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10050 森元　憲治 1:17:561 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｼﾞ マツダＡＣ府中町 ※

10095 登根　健一 1:21:282 ﾄﾈ ｹﾝｲﾁ 廿日市市

10080 杉山　信一郎 1:21:453 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｔ・ＶＩＶＡ山口市 ※

10113 井上　盛文 1:23:334 ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾌﾐ 松江陸上クラブ島根県 ※

10144 藤中　紀男 1:25:395 ﾌｼﾞﾅｶ ﾉﾘｵ 岩国市

10148 石黒　淑亮 1:25:466 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭｸﾘｮｳ ＭＨＰＳ呉ＪＣ呉市 ※

10240 岩田　友視 1:27:037 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾐ 防府市

10124 弘中　秀明 1:27:148 ﾋﾛﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 岩国市

10171 頼　清正 1:28:599 ﾗｲ ｷﾖﾏｻ 広島市

10214 清木　伸二 1:29:1410 ｾｲｷ ｼﾝｼﾞ 周南市

10162 神足　学 1:30:1511 ｺｳﾀﾘ ﾏﾅﾌﾞ ＫＲＹランナーズ周南市 ※

10147 西村　知宣 1:30:5912 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ トップギア広島広島市

10229 片山　重晴 1:31:2013 ｶﾀﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ 広島市

10169 宮本　佳幸 1:31:3614 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 柳井市

10170 田中　信義 1:31:5615 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 山口市

10167 藤井　聖 1:32:1016 ﾌｼﾞｲ ｷﾖｼ 防府市教育委員会山口市

10318 吉川　高広 1:32:3317 ｷｯｶﾜ ﾀｶﾋﾛ マツダ（株）呉市

11107 坂井　清 1:32:5218 ｻｶｲ ｷﾖｼ 防府市

10334 大野　宏明 1:33:2419 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ 宇部市

10156 奥屋　利彦 1:33:2920 ｵｸﾔ ﾄｼﾋｺ 米泉湖走遊会下松市

10145 岡村　紀行 1:33:4621 ｵｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 安佐北区広島市

10179 坂本　浩二 1:34:2622 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ トップギア広島広島市 ※

11180 小林　靖昌 1:34:3323 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾏｻ 岩谷産業(株)大阪府

10298 坂本　和彦 1:34:4124 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 広島市

10166 中田　正雄 1:35:2825 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ テクノスナカタ広島市

10364 渡辺　伸二 1:35:3726 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 周南市

10201 原田　義雄 1:35:5927 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｵ 下松市

10672 河野　道広 1:36:0428 ｺｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ 廿日市ＦＣ廿日市市

10267 宮本　吉照 1:36:0529 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ 旭製作所下松市

10235 武智　直道 1:36:1830 ﾀｹﾁ ﾅｵﾐﾁ 広島市

10392 道免　憲司 1:37:0331 ﾄﾞｳﾒﾝ ｹﾝｼﾞ 防府市

10335 土井　ヒロシ 1:37:1632 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 広島市

11167 堀田　俊明 1:37:1733 ﾎｯﾀ ﾄｼｱｷ 光市

10275 井沼田　雅樹 1:37:3834 ｲﾇﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 光市

10297 宍戸　義弘 1:37:5335 ｼｼﾄﾞ ﾖｼﾋﾛ 田布施町

10146 木村　成則 1:38:1336 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ トップギア広島広島市

10413 相田　秀紀 1:38:4437 ｱｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ＴｅａｍＲｏｃｋ廿日市市

10442 町田　康男 1:39:4338 ﾏﾁﾀﾞ ﾔｽｵ 岩国市

10325 宮本　晃一 1:39:4439 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 広島市

10328 原田　信志 1:39:5340 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ＨＯＴＳ光市

10282 玉木　孝治 1:40:0641 ﾀﾏｷ ﾀｶﾊﾙ 小瀬川倶楽部和木町

10447 佐々木　信治 1:40:1742 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 広島市

10396 林　幹太 1:40:5043 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 廿日市市

11088 中島　源 1:41:1044 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾞﾝ ＴＪＭ徳島県

10332 穐本　和仁 1:41:2145 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 両国自動車整備大分県

