
- 第1回　くだまつ笠戸島アイランドトレイル -

28km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/2/14

スタート： -

会場: 山口県下松市笠戸島

主催: くだまつ笠戸島ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾚｲﾙ実行委員会

2時間48分51秒1 東 徹511 ヒガシトオル

2時間49分59秒2 別府 浩司005 ベップ コウジ

2時間56分52秒3 河村 剛001 カワムラ ツヨシ

2時間57分32秒4 熊本 健志002 クマモト タケシ

3時間00分04秒5 会田 翔014 アイダ ショウ

3時間04分23秒6 大野 直樹013 オオノ ナオキ

3時間06分13秒7 山下 慎一郎011 ヤマシタ シンイチロウ

3時間08分32秒8 山本 俊介012 ヤマモト シュンスケ

3時間15分49秒9 渡辺 彦道041 ワタナベ ヒコミチ

3時間17分22秒10 川本 猛希052 カワモト タケキ

3時間19分54秒11 寺田 智哉030 テラダ トモヤ

3時間20分05秒12 佐々木 真太朗006 ササキ シンタロウ

3時間21分46秒13 小田 繁行083 オダ シゲユキ

3時間22分19秒14 丸本 匠111 マルモト タクミ

3時間25分24秒15 中野 賢一151 ナカノ ケンイチ

3時間26分13秒16 新谷 竜治053 シンタニ リュウジ

3時間28分48秒17 田中 拓希016 タナカ ヒロキ

3時間29分03秒18 河村 孝文008 カワムラ タカフミ

3時間29分28秒19 礒村 寿志018 イソムラ ヒサシ

3時間33分10秒20 石黒 正貴021 イシグロ マサキ

3時間33分51秒21 太田 展弘049 オオタ ノブヒロ

3時間34分34秒22 浅原 基宏027 アサハラ モトヒロ

3時間34分58秒23 矢川 光臣031 ヤガワ ミツオミ

3時間35分22秒24 高藤 裕一064 タカフジ ユウイチ

3時間39分38秒25 宅江 良隼009 タクエ ヨシタカ

3時間41分01秒26 中村 健二059 ナカムラ ケンジ

3時間41分31秒27 前田 佑史010 マエダ ユウジ

3時間41分55秒28 徳吉 諭056 トクヨシ サトル

3時間43分16秒29 星出 智久090 ホシデ トモヒサ

3時間43分25秒30 永冨 真司046 ナガドミ シンジ

3時間43分49秒31 井上 晴雄050 イノウエ ハルオ

3時間44分21秒32 在津 剛081 ザイツ タケシ

3時間44分35秒33 長尾 学076 ナガオ マナブ

3時間45分24秒34 齋藤 晃106 サイトウ アキラ

3時間46分33秒35 柴田 宜弥029 シバタ ヨシミツ

3時間49分09秒36 千代延 義朋100 チヨノブ ヨシトモ

3時間51分10秒37 横道 博079 ヨコミチ ヒロシ

3時間51分32秒38 沼田 邦彦003 ヌマタ クニヒコ

3時間51分53秒39 山田 隆信048 ヤマダ タカノブ

3時間52分08秒40 木本 康一040 キモト コウイチ

3時間52分25秒41 三上 満022 ミカミ ミツル

3時間52分41秒42 奥田 智雄210 オクダ トシオ

3時間54分05秒43 岩本 栄作334 イワモト エイサク

3時間56分06秒44 丸本 信145 マルモト マコト

3時間57分49秒45 松塚 弘樹333 マツヅカ ヒロキ

4時間00分25秒46 丹藤 卓也128 タンドウ タクヤ

4時間00分43秒47 杉山 武彦037 スギヤマ タケヒコ

4時間01分16秒48 谷川 重雄330 タニガワ シゲオ

4時間01分27秒49 長浦 徹075 ナガウラ トオル

4時間02分13秒50 橋本 尚樹099 ハシモト ナオキ
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4時間03分14秒51 三戸 啓嗣318 ミト ヒロシ

