
ショートコース 男子の部
順位 No. タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

1 590 1時間05分39秒 丸本 匠 ﾏﾙﾓﾄ ﾀｸﾐ 広島県
2 564 1時間06分46秒 二川 浩司 ﾌﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 香川県
3 761 1時間07分34秒 松永 健一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県
4 563 1時間08分30秒 山口 大河 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 広島県
5 559 1時間09分12秒 西川 拓司 ﾆｼｶﾜ ﾀｸｼﾞ 広島県
6 557 1時間09分21秒 白方 健一 ｼﾗｶﾀ ｹﾝｲﾁ 東京都
7 689 1時間09分29秒 大西 祐輝 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 広島県
8 570 1時間10分52秒 上岡 和幸 ｳｴｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 岡山県
9 720 1時間11分11秒 菅谷 和己 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾐ 千葉県

10 715 1時間12分00秒 五島 昂紀 ｺﾞﾄｳ ｺｳｷ 山口県
11 562 1時間12分03秒 谷光 修二 ﾀﾆﾐﾂ ｼｭｳｼﾞ 広島県
12 565 1時間12分11秒 山手 直樹 ﾔﾏﾃ ﾅｵｷ 広島県
13 705 1時間12分21秒 河根 拓哉 ｶﾜﾈ ﾀｸﾔ 広島県
14 697 1時間13分23秒 堅田 真一 ｶﾀﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山口県
15 560 1時間13分53秒 河野 裕介 ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ 東京都
16 585 1時間15分50秒 山本 雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 兵庫県
17 573 1時間16分29秒 前島 浩 ﾏｴｼﾏ ﾋﾛｼ 山口県
18 575 1時間16分58秒 大野 伸介 ｵｵﾉ ｼﾝｽｹ 広島県
19 702 1時間17分33秒 川口 大樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 山口県
20 588 1時間21分11秒 石津 和弘 ｲｼﾂﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県
21 749 1時間21分43秒 普久原 遥哉 ﾌｸﾊﾗ ﾊﾙﾔ 広島県
22 614 1時間21分44秒 上川 孝 ｶﾐｶﾜ ﾀｶｼ 広島県
23 583 1時間22分24秒 川下 剛史 ｶﾜｼﾀ ﾀｹｼ 愛媛県
24 586 1時間22分28秒 奥村 啓基 ｵｸﾑﾗ ｹｲｷ 兵庫県
25 584 1時間22分54秒 大窪 賢也 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾔ 広島県
26 551 1時間24分49秒 天海 聡 ｱﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ 広島県
27 718 1時間25分02秒 島津 英則 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 広島県
28 572 1時間25分06秒 石中 徹 ｲｼﾅｶ ﾄｵﾙ 広島県
29 678 1時間25分17秒 猪本 聡 ｲﾉﾓﾄ ｻﾄｼ 山口県
30 742 1時間25分42秒 西本 一希 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 広島県
31 571 1時間25分57秒 細田 浩 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛｼ 島根県
32 591 1時間25分59秒 森園 裕輝 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾕｳｷ 広島県
33 744 1時間26分58秒 西山 剛貴 ﾆｼﾔﾏ ｺﾞｳｷ 山口県
34 578 1時間27分47秒 佐川 彰 ｻｶﾞﾜ ｱｷﾗ 広島県
35 580 1時間29分17秒 小林 博文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 広島県
36 589 1時間30分01秒 沖本 吉弘 ｵｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 香川県
37 652 1時間30分15秒 野々内 康二 ﾉﾉｳﾁ ｺｳｼﾞ 島根県



38 598 1時間30分19秒 木村 惟大 ｷﾑﾗ ｺﾚﾋﾛ 山口県
39 620 1時間30分26秒 斉藤 高範 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 広島県
40 682 1時間30分58秒 上岡 守 ｳｴｵｶ ﾏﾓﾙ 広島県
41 777 1時間31分17秒 山崎 智靖 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾉﾌﾞ 広島県
42 605 1時間32分21秒 赤澤 史晃 ｱｶｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 広島県
43 772 1時間32分48秒 森下 一樹 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞｷ 広島県
