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4002 古六　誠 0:35:311 ｺﾛｸ ﾏｺﾄ 日立笠戸光市 ※

4007 歌田　聡 0:36:102 ｳﾀﾀﾞ ｻﾄｼ 浅江中教員美祢市

4048 河野　泰之 0:36:443 ｶﾜﾉ ﾔｽﾕｷ 河野家防府市

4003 川本　晃司 0:37:124 ｶﾜﾓﾄ ｺｳｼﾞ 小野田高校下関市 ※

4005 上本　尚弘 0:37:215 ｳｴﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 柳井市

4008 村田　龍児 0:37:596 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ 下松市

4006 村田　雄亮 0:38:087 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ ＪＰ日本郵便防府市 ※

4306 有野　剛功 0:39:238 ｱﾘﾉ ﾋｻﾉﾘ 岩国市

4012 吉森　正 0:39:299 ﾖｼﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 廿日市市

4017 伊藤　啓介 0:40:2210 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ しんかい倶楽部東広島市

4009 藤本　進 0:40:3611 ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾑ 岩国市

4020 木村　修巳 0:40:3712 ｷﾑﾗ ｵｻﾐ 三井化学和木町

4010 角田　和義 0:40:5413 ｶｸﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 防府市 ※

4015 上田　篤之 0:41:0114 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ 広島壮年走ろう会広島市

4235 山根　真明 0:41:1215 ﾔﾏﾈ ﾏｻｱｷ 広島市

4231 大浜　崇 0:41:2016 ｵｵﾊﾏ ﾀｶｼ 田布施町

4016 高松　治 0:41:3617 ﾀｶﾏﾂ ｵｻﾑ 周南市役所周南市

4019 丸岡　正憲 0:42:2018 ﾏﾙｵｶ ﾏｻﾉﾘ 浅江７７年会下松市

4050 三輪　俊晴 0:42:2519 ﾐﾜ ﾄｼﾊﾙ 防府市

4297 下瀬　英雄 0:42:4420 ｼﾓｾ ﾋﾃﾞｵ 防府市

4024 藤本　保彦 0:43:0821 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 岩国市

4011 本田　州治 0:43:2322 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 廿日市市

4047 羽部　幸光 0:43:5123 ﾊﾍﾞ ﾕｷﾐﾂ 北広島町

4054 国沢　真也 0:43:5924 ｸﾆｻﾜ ｼﾝﾔ 広島市

4277 西川　隆己 0:44:4925 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾐ 岩国市

4029 橋本　宗則 0:44:5626 ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈﾉﾘ ＴＡＩＫＯ光市

4042 大村　東洋和 0:45:0527 ｵｵﾑﾗ ﾄﾖｶｽﾞ 山口マスターズ岩国市

4023 川崎　敬三 0:45:1428 ｶﾜｻｷ ｹｲｿﾞｳ 広島市

4274 中本　和彦 0:45:1729 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 海田町

4044 西松　良夫 0:45:2430 ﾆｼﾏﾂ ﾖｼｵ 下松市

4140 伊賀　浩一郎 0:45:4231 ｲｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 下松市

4045 沖田　尚宏 0:45:4332 ｵｷﾀ ﾅｵﾋﾛ 出光周南市

4082 岩村　道憲 0:45:4733 ｲﾜﾑﾗ ﾐﾁﾉﾘ 山陽小野田市

4022 岩瀬　一真 0:45:5534 ｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ 藤本ファーム周防大島町

4276 三嶋　直義 0:46:1435 ﾐｼﾏ ﾅｵﾖｼ 周南市

4339 末岡　勝利 0:46:2036 ｽｴｵｶ ｶﾂﾄｼ 光市

4147 田中　学 0:46:2537 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 神奈川県

4058 河村　直弥 0:46:2738 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 日本製紙岩国市

4074 佐々木　哲視 0:46:3439 ｻｻｷ ﾃﾂﾐ 広島市

4092 上川　孝司 0:46:3640 ｶﾐｶﾜ ｺｳｼﾞ 自営三次市

4286 原　康展 0:46:4641 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 千葉県

4028 新井　利光 0:46:5042 ｱﾗｲ ﾄｼﾐﾂ 山口市

4026 河本　義弘 0:47:0243 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 美川福祉会岩国市