4時間03分34秒52 山田 生彦150 ヤマダ ナルヒコ

4時間03分42秒53 西川 正文045 ニシカワ マサフミ

4時間05分00秒54 服部 洋司159 ハットリ ヨウジ

4時間05分09秒55 糸浜 昌彦077 イトハマ マサヒコ

4時間05分31秒56 平岡 晋152 ヒラオカ ススム

4時間05分50秒57 森元 裕介089 モリモト ユウスケ

4時間06分19秒58 松本 直也166 マツモト ナオヤ

4時間06分36秒59 宇田 佳広109 ウダ ヨシヒロ

4時間06分36秒60 大石 賢斉070 オオイシ マサナリ

4時間06分49秒61 藤川 裕志093 フジカワ ヤスシ

4時間07分55秒62 矢野 輝幸112 ヤノ テルユキ

4時間08分07秒63 重光 聡朋414 シゲミツ アキトモ

4時間08分28秒64 広中 賢二211 ヒロナカ ケンジ

4時間08分44秒65 堀田 朝和017 ホッタ トモカズ

4時間08分48秒66 渡辺 伸二055 ワタナベ シンジ

4時間09分12秒67 安藤 大023 アンドウ ヒロシ

4時間09分17秒68 佐野 総一郎071 サノ ソウイチロウ

4時間10分00秒69 永元 良知194 ナガモト ヨシノリ

4時間11分11秒70 西谷 勝人074 ニシタニ マサト

4時間11分14秒71 倉地 淳也215 クラチ ジュンヤ

4時間11分38秒72 松下 政司117 マツシタ セイジ

4時間12分38秒73 井上 準也243 イノウエ ジュンヤ

4時間13分22秒74 五島 智之125 ゴトウ トモユキ

4時間13分51秒75 松久 明弘072 マツヒサ アキヒロ

4時間13分59秒76 三和田 知典126 ミワダ トモノリ

4時間14分28秒77 石村 竜也408 イシムラ タツヤ

4時間15分19秒78 國府 諒一129 コクフ リョウイチ

4時間15分26秒79 恒成 和也223 ツネナリ カズヤ

4時間16分03秒80 松永 健一007 マツナガ ケンイチ

4時間16分48秒81 山田 祐司039 ヤマダ ユウジ

4時間17分06秒82 蛭田 貴昭138 ヒルタ タカアキ

4時間17分20秒83 木村 惟大157 キムラ コレヒロ

4時間17分29秒84 山崎 貴司189 ヤマサキ タカシ

4時間18分20秒85 隅田 耕作104 スミダ コウサク

4時間18分32秒86 田村 幸夫061 タムラ ユキオ

4時間19分50秒87 増井 宏彰124 マスイ ヒロアキ

4時間20分09秒88 砂本 徳春249 スナモト トクハル

4時間20分38秒89 金山 紀彦067 カナヤマ ノリヒコ

4時間20分49秒90 鈴木 薫156 スズキ カオル

4時間21分05秒91 内山 剛311 ウチヤマ ゴウ

4時間21分15秒92 ふくなが かずおみ086 フクナガ カズオミ

4時間23分03秒93 山本 直024 ヤマモト スナオ

4時間23分14秒94 結城 建祐108 ユウキ ケンスケ

4時間23分19秒95 堀田 祐輔301 ホリタ ユウスケ

4時間23分32秒96 中村 剛120 ナカムラ タケシ

4時間23分41秒97 河内 一025 コウチ ハジメ

4時間23分50秒98 竹田 龍也174 タケダ タツヤ

4時間23分57秒99 松永 渉135 マツナガ ワタル

4時間25分25秒100 増山 満212 マシヤマ ミツル
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4時間26分10秒101 森岡 弘介164 モリオカ コウスケ

