:45:19 熊本 真一 クマモト シンイチ - 広島県
103 75 2:45:20 西浜 輝 ニシハマ アキラ - 広島県
104 337 2:45:20 秋山 雅裕 アキヤマ マサヒロ - 広島県
105 325 2:45:29 国富 友晶 クニトミ トモアキ - 岡山県
106 166 2:45:43 新庄 庸三 シンジョウ ヨウゾウ ｒｕｎＴＭＫＹ 広島県
107 320 2:46:18 井上 皓平 イノウエ コウヘイ 住友重機械工業 愛媛県
108 21 2:46:21 村田 和隆 ムラタ カズタカ - 大阪府
109 228 2:46:22 堀 尋貴 ホリ ヒロキ リコージャパン 山口県
110 126 2:47:45 松田 孝志 マツダ タカシ - 広島県
111 76 2:47:58 西村 知宣 ニシムラ トモノリ トップギア広島 広島県
112 111 2:48:04 佐藤 隆文 サトウ タカフミ ＪＦＭ１００ 広島県
113 261 2:48:32 檜山 高志 ヒヤマ タカシ よつば会計 広島県
114 241 2:48:48 おかだ たけす オカダ タケス - 広島県
115 133 2:48:50 阪井 智 サカイ ヒカリ - 広島県
116 304 2:48:55 升本 浩平 マスモト コウヘイ 三原市医師会病 広島県
117 132 2:49:15 小門 靖男 コカド ヤスオ - 広島県
118 192 2:49:27 高木 彰彦 タカキ アキヒコ - 福岡県
119 289 2:49:51 小松 洋文 コマツ ヒロフミ - 広島県
120 26 2:50:07 伊藤 茂 イトウ シゲル - 広島県
121 203 2:50:12 山際 将典 ヤマギワ マサノリ 大阪大学 広島県
122 243 2:50:14 丸目 光治 マルメ ミツハル - 広島県
123 87 2:50:14 荒木 辰昭 アラキ タツアキ チーム熱中びと 広島県
124 283 2:50:45 高美 直行 タカミ ナオユキ もみじ福祉会 広島県
125 189 2:51:17 佐々木 憲治 ササキ ケンジ - 広島県
126 346 2:51:20 中田将文 なかだ　まさふみ - 広島県
127 129 2:51:26 舟橋 健 フナバシ タケシ 維新ランナーズ 山口県
128 242 2:51:42 松岡 芳治 マツオカ ヨシハル - 広島県
129 44 2:51:47 阪上 守人 サカウエ モリト - 兵庫県
130 134 2:51:55 光重 謙二 ミツシゲ ケンジ 大和走友会 広島県
131 178 2:51:57 岡崎 敬士 オカザキ タカシ - 広島県
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132 332 2:52:22 中井 祐作 ナカイ ユウサク - 広島県
133 333 2:52:22 松田 順和 マツダ ノリカズ - 広島県
134 227 2:52:24 仏円 至裕 ブツエン ヨシヒロ 熊野町 広島県
135 232 2:52:48 田中 強士 タナカ ツヨシ 本郷アスリート 広島県
136 269 2:52:52 藤村 厚氏 フジムラ コウジ - 広島県
137 221 2:53:11 原田 雅寿 ハラダ マサトシ 温泉同好会 岡山県
138 338 2:53:15 小林 昭彦 コバヤシ アキヒコ 芸西病院相談室 高知県
139 13 2:53:53 冨田 和明 トミタ カズアキ - 広島県
140 194 2:54:28 堀江 泰史 ホリエ ヤスシ ほりえ歯科 広島県
141 200 2:54:46 菅野 敏広 カンノ トシヒロ - 広島県
142 271 2:54:46 古葉 靖尚 コバ ヤスタカ ふくやま鋼 広島県
143 67 2:55:02 今村 孝志 イマムラ タカシ ケイ．ビレッジ 広島県
144 68 2:55:17 原田 康利 ハラダ ヤストシ 広島壮年走ろう 広島県
145 14 2:55:28 佐藤 篤 サトウ アツシ 国土交通省 広島県
146 180 2:55:38 河野 きよし コウノ キヨシ - 広島県
147 195 2:55:40 小武家 俊哉 コブケ トシヤ 幟ランクラブ 広島県
148 171 2:55:50 日野 源太郎 ヒノ ゲンタロウ - 広島県
149 342 2:55:59 中村 啓一 ナカムラ ケイイチ 海上自衛隊 広島県
150 219 2:56:20 宮脇 陽路 ミヤワキ ハルミチ - 広島県
151 305 2:56:35 望月 義貴 モチヅキ ヨシタカ リコージャパン 広島県
152 254 2:56:36 伊藤 海彦 イトウ ウミヒコ - 和歌山県