10277 片山　憲治 1:41:4046 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 広島市

10439 末成　勝司 1:41:4847 ｽｴﾅﾘ ｶﾂｼ 防府市

11156 大元　健治 1:41:5548 ｵｵﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 広島市

10475 松金　義晴 1:42:0349 ﾏﾂｶﾈ ﾖｼﾊﾙ 山陽小野田市

10431 下永　博巳 1:42:0450 ｼﾓﾅｶﾞ ﾋﾛﾐ 山口■ランネット山口市
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10448 酒井　龍司 1:42:0551 ｻｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 島根県

10221 徳元　勝好 1:42:0652 ﾄｸﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 山口市

10451 北脇　弘之 1:42:0653 ｷﾀﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 広島市

10270 小田　正己 1:42:1754 ｵﾀﾞ ﾏｻﾐ 宝町ランクラブ広島市 ※

10466 藤井　康人 1:42:4055 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾄ 周南市

10362 高橋　信一 1:43:0656 ﾀｶﾊｼｼﾝｲｼﾝｲﾁ 三菱重工広島トライアスロンクラ広島市

10388 高田　知太郎 1:43:2257 ﾀｶﾀ ﾄﾓﾀﾛｳ 周南市

10327 田中　泰博 1:43:3058 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ ＷＥＬＯＶＥ越ヶ浜萩市

10382 宮本　大造 1:43:3459 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｿﾞｳ 広島市

10256 百合野　均 1:43:3860 ﾕﾘﾉ ﾋﾄｼ 広島市

10542 銭廣　英生 1:43:4061 ｾﾞﾆﾋﾛ ﾋﾃﾞｵ 広空ランナーズ東広島市

10528 竪野　勝 1:43:5162 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ 東広島市

11125 安村　克美 1:43:5363 ﾔｽﾑﾗ ｶﾂﾐ 廿日市市

10484 矢敷　健治 1:43:5964 ﾔｼｷ ｹﾝｼﾞ 山口市

10537 加藤　健志 1:44:0665 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 宇部市

11054 佐藤　稔 1:44:1866 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 広島壮年走ろう会広島市

10394 木村　英隆 1:44:2167 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ Ｈａｒｍｏｎｙ広島市

10464 植木田　淳二 1:44:3968 ｳｴｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 無所属岩国市

10588 日下　美一 1:44:4269 ｸｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 西川ゴム工業広島市

10276 河村　正博 1:44:4970 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 柳井市

10320 塚本　宏志 1:44:5071 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ ＡＢＴＲ広島市

11179 弘田　文利 1:44:5272 ﾋﾛﾀ ﾌﾐﾄｼ 岩国市Ｊ．Ｃ岩国市

10650 小林　政則 1:44:5573 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 廿日市市

10734 黒神　洋志 1:45:1274 ｸﾛｶﾐ ﾋﾛｼ 呉市

10797 仲子　辰司 1:45:1575 ﾅｶｺ ﾀﾂｼ 周南市

11100 有吉　浩志 1:45:1776 ｱﾘﾖｼ ﾋﾛｼ 下松市

10321 上村　真一 1:45:1977 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 山陽小野田市

10389 廣石　泰則 1:45:3178 ﾋﾛｲｼ ﾔｽﾉﾘ 萩市

11075 福本　雅和 1:45:4979 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 岩国市

10210 藤井　伸浩 1:45:5880 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 周南市

10412 荒川　正行 1:46:2181 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ 下松市

10401 城所　育雄 1:46:2782 ｷﾄﾞｺﾛ ｲｸｵ 広島壮年走ろう会広島市

10593 飯田　宜弘 1:46:2783 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東亜非破壊検査㈱福岡県

10601 河辺　記章 1:46:2884 ｶﾜﾍﾞ ﾉﾘｱｷ 下松市

10352 橋本　雅明 1:46:4485 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ 光市

10423 田中　哲洋 1:47:0986 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾋﾛ 広島市

10659 時任　智幸 1:47:1187 ﾄｷﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 下松市

10444 池田　仙幸 1:47:3588 ｲｹﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 宇部市

10393 瀬村　英俊 1:47:4489 ｾﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 山口市

10286 川口　哲司 1:47:5590 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 星空バンド光市 ※