4時間26分48秒102 山本 靖士102 ヤマモト セイジ

4時間27分06秒103 大島 透062 オオシマ トオル

4時間27分18秒104 黒川 哲平190 クロカワ テッペイ

4時間27分24秒105 西山 祥065 ニシヤマ アキラ

4時間27分28秒106 竹本 宏亮026 タケモト ヒロアキ

4時間28分00秒107 徳永 尚俊019 トクナガ ナオトシ

4時間29分21秒108 三奈木 聡085 ミナギ サトシ

4時間29分22秒109 仲野 祥吾091 ナカノ ショウゴ

4時間29分28秒110 高松 治087 タカマツ オサム

4時間29分42秒111 石田 一志403 イシダ カズシ

4時間30分15秒112 椙山 博志248 スギヤマ ヒロシ

4時間30分41秒113 斉藤 法孝044 サイトウ ノリタカ

4時間31分00秒114 今井 秀樹060 イマイ ヒデキ

4時間31分33秒115 松浦 泰法233 マツウラ ヤスノリ

4時間31分35秒116 仲 慶史162 ナカ ヨシフミ

4時間31分39秒117 淺田 典宏163 アサダ ノリヒロ

4時間32分02秒118 須山 京平504 スヤマ キョウヘイ

4時間32分19秒119 安田 寛治231 ヤスダ カンジ

4時間32分43秒120 倉田 清典140 クラタ キヨノリ

4時間33分55秒121 清水 猛之107 シミズ タカユキ

4時間34分00秒122 河根 修219 カワネ オサム

4時間34分07秒123 酒井 一169 サカイ ハジメ

4時間35分27秒124 今弘 高正397 イマヒロ タカマサ

4時間35分51秒125 新庄 庸三326 シンジョウ ヨウゾウ

4時間36分03秒126 津久田 壮一092 ツクダ ソウイチ

4時間36分21秒127 松尾 聡114 マツオ サトシ

4時間36分29秒128 波部 和俊217 ハベ カズトシ

4時間36分32秒129 丸山 芳則331 マルヤマ ヨシノリ

4時間36分34秒130 竹村 大輔207 タケムラ ダイスケ

4時間36分45秒131 山本 良明122 ヤマモト ヨシアキ

4時間38分21秒132 安村 徳郎206 ヤスムラ トクロウ

4時間38分33秒133 山崎 毅博245 ヤマサキ タカヒロ

4時間38分36秒134 谷 秀治158 タニ シュウジ

4時間38分37秒135 井樋 大介302 イビ ダイスケ

4時間40分11秒136 吉岡義法526 よしおかよしのり

4時間41分03秒137 田村 暢英160 タムラ ノブヒデ

4時間41分56秒138 増田 剛一郎101 マスダ コウイチロウ

4時間42分22秒139 福田 真也216 フクダ シンヤ

4時間42分58秒140 平岡 誠315 ヒラオカ マコト

4時間43分03秒141 中村 文夫456 ナカムラ フミオ

4時間43分09秒142 和田 真典103 ワダ シンスケ

4時間43分11秒143 竹内 友二209 タケウチ ユウジ

4時間43分20秒144 森本 啓司142 モリモト ケイジ

4時間43分22秒145 舟橋 健033 フナバシ タケシ

4時間43分32秒146 高尾 光一115 タカオ コウイチ

4時間43分38秒147 藤 孝之179 トウ タカユキ

4時間44分32秒148 岡本 明宏094 オカモト アキヒロ

4時間44分48秒149 売豆紀 雅昭073 メズキ マサアキ

4時間45分08秒150 長迫 健二110 ナガサコ ケンジ
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4時間45分33秒151 森 一真300 モリ カズマ