44 687 1時間33分13秒 宇都宮 秀俊 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 福岡県
45 751 1時間33分17秒 藤井 徹夫 ﾌｼﾞｲ ﾃﾂｵ 広島県
46 593 1時間34分08秒 山田 生彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾙﾋｺ 広島県
47 708 1時間34分11秒 北尾 翔平 ｷﾀｵ ｼｮｳﾍｲ 兵庫県
48 579 1時間34分15秒 奥田 達郎 ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 島根県
49 639 1時間34分42秒 原 一男 ﾊﾗ ｶｽﾞｵ 岡山県
50 642 1時間34分53秒 有田 茂夫 ｱﾘﾀ ｼｹﾞｵ 愛媛県
51 624 1時間35分23秒 渡辺 和文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県
52 596 1時間36分41秒 内田 直樹 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 広島県
53 608 1時間37分14秒 木村 里志 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 広島県
54 611 1時間37分24秒 研谷 周治 ﾄｷﾞﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 広島県
55 690 1時間37分29秒 大場 洋一 ｵｵﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 広島県
56 775 1時間37分35秒 安永 大輝 ﾔｽﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 愛媛県
57 577 1時間37分55秒 門田 貴志 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾀｶｼ 広島県
58 634 1時間38分05秒 森迫 貴司 ﾓﾘｻｺ ﾀｶｼ 広島県
59 781 1時間38分36秒 山田 健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府
60 712 1時間38分47秒 黒川 明正 ｸﾛｶﾜ ｱｷﾏｻ 広島県
61 627 1時間39分40秒 正岡 佳典 ﾏｻｵｶ ﾖｼﾐﾁ 広島県
62 676 1時間40分57秒 稲田 真二 ｲﾅﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 岡山県
63 694 1時間41分05秒 小川 大策 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｻｸ 広島県
64 741 1時間42分15秒 中村 文哉 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 広島県
65 574 1時間42分21秒 木村 佳央 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 愛媛県
66 757 1時間42分58秒 保積 隆優 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶﾏｻ 広島県
67 555 1時間43分01秒 荒木 正人 ｱﾗｷ ﾏｻﾄ 広島県
68 780 1時間43分22秒 山下 登 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 愛媛県
69 641 1時間43分23秒 森 敏郎 ﾓﾘ ﾄｼﾛｳ 広島県
70 784 1時間43分24秒 山福 洋 ﾔﾏﾌｸ ﾋﾛｼ 広島県
71 619 1時間43分52秒 松岡 宏明 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｱｷ 広島県
72 704 1時間44分28秒 河根 修 ｶﾜﾈ ｵｻﾑ 広島県
73 758 1時間44分34秒 堀 颯翔 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 広島県
74 728 1時間45分22秒 谷本 直城 ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ 広島県
75 629 1時間45分31秒 山口 啓太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾀ 広島県
76 647 1時間45分39秒 平林 鉄也 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 岡山県



77 696 1時間45分40秒 重西 達也 ｵﾓﾆｼ ﾀﾂﾔ 広島県
78 748 1時間45分48秒 平田 繁樹 ﾋﾗﾀ ｼｹﾞｷ 山口県
79 766 1時間45分53秒 宮本 潤一郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 山口県
80 613 1時間45分55秒 板垣 洋平 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 広島県
81 688 1時間46分10秒 大下 ひのき ｵｵｼﾀ ﾋﾉｷ 広島県
82 612 1時間46分24秒 原 崇之 ﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 岡山県
83 788 1時間46分30秒 湯浅 健 ﾕｱｻ ﾀｹｼ 広島県
84 727 1時間46分30秒 田中 実生 ﾀﾅｶ ﾐｵ 広島県
85 753 1時間46分30秒 藤原 温大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 広島県