4086 粟屋　浩道 0:47:1344 ｱﾜﾔ ﾋﾛﾐﾁ 山口市

4040 相川　勝彦 0:47:1745 ｱｲｶﾜ ｶﾂﾋｺ 相川社会保険労務士岩国市

4035 古賀　信也 0:47:1746 ｺｶﾞ ｼﾝﾔ 岩国市

4279 高杉　聡之 0:47:2847 ﾀｶｽｷﾞ ｻﾄｼ ＡＫＲＵＮ45岩国市

4025 齊藤　真治 0:47:3348 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 周南市

4071 縄谷　達雄 0:47:3549 ﾅﾜﾀﾆ ﾀﾂｵ 山口県山口市

4060 杉本　孝一 0:47:3850 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 下松市

P rin t :  2018/02/14 15:09:08 1 /  6 ページ Official  Tim er & Resu l t By F inesystem



順位 No 氏名 氏名（ｶﾅ)記録

第34回サザン･セト大島ロードレース大会 2018/02/11

４部：10km40歳以上男子

所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

4057 岩谷　功 0:47:3951 ｲﾜﾀﾆ ｲｻｵ 広島市

4053 土居　誠 0:47:3952 ﾄﾞｲ ﾏｺﾄ ＨＧＭ呉市

4249 原　宏治 0:47:4053 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 原・張娜電光石火安芸高田市

4037 山本　康治 0:47:4654 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 広島市

4038 三井　幹夫 0:47:4655 ﾐｲ ﾐｷｵ スリーエス宇部宇部市

4034 大川　佳祐 0:47:5156 ｵｵｶﾜ ｹｲｽｹ 岩国市

4246 須山　孝秀 0:48:0357 ｽﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 平生陸友会平生町

4298 有馬　優 0:48:1558 ｱﾘﾏ ﾏｻﾙ 周南市

4267 松田　洋行 0:48:1759 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 日鋼設計東広島市

4059 平山　健二郎 0:48:1760 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 宇部市

4302 岡部　和浩 0:48:1761 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東広島市

4105 丁田　修栄 0:48:2362 ﾁｮｳﾀﾞ ｼｭｳｴｲ 広島市

4099 中本　幸太郎 0:48:2463 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 広島市

4085 田中　俊彦 0:48:3464 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 大竹市

4056 大下　剛史 0:48:4165 ｵｵｼﾀ ﾀｹｼ 平生町

4296 丸茂　昌弘 0:48:4266 ﾏﾙﾓ ﾏｻﾋﾛ 岩国市

4167 山本　哲之 0:48:4867 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾕｷ 柳井市

4091 広富　肇 0:48:5068 ﾋﾛﾄﾐ ﾊｼﾞﾒ 岩国錦帯橋ＲＣ岩国市

4329 藤保　雅博 0:48:5169 ﾌｼﾞﾔｽ ﾏｻﾋﾛ 安芸高田市

4242 村上　一郎 0:48:5470 ﾑﾗｶﾐ ｲﾁﾛｳ 岩国走ろう会岩国市

4051 中上　涼平 0:49:0871 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 岩国市

4131 眞鍋　和博 0:49:1672 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県

4061 田原　貴志 0:49:2173 ﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 岩国市

4345 岡　利晋 0:49:3074 ｵｶ ﾄｼﾕｷ 防府市

4341 糯畑　純 0:49:3475 ﾓﾁﾊﾀ ｼﾞｭﾝ 柳井郵便局柳井市

4108 三好　潤一 0:49:4176 ﾐﾖｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 萩市

4084 白井　亨一 0:49:4177 ｼﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ 広島市

4033 吉村　忍 0:49:5178 ﾖｼﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ チームでちょるる周防大島町

4282 古村　慎操 0:50:1279 ｺﾑﾗ ｼﾝｿｳ 大竹市

4094 半田　友久 0:50:1580 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 廿日市市

4241 永見　晶男 0:50:2981 ﾅｶﾞﾐ ｱｷｵ 岩国市

4278 高松　利弘 0:50:3282 ﾀｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 周南市

4244 西本　順雄 0:50:3483 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘｵ 広島市

4327 岩本　淳 0:50:4484 ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 華陵高校柳井市