153 39 2:56:57 赤木 英樹 アカギ ヒデキ チームウェーブ 岡山県
154 89 2:57:01 宗 文彦 ソウ フミヒコ ＤＲＵＧＳＳＯ 広島県
155 48 2:57:02 野澤 和史 ノザワ カズシ 三井住友建設 奈良県
156 160 2:57:19 松村 徳人 マツムラ ノリヒト - 滋賀県
157 2 2:57:22 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ お笑い蔵本劇場 広島県
158 29 2:57:53 渡辺 伸和 ワタナベ ノブカズ - 広島県
159 209 2:57:56 今田 考昭 イマダ タカアキ - 広島県
160 240 2:58:05 仲 慶史 ナカ ヨシフミ - 山口県
161 281 2:58:53 猪原 雄蔵 イハラ ユウゾウ 海上自衛隊呉 広島県
162 270 2:58:53 前嶋 聡 マエシマ サトシ - 広島県
163 70 2:59:53 増田 洋志 マスダ ヒロシ 鷲羽Ｒｃｇ 岡山県
164 95 3:00:28 阿部 昌隆 アベ マサタカ 呉年金事務所 広島県
165 79 3:00:53 竹内 孝 タケウチ タカシ - 京都府
166 56 3:01:15 浅村 信次 アサムラ シンジ 本郷アスリート 広島県
167 146 3:01:35 寺元 亮 テラモト リョウ マツダ 広島県
168 150 3:02:00 池本 達久 イケモト タツヒサ - 広島県
169 205 3:02:06 植本 成彦 ウエモト ナルヒコ - 広島県
170 176 3:02:40 堤 耕治 ツツミ コウジ - 広島県
171 93 3:02:43 池田 雄介 イケダ ユウスケ - 広島県
172 69 3:02:54 山崎 裕 ヤマザキ ユタカ ＩＴＲＣ 愛媛県
173 196 3:03:04 山岡 智紀 ヤマオカ トモノリ 地走り２０１３ 広島県
174 46 3:03:05 上倉 享 カミクラ トオル - 広島県
175 313 3:03:16 サマーズ ジョン サマーズ ジョン - 山口県
176 206 3:04:09 新野 泰生 ニイノ ヤスオ 東レ 愛媛県
177 81 3:04:26 中元 一望 ナカモト カズモチ 広島壮年走ろう 広島県
178 64 3:04:26 平岡 誠 ヒラオカ マコト - 山口県
179 303 3:04:47 青木 崇 アオキ タカシ ＧＭＳ 岡山県
180 123 3:04:56 松田 圭玄 マツダ ヨシハル なぎさ＋ 山口県
181 138 3:05:17 松谷 祐輔 マツタニ ユウスケ - 大阪府
182 97 3:06:09 堀越 淳 ホリコシ ジュン - 広島県
183 62 3:06:18 米澤 治文 ヨネザワ ハルフミ いしい記念病院 広島県
184 290 3:06:23 内田 直人 ウチダ ナオト - 広島県
185 139 3:06:25 森本 大志 モリモト タイシ 広島愉快走部 広島県
186 131 3:06:44 新井 知之 アライ トモユキ - 広島県
187 343 3:07:02 高橋　徹(海自） タカハシ トオル 海上自衛隊 広島県
188 121 3:07:29 鈴木 孝治 スズキ コウジ - 神奈川県
189 247 3:07:38 佐谷 憲司 サタニ ケンジ - 広島県
190 298 3:09:11 堀田 良介 ホッタ リョウスケ - 神奈川県
191 251 3:09:22 長島 悟史 ナガシマ サトシ - 広島県
192 257 3:10:32 橋本 大二朗 ハシモト ダイジロウ - 広島県
193 245 3:10:56 岸本 直樹 キシモト ナオキ - 岡山県
194 315 3:11:10 行広 崇稔 ユキヒロ タカトシ - 広島県
195 236 3:11:29 脇 正明 ワキ マサアキ - 愛媛県
196 152 3:11:30 田村 暢英 タムラ ノブヒデ - 広島県
197 639 3:11:31 村上 弘和 ムラカミ ヒロカズ - 広島県
198 168 3:11:37 徳原 康成 トクハラ コウセイ つくね工場 広島県
199 262 3:12:38 新谷 健太郎 シンタニ ケンタロウ 第一急送 広島県
200 114 3:13:04 山谷 学 ヤマタニ マナブ - 広島県
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201 125 3:13:28 杉浦 大介 スギウラ ダイスケ 本郷ＡＣ 広島県
202 110 3:14:17 高野 知洋 タカノ トモヒロ - 広島県