4時間46分11秒152 橋本 貴史187 ハシモト タカフミ

4時間47分18秒153 井生 初136 イオ ハジメ

4時間47分29秒154 宮原 宣幸119 ミヤハラ ノリユキ

4時間48分00秒155 青木 伸也201 アオキ シンヤ

4時間48分11秒156 藤尾 敦058 フジオ アツシ

4時間48分11秒157 武末 博明042 タケスエ ヒロアキ

4時間48分22秒158 谷口 啓一184 タニグチ ケイイチ

4時間48分46秒159 清水 隆113 シミズ タカシ

4時間48分56秒160 田才 英行199 タサイ ヒデユキ

4時間49分04秒161 中上 涼平172 ナカガミ リョウヘイ

4時間49分08秒162 太田 雄司191 オオタ ユウジ

4時間49分16秒163 寺川 一成143 テラカワ カズナリ

4時間49分26秒164 其原 浩輔175 ソノハラ コウスケ

4時間49分26秒165 中村 充智357 ナカムラ ミツトシ

4時間50分08秒166 松本 健輔132 マツモト ケンスケ

4時間50分15秒167 許斐 美治147 コノミ ヨシハル

4時間51分01秒168 高橋 信一146 タカハシ シンイチ

4時間51分09秒169 山門 徹239 ヤマカド トオル

4時間51分17秒170 江崎 栄419 エサキ サカエ

4時間51分23秒171 今井 博文118 イマイ ヒロフミ

4時間52分12秒172 竹中 一浩459 タケナカ カズヒロ

4時間52分45秒173 木村 真也204 キムラ シンヤ

4時間52分49秒174 橋本 学237 ハシモト マナブ

4時間52分53秒175 米澤 治文035 ヨネザワ ハルフミ

4時間53分52秒176 堅田 真一350 カタダ シンイチ

4時間54分06秒177 甲斐 誠二359 カイ セイジ

4時間54分10秒178 田中 宏幸342 タナカ ヒロユキ

4時間54分20秒179 藤井 邦晴310 フジイ クニハル

4時間54分24秒180 橋本康浩528 はしもとやすひろ

4時間54分54秒181 藤本 昌和349 フジモト マサカズ

4時間56分31秒182 山本 和宏314 ヤマモト カズヒロ

4時間57分10秒183 堀川　秀司553 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳｼﾞ

4時間57分20秒184 南 将史377 ミナミ マサフミ

4時間57分31秒185 空田 一馬200 ソラダ カズマ

4時間57分40秒186 藤本 英二481 フジモト エイジ

4時間58分12秒187 澤藤 元哉203 サワフジ ゲンヤ

4時間58分56秒188 木下 哲也098 キノシタ テツヤ

5時間01分28秒189 青木 慎太郎130 アオキ シンタロウ

5時間03分23秒190 木村 吉秀416 キムラ ヨシヒデ

5時間04分08秒191 守屋 伸樹341 モリヤ ノブキ

5時間04分26秒192 中野 正樹232 ナカノ マサキ

5時間05分09秒193 大森 英範227 オオモリ ヒデノリ

5時間05分18秒194 末岡良一527 すえおかりょういち

5時間05分31秒195 武田 伸治435 タケダ シンジ

5時間07分03秒196 米田 光宏411 ヨネダ ミツヒロ

5時間07分03秒197 島口 雅行351 シマグチ マサユキ

5時間08分20秒198 久保 昌昭360 クボ マサアキ

5時間09分10秒199 中邑 賢治080 ナカムラ ケンジ

5時間09分22秒200 板井 政行337 イタイ マサユキ
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5時間10分02秒201 末次 宏明361 スエツグ ヒロアキ