4090 嬉　泰明 0:50:5085 ｳﾚｼ ﾔｽｱｷ 田布施町

4070 藤井　博行 0:50:5386 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 宇部市

4080 平本　真造 0:50:5687 ﾋﾗﾓﾄ ｼﾝｿﾞｳ 山口市

4355 松村　智正 0:51:0488 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾏｻ 廿日市市

4123 丸山　克哉 0:51:0689 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾔ 宇部市

4253 白浜　憲一 0:51:1690 ｼﾗﾊﾏ ｹﾝｲﾁ 周南市

4158 田中　幸広 0:51:2291 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 廿日市市

4075 江口　一義 0:51:2392 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 柳井市

4321 田村　好明 0:51:2393 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 華陵高校光市

4308 河本　好英 0:51:3394 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ やまびこ苑　居宅山口県

4315 藤中　紳哉 0:51:3895 ﾌｼﾞﾅｶ ｼﾝﾔ 周南市

4230 吉木　豊 0:51:4496 ﾖｼｷ ﾕﾀｶ 周南市

4252 万谷　昭夫 0:51:4497 ﾏﾝﾀﾆ ｱｷｵ 下松市

4076 清木　政志 0:51:4698 ｾｲｷ ﾏｻｼ ひらちゅう周南市

4102 福間　啓史 0:51:4999 ﾌｸﾏ ｹｲｼﾞ 広島市

4272 藤中　秀樹 0:51:50100 ﾌｼﾞﾅｶ ﾋﾃﾞｷ はなのうら・華の浦山口市
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4120 山田　健仁 0:51:54101 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ タツヤジャポン府中町

4184 矢口　健夫 0:52:07102 ﾔｸﾞﾁ ﾀｹｵ 栃木県

4146 岩藤　春樹 0:52:08103 ｲﾜﾌｼﾞ ﾊﾙｷ 下関市

4348 山田　直明 0:52:09104 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｱｷ 防府市

4098 浜砂　博之 0:52:11105 ﾊﾏｽﾅ ﾋﾛﾕｷ 和木町

4072 緒方　浩二 0:52:12106 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 周南市

4079 塚田　友宏 0:52:15107 ﾂｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 定例会岩国市

4066 大丸　浩志 0:52:22108 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋﾛｼ ＮＥＸＣＯエンジ中国広島市

4014 山本　和史 0:52:29109 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｼ 山口市

4088 榎本　俊哉 0:52:34110 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾔ でちょるる周防大島町

4294 山下　克巳 0:52:39111 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾐ 上関町

4149 迫田　昭彦 0:52:52112 ｻｺﾀﾞ ｱｷﾋｺ ただひたすら、前へ広島市

4225 羽山　崇 0:52:57113 ﾊﾔﾏ ﾀｶｼ 府中町

4240 石井　明弘 0:53:11114 ｲｼｲ ｱｷﾋﾛ 広島壮年走ろう会廿日市市

4041 石見　保志 0:53:12115 ｲﾜﾐ ﾔｽｼ 岩国市

4178 八木　住雄 0:53:13116 ﾔｷﾞ ｽﾐｵ 防府市

4133 今井　博康 0:53:14117 ｲﾏｲ ﾋﾛﾔｽ 田布施町

4103 福田　誠治 0:53:18118 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ 島根県

4145 田中　正幸 0:53:20119 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 広電走友会廿日市市

4107 大岩　清 0:53:29120 ｵｵｲﾜ ｷﾖｼ 柳井市

4089 米重　晃寛 0:53:29121 ﾖﾈｼｹﾞ ｱｷﾋﾛ 岩国市

4112 島田　佳昭 0:53:34122 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 下松市

4109 陶山　泰則 0:53:35123 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ タツヤジャポン広島市

4261 西村　研治 0:53:35124 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 光市

4239 松田　裕 0:53:38125 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 山陽小野田市

4310 中村　照夫 0:53:43126 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙｵ 平生町

4238 田島　稔重 0:53:48127 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ 熊野町

4136 高田　喜樹 0:53:53128 ﾀｶﾀ ﾖｼｷ あけぼの岩国市

4161 正尺　弘樹 0:54:02129 ｼｮｳｼﾞｬｸ ﾋﾛｷ 広島市

4069 早田　光則 0:54:13130 ﾜｻﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 広島市