10678 三戸　育治 1:48:0091 ﾐﾄ ｲｸﾊﾙ 平生町

11094 中崎　浩幸 1:48:4892 ﾅｶｻｷ ﾋﾛﾕｷ キーレックス廿日市市

10544 佐々木　悟 1:49:0893 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 広島市

10443 上川内　良任 1:49:5994 ｶﾐｺﾞｳﾁ ﾖｼﾀｶ 広島市陸協廿日市市 ※

10517 友田　隆 1:50:0195 ﾄﾓﾀ ﾀｶｼ たぶろき平生町

10737 田原　豊 1:50:0496 ﾀﾊﾗ ﾕﾀｶ 岩国市

10563 原田　淳志 1:50:1197 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 東広島市

11121 倉本　幸弘 1:50:2298 ｸﾗﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ Ｃ．アスリート岩国市

10543 新山　俊二 1:50:5799 ﾆｲﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 光市

10880 松井　宏樹 1:51:05100 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 応用地質山口市
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10506 林　健伸 1:51:07101 ﾊﾔｼ ﾀｹﾉﾌﾞ 広島市

10949 稲田　裕二 1:51:39102 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 広島市

10441 安光　仁志 1:51:44103 ﾔｽﾐﾂ ﾋﾄｼ サンネット山口市

10585 大中　秀樹 1:52:13104 ｵｵﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 広島市

10527 青木　和寿 1:52:20105 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｻ 美東ランニング美祢市

10493 中原　由博 1:52:43106 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 下松市

11080 池渕　純司 1:52:45107 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 佐賀県

11134 小森　一徳 1:52:50108 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡県

10560 森本　一也 1:52:56109 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 徳山ポリプロ周南市

10326 岡藤　秀夫 1:53:02110 ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 長府製作所下関市

11074 山本　淳一 1:53:18111 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口市

10663 錦戸　浩敏 1:53:19112 ﾆｼｷﾄﾞ ﾋﾛﾄｼ 広島市

10485 中山　浩一 1:53:22113 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ ベアロック広島市

10688 溝口　信行 1:54:26114 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ すくすくキッズ広島市

10288 上村　好廣 1:54:27115 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ オート電機防府市

10899 磯部　博之 1:54:33116 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

11182 児高　静博 1:54:35117 ｺﾀﾞｶ ｼｽﾞﾋﾛ 広島市

10864 福岡　洋一 1:55:47118 ﾌｸｵｶ ﾖｳｲﾁ 三原マツダ販売三原市

10747 多名賀　剛 1:55:48119 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 光速ランナーズ光市

10913 山田　泰聖 1:55:56120 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｷﾖ 和心（わごころ）広島市

10819 児玉　勉 1:56:30121 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾄﾑ 東広島市

10722 武智　泰彦 1:56:49122 ﾀｹﾁ ﾔｽﾋｺ ＢＢＲ広島市

10711 坪井　基宏 1:56:52123 ﾂﾎﾞｲ ﾓﾄﾋﾛ 東ソー・ハイテック周南市

10567 西永　浩司 1:56:54124 ﾆｼﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 山口市

10602 池田　洋一 1:56:57125 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 維新ランナーズ萩市

10556 河村　金満 1:57:04126 ｶﾜﾑﾗ ｶﾈﾐﾂ 周防大島町

10610 重信　健一 1:57:27127 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｹﾝｲﾁ 岩国市

10685 山田　明 1:57:56128 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ いちばん広島市

10623 實近　利和 1:58:06129 ｻﾈﾁｶ ﾄｼｶｽﾞ ＫＩＧＹＯＵ山口市

10799 小田　幹男 1:58:10130 ｵﾀﾞ ﾐｷｵ 山口市

10174 吉村　時彦 1:58:26131 ﾖｼﾑﾗ ﾄｷﾋｺ ＰＡＰＥＲＳ廿日市市

10862 尾上　和三 1:59:11132 ｵﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ 光市

10695 村本　雅昭 1:59:23133 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｱｷ 柳井市

10810 鬼武　史郎 1:59:23134 ｵﾆﾀｹ ｼﾛｳ 岩国市

10763 原田　佳和 1:59:37135 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 呉市

10924 髙村　研治 1:59:58136 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 山口市

10670 高津　雅己 2:01:00137 ﾀｶﾂ ﾏｻﾐ 山口市

10504 森重　和則 2:01:08138 ﾓﾘｼｹﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 下松市