5時間10分46秒202 長見 朋佳348 ナガミ トモヨシ

5時間10分58秒203 石田 英明148 イシダ ヒデアキ

5時間11分10秒204 荒木 厚博139 アラキ アツヒロ

5時間12分16秒205 高張 和久220 タカハリ カズヒサ

5時間12分39秒206 石飛 純一082 イシトビ ジュンイチ

5時間12分41秒207 南里 健太郎144 ナンリ ケンタロウ

5時間13分08秒208 熊本　真一551 ｸﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

5時間13分16秒209 沖野 輝幸339 オキノ テルユキ

5時間14分23秒210 糸原 進329 イトハラ ススム

5時間15分49秒211 四藤 英一郎366 ヨトウ エイイチロウ

5時間17分13秒212 友村 栄幸430 トモムラ マサユキ

5時間17分18秒213 木下 正己198 キノシタ マサミ

5時間17分40秒214 境田 勝博088 サカイダ カツヒロ

5時間17分40秒215 宮崎 智志068 ミヤザキ サトシ

5時間18分23秒216 岡崎 辰雄431 オカザキ タツオ

5時間18分51秒217 木村 俊介363 キムラ シュンスケ

5時間19分10秒218 正岡 佳典242 マサオカ ヨシミチ

5時間19分49秒219 浜野 知英170 ハマノ トモヒデ

5時間20分34秒220 小野 正義134 オノ マサヨシ

5時間21分27秒221 田中 英386 タナカ スグル

5時間22分57秒222 能美 智秀465 ノウミ トモヒデ

5時間23分18秒223 山野 孝幸356 ヤマノ タカユキ

5時間23分34秒224 山野井 重典495 ヤマノイ シゲノリ

5時間24分12秒225 泉 義隆161 イズミ ヨシタカ

5時間24分34秒226 則松 和人323 ノリマツ カズト

5時間24分41秒227 利重 浩司319 トシシゲ コウジ

5時間24分51秒228 河野 弘基392 カワノ ヒロキ

5時間24分59秒229 宇都宮 茂雄250 ウツノミヤ シゲオ

5時間25分09秒230 川崎 貴博141 カワサキ タカヒロ

5時間25分19秒231 岩崎 知明154 イワサキ トモアキ

5時間25分28秒232 若林 慎悟214 ワカバヤシ シンゴ

5時間25分29秒233 熊代 大輝213 クマシロ ダイキ

5時間26分00秒234 肥塚和久516 こいずかひでき

5時間26分07秒235 井上 恵一朗479 イノウエ ケイイチロウ

5時間26分53秒236 今田 慎一郎412 イマダ シンイチロウ

5時間28分41秒237 田中 和彦325 タナカ カズヒコ

5時間29分50秒238 鈴木 康弘327 スズキ ヤスヒロ

5時間32分30秒239 沖野 雅彦352 オキノ マサヒコ

5時間34分55秒240 岩井 良吏225 イワイ リョウジ

5時間35分17秒241 山下 尚稔450 ヤマシタ ナオトシ

5時間35分56秒242 小川 洸一449 オガワ コウイチ

5時間36分06秒243 魚田 直人097 ウオタ ナオヒト

5時間36分06秒244 沖野 真宏383 オキノ マサヒロ

5時間36分48秒245 植田 良一229 ウエダ リョウイチ

5時間37分10秒246 杉浦 史浩401 スギウラ フミヒロ

5時間37分20秒247 出先 恒典320 デサキ コウスケ

5時間37分33秒248 山本 晶346 ヤマモト アキラ

5時間37分36秒249 川口 哲司063 カワグチ サトシ

5時間38分09秒250 原田 三千丈121 ハラダ ミチタケ

くだまつ笠戸島アイランドトレイル実行委員会



- 第1回　くだまつ笠戸島アイランドトレイル -

28km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2016/2/14

スタート： -

会場: 山口県下松市笠戸島

主催: くだまつ笠戸島ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾚｲﾙ実行委員会

5時間38分50秒251 柳 修二445 ヤナギ シュウジ

5時間38分52秒252 山田 一成137 ヤマダ カズナリ

5時間40分05秒253 戸野新吾523 とのしんご

5時間40分16秒254 半田 博幸192 ハンダ ヒロユキ

5時間41分47秒255 内藤 利彦208 ナイトウ トシヒコ

5時間42分07秒256 河口 忠夫218 カワグチ タダオ

5時間42分42秒257 大和 操096 ヤマト ミサオ

5時間43分08秒258 善家 裕480 ゼンケ ユウ

5時間43分55秒259 安田 健二473 ヤスダ ケンジ

5時間44分26秒260 滝澤久行514 たきざわひさゆき

5時間45分34秒261 山本 昌宏180 ヤマモト マサヒロ

5時間45分53秒262 池村 裕太郎422 イケムラ ユウタロウ

5時間45分58秒263 新田 健426 ニッタ タケシ

5時間46分47秒264 竹内 亨444 タケウチ トオル

5時間46分55秒265 小林 敬典378 コバヤシ ヨシノリ

5時間47分00秒266 本村 哲久222 モトムラ テツヒサ

5時間47分44秒267 市川 貴志466 イチカワ タカシ

5時間48分44秒268 上原 征也226 ウエハラ セイヤ

5時間48分59秒269 林 亮149 ハヤシ リョウ

5時間49分05秒270 村田 和行228 ムラタ カズユキ

5時間50分11秒271 出穂 耕嗣324 イズホ コウジ

5時間50分56秒272 弘中 靖善230 ヒロナカ セイヨシ

5時間51分26秒273 松井 大樹384 マツイ ダイキ

5時間52分50秒274 重岡良伸517 しげおかよしのぶ

5時間53分58秒275 梅田 佳宏454 ウメダ ヨシヒロ

5時間54分40秒276 内冨 真一505 ウチトミ シンイチ

5時間55分42秒277 浜岡 修二173 ハマオカ シュウジ

5時間55分49秒278 刀根 佑介418 トネ ユウスケ

5時間55分59秒279 吉田 哲也244 ヨシダ テツヤ

5時間56分21秒280 粕谷 茂喜247 カスヤ シゲノブ

5時間56分36秒281 下村 和正246 シモムラ カズマサ

5時間56分41秒282 鶴田 英彦186 ツルタ ヒデヒコ

5時間56分44秒283 岡村英樹515 おかむらひでき

5時間56分44秒284 武内 一浩451 タケウチ カズヒロ

5時間57分50秒285 増本 英男238 マシモト ヒデオ

5時間58分08秒286 井上 祥太474 イノウエ ショウタ

5時間58分58秒287 前田 隆165 マエダ タカシ

5時間59分28秒288 藤川 裕太423 フジカワ ユウタ

5時間59分28秒289 貝原 良太421 カイバラ リョウタ

5時間59分32秒290 田中 歩355 タナカ アユム

5時間59分44秒291 葛原 一彦316 クズハラ カズヒコ

6時間00分11秒292 小林 紀雄343 コバヤシ ノリオ

6時間01分01秒293 柳村 勇気488 ヤナムラ ユウキ

6時間02分40秒294 松村 三郎181 マツムラ サブロウ

6時間02分57秒295 笹原 裕221 ササハラ ヒロシ

6時間04分07秒296 兼藤 稔353 カネフジ ミノル

6時間05分29秒297 今田 浩二493 イマダ コウジ

6時間05分34秒298 俵 将真367 タワラ マサナオ

6時間05分52秒299 野村 賢司391 ノムラ ケンジ

6時間06分14秒300 安田 和真463 ヤスダ カズマサ
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6時間06分20秒301 河村 和幸197 カワムラ カズユキ