4284 田中　仁志 0:54:16131 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 田布施町

4142 児玉　浩志 0:54:21132 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｼ 山口市

4192 佃　秀樹 0:54:23133 ﾂｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 下松市

4180 平本　康喜 0:54:26134 ﾋﾗﾓﾄ ｺｳｷ 柳井市

4159 末弘　邦晴 0:54:33135 ｽｴﾋﾛ ｸﾆﾊﾙ 和木町

4081 森　浩 0:54:33136 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 周南市

4141 山下　健次 0:54:43137 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 岩国市

4169 大江　友樹 0:54:43138 ｵｵｴ ﾄﾓｷ 広島市

4347 野原　弘幸 0:54:44139 ﾉﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 山口市

4143 森国　正基 0:54:50140 ﾓﾘｸﾆ ﾏｻｷ 岩国市

4078 藤村　龍太郎 0:55:13141 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山口市

4254 田川　朝典 0:55:28142 ﾀｶﾞﾜ ｱｻﾉﾘ 光市

4201 桑村　勝之 0:55:35143 ｸﾜﾑﾗ ｶﾂﾕｷ カワニシ香川県

4342 三田　正弘 0:55:46144 ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ 広島市

4170 小西　博明 0:55:47145 ｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ 下松市

4214 平原　寛之 0:55:55146 ﾋﾗﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩国市

4126 松村　健一 0:55:55147 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 広島市

4199 田中　豪 0:55:57148 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 防府市

4270 坂根　始 0:55:59149 ｻｶﾈ ﾊｼﾞﾒ 光市

4063 岡村　信正 0:56:02150 ｵｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾏｻ 光市
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4165 福田　誠次 0:56:08151 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ 柳井市

4233 中本　雄治 0:56:11152 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 岩国市

4340 山崎　昭則 0:56:13153 ﾔﾏｻ ｱｷﾉﾘ 防府市

4150 平野　達二 0:56:17154 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｼﾞ 広島市

4139 ｱﾘ ｱｽｶﾞﾙ 0:56:25155 ｱﾘ ｱｽｶﾞﾙ 宇部市

4101 山下　洋一 0:56:32156 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｲﾁ 広島市

4212 奥田　道生 0:56:32157 ｵｸﾀﾞ ﾐﾁｵ 広島市

4134 田中　聡 0:56:34158 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 廿日市市

4200 中谷　真治 0:56:39159 ﾅｶﾔ ｼﾝｼﾞ 防府市

4174 大畠　辰巳 0:56:42160 ｵｵﾊﾀ ﾀﾂﾐ 岩国市

4175 大野　幸弘 0:56:42161 ｵｵﾉ ﾕｷﾋﾛ 府中町

4335 竹井　輝明 0:56:43162 ﾀｹｲ ﾃﾙｱｷ 岩国錦帯橋ＲＣ岩国市

4189 野村　りゅうへい 0:56:44163 ﾉﾑﾗ ﾘﾕｳﾍｲ 山口市

4304 梅田　誠治 0:56:47164 ｳﾒﾀﾞ ｾｲｼﾞ 広島市

4115 石本　裕己 0:57:00165 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 山陽小野田市

4185 沖原　政裕 0:57:03166 ｵｷﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩国市

4119 木原　賢一 0:57:03167 ｷﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 廿日市市

4135 結城　和広 0:57:04168 ﾕｳｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜プラスチック福岡県

4127 落合　博 0:57:07169 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 呉市

4193 山根　孝二 0:57:09170 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ サンネット広島市

4160 上利　勝美 0:57:12171 ｱｶﾞﾘ ｶﾂﾐ 防府市

4121 大浦　不可止 0:57:13172 ｵｵｳﾗ ﾌｶｼ 柳井市

4148 明比　俊彦 0:57:20173 ｱｹﾋ ﾄｼﾋｺ 広島市

4183 長安　秀明 0:57:20174 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋﾃﾞｱｷ めで鯛やつら平生町

4343 上原　康治 0:57:22175 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 柳井市

4262 河野　浩二 0:57:23176 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ 山口市

4110 飯塚　忠 0:57:25177 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾀﾞｼ 和木町

4223 藤本　雅幸 0:57:29178 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 玖珂ＲＣ岩国市