86 618 1時間46分32秒 茂木 宏樹 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛｷ 北海道
87 595 1時間47分16秒 清家 真次 ｾｲｹ ｼﾝｼﾞ 広島県
88 667 1時間47分22秒 青木 孝文 ｱｵｷ ﾀｶﾌﾐ 岡山県
89 606 1時間47分40秒 新井 知之 ｱﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 広島県
90 553 1時間47分58秒 鶴田 真志 ﾂﾙﾀ ｼﾝｼﾞ 広島県
91 671 1時間48分13秒 粟屋 智一 ｱﾜﾔ ﾄﾓｶｽﾞ 広島県
92 604 1時間48分22秒 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 山口県
93 743 1時間48分36秒 西紋 敏行 ﾆｼﾓﾝ ﾄｼﾕｷ 広島県
94 587 1時間48分36秒 高田 淳一 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 広島県
95 616 1時間48分37秒 小林 邦昭 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ 広島県
96 668 1時間48分43秒 明石 豊暁 ｱｶｼ ﾄﾖｱｷ 香川県
97 721 1時間48分49秒 菅原 大士郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 広島県
98 716 1時間48分59秒 佐藤 泰弘 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県
99 552 1時間49分01秒 杉田 貴之 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 広島県

100 773 1時間49分34秒 森脇 圭一 ﾓﾘﾜｷ ｹｲｲﾁ 広島県
101 623 1時間49分48秒 前田 琢己 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 広島県
102 774 1時間50分36秒 家尾谷 直宏 ﾔｵﾀﾆ ﾅｵﾋﾛ 広島県
103 754 1時間50分42秒 ブリシィ コーリンﾌﾞﾘｼｨ ｺｰﾘﾝ 広島県
104 723 1時間50分48秒 鈴木 正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 岡山県
105 779 1時間50分51秒 山崎 良太 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾀ 広島県
106 649 1時間50分51秒 吉川 敦 ｷｯｶﾜ ｱﾂｼ 島根県
107 650 1時間50分54秒 庄野 康裕 ｼｮｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 徳島県
108 607 1時間51分15秒 西村 秀哉 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔ 広島県
109 597 1時間51分23秒 岡田 誠流 ｵｶﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ 愛知県
110 673 1時間51分54秒 池浦 寛明 ｲｹｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島県
111 657 1時間52分20秒 山城 多賀夫 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｵ 岡山県
112 789 1時間52分23秒 湯浅 智仁 ﾕｱｻ ﾄﾓﾖｼ 広島県
113 724 1時間52分48秒 瀬分 智也 ｾﾜｹ ﾄﾓﾔ 広島県
114 738 1時間52分51秒 中田 恭維 ﾅｶﾀ ｷｮｳｲ 広島県
115 693 1時間52分59秒 岡村 崇史 ｵｶﾑﾗ ﾀｶｼ 山口県



116 610 1時間53分01秒 四藤 英一郎 ﾖﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 広島県
117 735 1時間53分07秒 東岡 亮輔 ﾄｵｶ ﾘｮｳｽｹ 広島県
118 626 1時間53分14秒 福島 正信 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 広島県
119 782 1時間53分18秒 山田 耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 広島県
120 669 1時間53分19秒 秋月 竜馬 ｱｷﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 広島県
121 722 1時間53分22秒 鈴木 和生 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 東京都
122 760 1時間53分23秒 桝 健二 ﾏｽ ｹﾝｼﾞ 山口県
123 601 1時間53分28秒 佐藤 雅敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 岡山県
124 600 1時間53分56秒 國重 健 ｸﾆｼｹﾞ ﾀｹｼ 広島県
125 677 1時間53分57秒 井上 裕輔 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 岡山県
126 685 1時間54分05秒 植中 亮 ｳｴﾅｶ ﾘｮｳ 広島県
127 778 1時間54分34秒 山崎 将人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 広島県
128 710 1時間54分54秒 久保 翔太 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 広島県
129 646 1時間54分58秒 手柴 孝太 ﾃｼﾊﾞ ｺｳﾀ 岡山県