6時間08分48秒302 藤村 晃拓478 フジムラ アキヒロ

6時間09分39秒303 松本 透482 マツモト トオル

6時間09分51秒304 清水 毅432 シミズ ツヨシ

6時間10分28秒305 末次 範明506 スエツグ ノリアキ

6時間11分06秒306 大谷 快468 オオタニ カイ

6時間11分14秒307 鶴本 和寿448 ツルモト カズトシ

6時間11分47秒308 梶原 宏介385 カジハラ コウスケ

6時間11分47秒309 宮崎 正和402 ミヤザキ マサカズ

6時間13分58秒310 佐伯 謙一484 サエキ ケンイチ

6時間15分26秒311 今治 総一郎375 イマジ ソウイチロウ

6時間16分14秒312 松金 義晴195 マツカネ ヨシハル

6時間17分07秒313 河村 まなぶ499 カワムラ マナブ

6時間19分46秒314 田中 佐一郎446 タナカ サイチロウ

6時間20分00秒315 中本 ひろあき374 ナカモト ヒロアキ

6時間20分36秒316 六田 一博486 ロクダ カズヒロ

6時間20分59秒317 辻 直一433 ツジ ナオカズ

6時間22分59秒318 杉原 満340 スギハラ ミチル

6時間25分02秒319 久保 太郎358 クボ タロウ

6時間25分04秒320 竹澤 昌宏395 タケザワ マサヒロ

6時間25分19秒321 河村 亮415 カワムラ リョウ

6時間27分03秒322 三町 惇貴483 ミマチ アツキ

6時間34分45秒323 今井 清治336 イマイ セイジ

6時間35分21秒324 末永 智彦485 スエナガ トモヒコ

6時間36分01秒325 大木 英明510 オオギ ヒデアキ

6時間38分04秒326 上野 史朗447 ウエノ フミオ

6時間38分54秒327 浅野　達朗550 ｱｻﾉ ﾀﾂﾛｳ

6時間39分24秒328 八代浩樹521 やしろひろき

6時間39分37秒329 井上 哲也424 イノウエ テツヤ

6時間39分37秒330 奥名 宏354 オクナ ヒロシ

6時間40分32秒331 金坂 行展442 カネサカ ユキノブ

6時間46分30秒332 坂本 英人407 サカモト ヒデト

6時間47分01秒333 池田 卓生410 イケダ タクオ

6時間47分58秒334 高橋 修三452 タカハシ シュウゾウ

6時間48分17秒335 佐藤 公平305 サトウ コウヘイ

6時間50分26秒336 和久 益寛224 ワク マスヒロ

6時間51分35秒337 門奈 哲雄344 モンナ テツオ

6時間52分58秒338 大室 一宏376 オオムロ カズヒロ

6時間54分43秒339 河内 隆博437 コウチ タカヒロ

6時間55分57秒340 高野 博380 タカノ ヒロシ

6時間59分59秒341 長谷 裕治460 ナガタニ ユウジ

7時間05分36秒342 清水 信男458 シミズ ノブオ

7時間08分15秒343 田中 晃司464 タナカ コウジ

7時間18分28秒344 沖田 諒500 オキタ マコト

7時間18分29秒345 島田 淳哉502 シマダ ジュンヤ

7時間18分58秒346 小川 恭弘434 オガワ ヤスヒロ

7時間22分45秒347 田口 博樹477 タグチ ヒロキ

7時間24分39秒348 岩元 まこと508 イワモト マコト

7時間24分39秒349 岩元 賢斗509 イワモト ケント

7時間26分08秒350 中野 淳平462 ナカノ ジュンペイ
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7時間26分08秒351 芳村 大地476 ヨシムラ ダイチ

7時間26分09秒352 木嶋 大輔368 キジマ ダイスケ
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