4303 吉本　保 0:57:32179 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾓﾂ 広島市

4156 長門　清則 0:57:40180 ﾅｶﾞﾄ ｷﾖﾉﾘ 大竹市

4295 山根　義弘 0:57:42181 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾋﾛ 南条装備工業㈱防府市

4168 佐古　誠 0:57:52182 ｻｺ ﾏｺﾄ 岐阜県

4336 吉武　功 0:57:55183 ﾖｼﾀｹ ｲｻｵ ㈱三宅商事防府市

4353 赤道　稔 0:57:56184 ｱｶﾐﾁ ﾐﾉﾙ ヒラオ，ハシル平生町

4106 山下　達 0:58:10185 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ うんかい広島市

4114 殿明　克則 0:58:14186 ﾄﾉﾐｮｳ ｶﾂﾉﾘ 広島市

4202 矢次　博志 0:58:17187 ﾔﾂｷﾞ ﾋﾛｼ 山口市

4182 大釜　孝司 0:58:21188 ｵｵｶﾞﾏ ﾀｶｼ 周南市

4154 加藤　諄一 0:58:22189 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 周南市

4275 村上　弘志 0:58:27190 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 山口市

4349 川原　和美 0:58:34191 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 広島市

4309 矢田部　吉一 0:58:40192 ﾔﾀﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 山口県

4210 林　光昭 0:58:43193 ﾊﾔｼ ﾐﾂｱｷ 大竹市

4137 小泉　大 0:58:47194 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 廿日市市

4117 西山　太郎 0:58:48195 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾛｳ 周南市

4293 吉田　紘二 0:58:59196 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 周南市

4052 向井　義和 0:59:00197 ﾑｶｲ ﾖｼｶｽﾞ チームよっくん広島市

4330 田中　克之 0:59:06198 ﾀﾅｶ ｶﾂﾕｷ 三丘オーシャンズ5周南市

4191 福田　亨 0:59:11199 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 広島市

4172 周田　純一 0:59:16200 ｽﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 小郡町消防団山口市
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4164 藤井　謙二 0:59:21201 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 周南市

4039 水本　茂則 0:59:23202 ﾐｽﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ 光市

4163 中長　健二 0:59:27203 ﾅｶﾁｮｳ ｹﾝｼﾞ 中袖ＳＲＣ周南市

4132 藤弘　和正 0:59:29204 ﾌｼﾞﾋﾛ ｶｽﾞﾏｻ 田布施町

4337 藤弘　知司 0:59:29205 ﾌｼﾞﾋﾛ ﾄﾓｼﾞ 光市

4283 森　政廣 0:59:31206 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 広島市

4097 福田　哲也 0:59:46207 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 山口県

4155 貞本　芳彦 0:59:49208 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 防府市

4317 本井　靖夫 0:59:56209 ﾓﾄｲ ﾔｽｵ 平生町

4257 沖野　浩二 1:00:01210 ｵｷﾉ ｺｳｼﾞ ㈱山産岩国市

4352 坂林　　大輔 1:00:04211 ｻｶﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲｽｹ 周南市

4176 田中　正夫 1:00:09212 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 田布施町

4196 鎌田　一郎 1:00:11213 ｶﾏﾀ ｲﾁﾛｳ 浅江７７年会下松市

4287 古迫　登志郎 1:00:12214 ﾌﾙｻｺ ﾄｼﾛｳ 光市

4236 大田　隆史 1:00:23215 ｵｵﾀ ﾀｶﾌﾐ バンドー化学兵庫県

4221 鮎川　哲男 1:00:25216 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂｵ 錦帯橋岩国市

4186 折本　吉文 1:00:33217 ｵﾘﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 広島市

4198 上田　裕司 1:00:49218 ｳｴﾀ ﾕｳｼﾞ 広島市

4285 山縣　直喜 1:00:50219 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｵｷ 和木町

4344 髙畑　茂 1:00:58220 ｺｳﾊﾀ ｼｹﾞﾙ Unix廿日市市

4265 羽熊　健司 1:00:59221 ﾊｸﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 広島市

4312 吉田　功 1:01:08222 ﾖｼﾀﾞ ｲｻｵ 廿日市市

4144 有馬　信幸 1:01:38223 ｱﾘﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 雲広島市