130 628 1時間54分58秒 村上 大樹 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山口県
131 733 1時間54分59秒 槌田 庸宏 ﾂﾁﾀﾞ ﾂﾈﾋﾛ 岡山県
132 699 1時間55分11秒 叶 拓也 ｶﾉｳ ﾀｸﾔ 山口県
133 644 1時間55分48秒 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山口県
134 672 1時間56分02秒 井開 隆広 ｲｶｲ ﾀｶﾋﾛ 広島県
135 632 1時間56分06秒 西村 修 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ 山口県
136 729 1時間56分27秒 田村 憲二 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 広島県
137 640 1時間56分31秒 藤野 真人 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾄ 広島県
138 630 1時間56分31秒 江原 研 ｴﾊﾗ ｹﾝ 広島県
139 615 1時間57分21秒 花井 吉男 ﾊﾅｲ ﾖｼｵ 広島県
140 707 1時間57分36秒 來嶋 孝明 ｷｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 山口県
141 648 1時間57分50秒 白神 直明 ｼﾗｶﾞ ﾅｵｱｷ 岡山県
142 675 1時間57分55秒 五十川 洋介 ｲｿｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 大分県
143 643 1時間58分08秒 角田 浩司 ｶﾄﾞﾀ ｺｳｼﾞ 広島県
144 602 1時間58分15秒 別頭 学 ﾍﾞｯﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 広島県
145 763 1時間58分44秒 水谷 竜二 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ 広島県
146 638 1時間59分02秒 中本 和男 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ 広島県
147 631 2時間00分07秒 丸山 克哉 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾔ 山口県
148 633 2時間00分17秒 稲福 康邦 ｲﾅﾌｸ ﾔｽｸﾆ 広島県
149 792 2時間00分23秒 行本 豊 ﾕｸﾓﾄ ﾕﾀｶ 岡山県
150 717 2時間00分29秒 島田 涼太 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県
151 622 2時間00分41秒 笠原 聡一郎 ｶｻﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県
152 556 2時間00分54秒 小室 和幸 ｺﾑﾛ ｶｽﾞﾕｷ 広島県
153 776 2時間01分32秒 矢野 賢明 ﾔﾉ ﾀｶｱｷ 愛媛県
154 663 2時間01分36秒 善木 裕之 ｾﾞﾝｷ ﾋﾛﾕｷ 岡山県



155 698 2時間01分37秒 加藤 啓太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 山口県
156 785 2時間01分47秒 山辺 博司 ﾔﾏﾍﾞ ﾋﾛｼ 岡山県
157 701 2時間01分56秒 加美 和幸 ｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ 広島県
158 645 2時間01分59秒 木原 洋延 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 広島県
159 680 2時間02分00秒 岩枝 俊平 ｲﾜｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡県
160 794 2時間02分09秒 渡邊 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 広島県
161 594 2時間02分47秒 岩切 大善 ｲﾜｷﾘ ﾀﾞｲｾﾞﾝ 広島県
162 655 2時間03分36秒 作野 浩三 ｻｸﾉ ｺｳｿﾞｳ 広島県
163 755 2時間04分34秒 古川 聡 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄｼ 広島県
164 746 2時間05分36秒 旗田 徹 ﾊﾀﾀﾞ ﾄｵﾙ 岡山県
165 700 2時間05分43秒 加納 良彦 ｶﾉｳ ﾖｼﾋｺ 広島県
166 658 2時間06分13秒 石川 芳秀 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島県
167 783 2時間06分45秒 山根 賢治 ﾔﾏﾈ ｹﾝｼﾞ 広島県
168 660 2時間06分52秒 深見 慶次 ﾌｶﾐ ﾖｼﾂｸﾞ 福岡県
169 568 2時間07分05秒 藤永 大士 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｲｼ 広島県
170 734 2時間07分36秒 鶴原 義雄 ﾂﾙﾊﾗ ﾖｼｵ 島根県
171 762 2時間08分13秒 丸木 涼平 ﾏﾙｷ ﾘｮｳﾍｲ 広島県
172 747 2時間08分33秒 原 健人 ﾊﾗ ｹﾝﾄ 広島県
173 719 2時間09分32秒 菅原 勉 ｽｶﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 広島県
174 709 2時間09分51秒 北村 吉紹 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾂｸﾞ 広島県