203 231 3:14:18 安藤 央夫 アンドウ チカオ - 岡山県
204 78 3:14:31 大西 信秀 オオニシ ノブヒデ - 広島県
205 115 3:14:32 小尻 浩 コジリ ヒロシ - 広島県
206 177 3:14:49 佐々木 義則 ササキ ヨシノリ - 広島県
207 279 3:14:57 中野 健一 ナカノ ケンイチ - 広島県
208 164 3:14:57 田中 雅之 タナカ マサユキ - 広島県
209 324 3:16:08 岡本 恭一 オカモト キョウイチ 倉敷山の会 岡山県
210 181 3:16:15 松下 泰成 マツシタ ヤスナリ ★まるやじるし 岡山県
211 74 3:16:21 大塚 澄博 オオツカ スミヒロ ＴｅａｍＢ 広島県
212 149 3:16:42 亀田 泰広 カメダ ヤスヒロ - 島根県
213 12 3:16:59 塩路 祥行 シオジ ヨシユキ - 東京都
214 32 3:17:12 乾 淳一郎 イヌイ ジュンイチロウ ＡＶＲＣ広島 広島県
215 215 3:18:25 佐伯 克二 サエキ カツジ ウインドラン 広島県
216 345 3:18:30 松山　澄欧湖 マツヤマ スオミ - 北海道
217 344 3:18:30 松山　稔 マツヤマ ミノル - 北海道
218 88 3:18:46 藤井 秀紀 フジイ ヒデノリ - 広島県
219 294 3:19:26 徳山 宏司 トクヤマ ヒロシ - 広島県
220 208 3:19:33 大竹 良樹 オオタケ ヨシキ ＭｅｔＬｉｆｅ 福岡県
221 156 3:19:54 碓井 一義 ウスイ カズヨシ - 広島県
222 258 3:19:56 野村 剛志 ノムラ ツヨシ - 広島県
223 224 3:20:05 中川 成吾 ナカガワ セイゴ - 広島県
224 40 3:20:40 大森 英範 オオモリ ヒデノリ - 香川県
225 326 3:21:13 中川 実樹 ナカガワ ミキ ＬＯＤ 広島県
226 246 3:21:52 岩本 浩一 イワモト コウイチ 走ってる会 愛媛県
227 327 3:21:56 竹本 正三 タケモト ショウソウ 走好酒 広島県
228 249 3:21:58 山内 清喜 ヤマウチ セイキ - 愛媛県
229 80 3:21:59 藪木 慎二 ヤブキ シンジ - 岡山県
230 109 3:22:09 永谷 智章 ナガタニ トモアキ 糖質制限ＲＣ 広島県
231 140 3:22:29 岡崎 雅人 オカザキ マサト - 広島県
232 282 3:22:39 松本 成久 マツモト ナルヒサ - 広島県
233 72 3:23:56 井野 雅之 イノ マサユキ 八幡浜ＲＣ 愛媛県
234 259 3:24:58 大下 敬弘 オオシタ タカヒロ - 広島県
235 190 3:25:03 小西 英之 コニシ ヒデユキ 小西建具 愛媛県
236 323 3:25:05 大田 昌槻 オオタ マサキ - 広島県
237 292 3:25:18 岡部 明浩 オカベ アキヒロ ＴＭＮ　ＲＣ 広島県
238 112 3:25:37 野田 耕三 ノダ コウゾウ - 広島県
239 17 3:25:53 池田 稔 イケダ ミノル 維新ランナーズ 山口県
240 233 3:26:14 神田 茂 カンダ シゲル チームＡＡＣ 広島県
241 316 3:27:38 松岡 太郎 マツオカ タロウ - 広島県
242 36 3:28:28 笹沼 秀規 ササヌマ ヒデキ - 広島県
243 71 3:28:53 岡原 祐三 オカハラ ユウソウ ＭＳＲＣ 広島県
244 334 3:29:06 小山 恭平 オヤマ キョウヘイ - 広島県
245 183 3:29:07 田中 正規 タナカ マサキ - 広島県
246 331 3:29:57 田賀 圭治 タガ ケイジ たがへい 広島県
247 268 3:30:45 相良 秀明 サガラ ヒデアキ - 広島県
248 103 3:32:18 平居 啓治 ヒライ ケイジ 済生会泉尾病院 兵庫県
249 104 3:32:24 吉原 誠二 ヨシハラ セイジ ＦＥＲＣ 広島県
250 187 3:33:03 井上 義昭 イノウエ ヨシアキ - 広島県
251 130 3:33:27 板谷 健一 イタタニ ケンイチ - 広島県
252 197 3:33:58 長坂 拓哉 ナガサカ タクヤ - 愛媛県
253 229 3:35:06 黒田 裕樹 クロダ ヒロキ くろだ歯科 広島県
254 255 3:35:26 小室 和幸 コムロ カズユキ ユエスエイケイ 広島県
255 264 3:36:04 大胡 洋 オオエベス ヒロシ - 広島県