4205 水成　勉 1:02:09224 ﾐｽﾞﾅﾘ ﾂﾄﾑ マッダ防府市

4220 繁冨　靖生 1:02:16225 ｼｹﾞﾄﾐ ﾔｽｵ 広島市

4332 佐々木　伸行 1:02:35226 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 田布施町

4314 中本　好生 1:02:41227 ﾅｶﾓﾄ ﾖｼｵ メリーランド大学岩国市

4227 竹内　正義 1:03:10228 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾖｼ 防府市

4188 石川　俊明 1:03:28229 ｲｼｶﾜ ﾄｼｱｷ 山口市

4271 中山　英俊 1:03:31230 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 国民宿舎　大城光市

4273 藤原　誠司朗 1:03:39231 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲｼﾛｳ 光市

4197 増永　直規 1:03:42232 ﾏｽﾅｶﾞ ﾅｵｷ 広島市

4195 北林　隆浩 1:03:51233 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 岩国市

4153 亀田　孝志 1:03:59234 ｶﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 広島市

4338 竹本　伸 1:04:12235 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝ 広島市

4255 前場　豊 1:04:19236 ﾏｴﾊﾞ ﾕﾀｶ 広島市

4333 上岡　隆博 1:04:39237 ｳｴｵｶ ﾀｶﾋﾛ 広島市

4093 吉住　正博 1:04:54238 ﾖｼｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ チームよっくん廿日市市

4213 谷本　浩 1:05:12239 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ コベルコ建機ＴＡＣ広島市

4301 善岡　博志 1:05:15240 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｼ 廿日市市

4248 大倉　尚 1:05:16241 ｵｵｸﾗ ﾋｻｼ 広島壮年走ろう会広島市

4206 山本　西夫 1:05:32242 ﾔﾏﾓﾄ ﾆｼｵ 周南市

4251 土井　正治 1:05:36243 ﾄﾞｲ ﾏｻｼﾞ 岩国市

4290 岡　正男 1:05:45244 ｵｶ ﾏｻｵ 東広島市

4259 山本　忠義 1:06:14245 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 広島壮年走ろう会広島市

4331 加藤　雄一 1:07:01246 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 広島市

4217 斉藤　龍彦 1:07:08247 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ ＨＫＲＣ呉市

4209 片山　省司 1:07:16248 ｶﾀﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 呉市

4049 益田　一夫 1:07:35249 ｻｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ チームＧＥＮさん防府市

4260 水野　嘉明 1:07:54250 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ 介護施設ゆうわ苑岩国市
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4222 亀島　義之 1:07:55251 ｶﾒｼﾏ ﾖｼﾕｷ 岩国市

4263 村岡　靖俊 1:08:02252 ﾑﾗｵｶ ﾔｽﾄｼ 広島壮年走ろう会大竹市

4281 池田　一郎 1:08:35253 ｲｹﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 夢のつづき光市

4211 松田　敏則 1:08:45254 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ タツヤジャポン広島市

4216 宮本　隆之 1:09:45255 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ドーロスター広島市

4204 原　康三 1:10:24256 ﾊﾗ ﾔｽﾐﾂ 夢の続き光市

4247 天野　英治 1:10:49257 ｱﾏﾉ ｴｲｼﾞ 東広島市

4292 栗栖　孝章 1:11:58258 ｸﾘｽ ﾀｶｱｷ チームＫ広島市

4046 鈴木　邦夫 1:11:59259 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 北海道

4171 若佐　俊行 1:12:27260 ﾜｶｻ ﾄｼﾕｷ 岩国市

4224 西原　太 1:12:34261 ﾆｼﾊﾗ ﾌﾄｼ 広島市

4218 斉藤　浩征 1:12:43262 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 定例会広島市

4226 田尾　正昭 1:13:28263 ﾀｵ ﾏｻｱｷ 平生町

4219 新本　英人 1:15:34264 ｼﾝﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ かべくらぶ広島市

4320 森重　隆文 1:15:42265 ﾓﾘｼｹﾞ ﾀｶﾌﾐ 防府市

4229 西本　建二 1:16:07266 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 廿日市市

4288 秋川　強 1:18:19267 ｱｷｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 岩国市

4268 縄田　暄治 1:19:50268 ﾅﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 光市
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