10850 松本　成久 2:01:40139 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾋｻ 海田町

11046 西村　誠耀 2:01:47140 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｱｷ 府中町

10582 柿添　勇夫 2:02:35141 ｶｷｿﾞｴ ｲｻｵ 周南市

10727 佐藤　悦郎 2:02:36142 ｻﾄｳ ｴﾂﾛｳ 我儘ランナーズ光市

10337 藤井　俊樹 2:03:42143 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｷ 広島市

10552 古田　泰三 2:03:46144 ﾌﾙﾀ ﾀｲｿﾞｳ Ｒ．Ｄ．Ｄ広島市

11027 浜崎　洋 2:04:22145 ﾊﾏｻｷ ﾖｳ 広島市

10713 大島　光雄 2:04:27146 ｵｵｼﾏ ﾐﾂｵ 広島銀行広島市

11053 中高下　満 2:04:44147 ﾅｶｺｳｹﾞ ﾐﾂﾙ 広島市

10858 加連　之智 2:05:03148 ｶﾚﾝ ﾕｷﾄﾓ 広島市

10620 小林　邦昭 2:05:04149 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ 広島市

10928 森﨑　洪輝 2:06:03150 ﾓﾘｻｷ ｺｳｷ 広島市
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所属地区名 備考

「※」マークは、
日本陸連登録選手

10856 前田　安昌 2:06:31151 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 佐賀県

10872 木村　光孝 2:06:34152 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 柳井市

10939 藤村　陽一 2:07:14153 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 広島市

10964 米谷　和彦 2:07:21154 ｺﾒﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 柳井市

11013 大野　武徳 2:08:00155 ｵｵﾉ ﾀｹﾉﾘ 岩国市

11028 新宮　秀樹 2:08:13156 ｼﾝｸﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 廿日市市

10825 桑原　甲成 2:08:26157 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ ひとり広島市

11143 河田　達也 2:10:45158 ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ 山九㈱周南市

10740 藤原　泰基 2:12:37159 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｲｷ 広島市

10573 中田　英樹 2:12:56160 ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞｷ 広島市

11147 村田　和彦 2:13:10161 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 光市

10755 熊谷　慎哉 2:14:52162 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾔ 広島市

10879 松村　法彦 2:14:52163 ﾏﾂﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ ＲＳＢ広島市

10904 松岡　章一 2:15:49164 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｲﾁ 下関市

10971 小池　一郎 2:16:25165 ｺｲｹ ｲﾁｵｳ 広島市

10815 岡部　明浩 2:16:42166 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 広島壮年走ろ会広島市

11139 中谷　好秀 2:16:56167 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾋﾃﾞ 広島市

10780 吉松　吉昭 2:16:56168 ﾖｼﾏﾂ ﾖｼｱｷ 三丘オーシャンズ周南市

10895 岡田　一雄 2:17:17169 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｵ 下松市

10871 清家　豊 2:18:23170 ｾｲｹ ﾕﾀｶ 直方フォレスト福岡県

10793 鈴木　英夫 2:18:42171 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 岡山県

11019 田坂　良久 2:18:57172 ﾀｻｶ ﾖｼﾋｻ 岩国市

11116 原田　徹 2:18:57173 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｵﾙ 周南市

10817 井上　淳司 2:22:53174 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 広島市

10807 森弘　栄二 2:25:10175 ﾓﾘﾋﾛ ｴｲｼﾞ 下松市

10877 半田　幸二 2:26:55176 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ ＴｅａｍＲＯＣＫ広島市

10945 中村　博文 2:29:32177 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 福岡県

10725 江藤　雅文 2:32:06178 ｴﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 柳井市

10773 井上　哲也 2:32:16179 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ 土地家屋調査士岩国市

10730 日向　文雄 2:34:56180 ﾋﾅﾀ ﾌﾐｵ 全日本空輸（株）宇部市

10958 山城　典利 2:35:06181 ﾔﾏｼﾛ ﾉﾘﾄｼ 防府市

10918 米光　卓己 2:35:33182 ﾖﾈﾐﾂ ﾀｸﾐ 山口市

10981 萩原　覚 2:38:35183 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 広島市
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