256 84 3:36:11 高田 健太 タカタ ケンタ - 神奈川県
257 288 3:36:24 酒井 正宏 サカイ マサヒロ 海自呉 広島県
258 49 3:37:53 須藤 誠司 スドウ セイジ - 広島県
259 207 3:38:02 伊原 康樹 イハラ コウキ 東レ 愛媛県
260 50 3:38:49 桜井 健二 サクライ ケンジ 山口ＵＲＣ 山口県
261 117 3:38:53 山本 浩 ヤマモト ユタカ ビステオン 広島県
262 193 3:39:04 大澤 一将 オオサワ カズマサ - 福岡県
263 297 3:42:07 岡本 耕治 オカモト コウジ 広島県 広島県
264 120 3:42:11 岩谷 和彦 イワタニ カズヒコ ＮＩＡ保険会社 広島県
265 170 3:42:36 保田 俊行 ヤスダ トシユキ - 広島県
266 218 3:42:38 樋口 雅彦 ヒグチ マサヒコ - 広島県
267 252 3:43:03 己斐 政信 コイ マサノブ 広島東洋カープ 広島県
268 35 3:43:07 北村 崇 キタムラ タカシ - 広島県
269 83 3:44:21 網田 武史 アミタ タケシ - 広島県
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270 51 3:45:03 小川 秀樹 オガワ ヒデキ - 広島県
271 119 3:45:25 岸本 圭一 キシモト ケイイチ ＮＩＡ保険会社 岡山県
272 336 3:45:42 森山 はじめ モリヤマ ハジメ ＨＯＰＥ 広島県
273 321 3:46:24 石原 洋二 イシハラ ヨウジ - 広島県
274 82 3:48:39 中原 庄治 ナカハラ ショウジ - 広島県
275 116 3:48:49 末森 隆博 スエモリ タカヒロ ＧＭＲＣ 福岡県
276 91 3:48:54 金光 栄造 カネミツ エイゾウ リョービ株式会 広島県
277 16 3:49:20 稲福 康邦 イナフク ヤスクニ - 広島県
278 169 3:50:33 難波 慎一 ナンバ シンイチ - 広島県
279 43 3:50:39 水谷 竜二 ミズタニ リュウジ - 広島県
280 142 3:51:35 森下 芳秀 モリシタ ヨシヒデ 広島愉快走 広島県
281 174 3:51:57 菊池 聡 キクチ サトシ 愛媛大学病院 愛媛県
282 127 3:52:11 北浦 敬眞 キタウラ ケイシン 大阪陸協 大阪府
283 250 3:52:38 池本 雅章 イケモト マサアキ - 広島県
284 148 3:53:16 橋本 尚明 ハシモト ヒサアキ せきりょう 山口県
285 19 3:53:24 石川 芳秀 イシカワ ヨシヒデ - 広島県
286 24 3:57:51 大室 一宏 オオムロ カズヒロ - 広島県
287 20 3:58:57 緒方 正弘 オガタ マサヒロ チームまさるん 山口県
288 230 3:59:51 市川 清 イチカワ キヨシ 岡響ノントロッ 岡山県
289 286 4:04:38 森継 克幸 モリツグ カツユキ - 広島県
290 318 4:04:38 中村 陽介 ナカムラ ヨウスケ - 広島県
291 65 4:05:07 田村 泰男 タムラ ヤスオ - 広島県
292 162 4:06:21 濱本 誠 ハマモト マコト - 広島県
293 37 4:07:49 春田 明志 ハルタ アケシ 春田事務所 愛媛県
294 58 4:10:45 神鳥 大悟 カンドリ ダイゴ ＣＲＣ 広島県
295 314 4:13:42 今井 寿男 イマイ ヒサオ アイアイ 広島県
296 202 4:19:56 林 敬藏 ハヤシ ケイゾウ - 兵庫県
297 330 4:21:04 藤井 信也 フジイ ノブヤ - 広島県
298 167 4:29:06 安藤 彰敏 アンドウ アキトシ 三豊給食センタ 香川県
299 7 4:29:16 馬上 秀章 バジョウ ヒデアキ ＴｅａｍＢ 広島県
300 157 4:30:42 馬久地 延幸 メクチ ノブユキ 熱中びと 広島県
301 60 4:32:27 真崎 信裕 マサキ ノブヒロ 第一環境 岡山県
302 145 4:36:56 菅田 一郎 スゲタ イチロウ チーム熱中びと 広島県
303 18 4:37:46 佐藤 等 サトウ ヒトシ - 広島県
304 284 4:38:54 大倉 尚 オオクラ ヒサシ 広島壮年走ろ会 広島県
305 299 4:43:29 高垣 祐二 タカガキ ユウジ - 愛媛県
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