175 674 2時間11分16秒 池田 充利 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 広島県
176 793 2時間12分41秒 吉岡 茂雄 ﾖｼｵｶ ｼｹﾞｵ 広島県
177 691 2時間13分06秒 大室 一宏 ｵｵﾑﾛ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県
178 759 2時間13分10秒 槇本 誠 ﾏｷﾓﾄ ﾏｺﾄ 広島県
179 703 2時間13分35秒 川島 範章 ｶﾜｼﾏ ﾉﾘｱｷ 愛媛県
180 730 2時間14分25秒 陳 迪聖 ﾀﾝ ﾃｨﾂｼﾝ 神奈川県
181 567 2時間14分29秒 佐々木 裕司 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 広島県
182 764 2時間14分39秒 水野 雄一郎 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 広島県
183 582 2時間14分47秒 黒川 貴敏 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾄｼ 兵庫県
184 654 2時間15分15秒 江本 浩一 ｴﾓﾄ ｺｳｲﾁ 岡山県
185 692 2時間16分58秒 岡 裕史 ｵｶ ﾋﾛｼ 岡山県
186 752 2時間17分08秒 藤原 忠 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 広島県
187 790 2時間17分26秒 勇崎 浩太郎 ﾕｳｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 広島県
188 670 2時間19分55秒 安達 孝典 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 山口県
189 637 2時間20分17秒 岡林 誠治 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 北海道
190 771 2時間21分53秒 室積 博 ﾑﾛﾂﾞﾐ ﾋﾛｼ 広島県
191 569 2時間22分34秒 森末 佳太 ﾓﾘｽｴ ｹｲﾀ 広島県
192 609 2時間23分08秒 山口 史則 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾉﾘ 岡山県
193 714 2時間23分18秒 後藤 治 ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ 広島県



194 683 2時間25分04秒 上田 剛雄 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｵ 広島県
195 554 2時間25分32秒 平田 恭介 ﾋﾗﾀ ｷｮｳｽｹ 広島県
196 765 2時間27分05秒 宮平 松尚 ﾐﾔﾋﾗ ｼｮｳﾀｶ 広島県
197 635 2時間29分03秒 藤原 智徳 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ 広島県
198 787 2時間29分22秒 山本 正昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｱｷ 広島県
199 686 2時間29分26秒 上本 剛 ｳｴﾓﾄ ﾀｹｼ 広島県
200 732 2時間29分34秒 土川 法大 ﾂﾁｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 愛媛県
201 566 2時間32分16秒 金島 貞二 ｶﾈｼﾏ ｻﾀﾞｼﾞ 広島県
202 684 2時間33分16秒 上土井 健太 ｳｴﾄﾞｲ ｹﾝﾀ 広島県
203 767 2時間38分00秒 村上 育也 ﾑﾗｶﾐ ｲｸﾔ 広島県
204 665 2時間38分33秒 片山 省司 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 広島県
205 786 2時間38分34秒 山本 駿吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｺﾞ 福岡県
206 661 2時間39分04秒 山本 賢吉 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 福岡県
207 737 2時間44分03秒 直田 侑也 ﾅｵﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛媛県
208 739 2時間44分38秒 永田 秀之 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 広島県
209 636 2時間45分24秒 福原 慎一 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 岡山県
210 666 2時間49分31秒 中山 肇 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 高知県
211 659 3時間01分43秒 竹嶋 剛 ﾀｹｼﾏ ﾂﾖｼ 広島県
212 725 3時間02分29秒 滝口 幸児 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 広島県
213 736 3時間09分24秒 戸田 佑基 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ 愛媛県
214 770 3時間11分38秒 村橋 宏幸 ﾑﾗﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 広島県
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