
順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
1 柿原　貴次 広島県 柿原整体治療院 2:58:00 フルマラソン男子Ａ組
2 飯沼　義照 愛知県 ＰＥＡＣＥもあい 2:59:38 フルマラソン男子Ａ組
3 三村　義則 岡山県 水島機工 3:01:45 フルマラソン男子Ａ組
4 大庭　圭一 岡山県 倉敷化工真備入道雲 3:02:35 フルマラソン男子Ａ組
5 唐井　努 岡山県 岡山陸競 3:03:19 フルマラソン男子Ａ組
6 西岡　良憲 岡山県 神戸市消防局ＡＣ 3:04:12 フルマラソン男子Ａ組
7 岡本　正樹 岡山県 総社高校 3:05:18 フルマラソン男子Ａ組
8 吉田　伸生 岡山県 3:05:52 フルマラソン男子Ａ組
9 武藤　聡 愛知県 岡山陸協 3:06:09 フルマラソン男子Ａ組
10 竹内　文造 兵庫県 3:10:14 フルマラソン男子Ａ組
11 藤田　康照 岡山県 藤田材木店 3:11:11 フルマラソン男子Ａ組
12 西村　輝 岡山県 倉敷一中３年進路実現 3:12:12 フルマラソン男子Ａ組
13 荻原　宏俊 岡山県 岡山旭東病院 3:14:33 フルマラソン男子Ａ組
14 井上　義博 岡山県 歩いていこう 3:18:19 フルマラソン男子Ａ組
15 種谷　圭一郎 岡山県 大和マルヰガス 3:18:33 フルマラソン男子Ａ組
16 秋山　賢治 広島県 １００ＴＲＦ 3:18:38 フルマラソン男子Ａ組
17 小林　浩二 岡山県 サラリーマン 3:19:27 フルマラソン男子Ａ組
18 松本　武 岡山県 三菱自工　ＪＣ 3:19:43 フルマラソン男子Ａ組
19 引地　伸嘉 神奈川県 老体オールスターズ 3:20:02 フルマラソン男子Ａ組
20 木野　弘之 岡山県 3:20:48 フルマラソン男子Ａ組
21 山崎　修 岡山県 3:21:36 フルマラソン男子Ａ組
22 水本　圭一 神奈川県 藤沢市 3:22:37 フルマラソン男子Ａ組
23 細羽　利幸 岡山県 いばらＲＣ 3:23:05 フルマラソン男子Ａ組
24 村上　幸治 岡山県 3:23:41 フルマラソン男子Ａ組
25 永瀬　泉 岡山県 オーバル妹尾 3:24:05 フルマラソン男子Ａ組
26 竹内　孝之 大阪府 チームひかり２０１９ 3:26:30 フルマラソン男子Ａ組
27 藤井　功 広島県 タートルＪＣ 3:26:42 フルマラソン男子Ａ組
28 羽原　健司 大阪府 3:27:45 フルマラソン男子Ａ組
29 河村　吉純 岡山県 ペルピエ 3:28:24 フルマラソン男子Ａ組
30 市川　康博 広島県 横浜ゴム尾道 3:28:31 フルマラソン男子Ａ組
31 山下　貴弘 岡山県 免許 3:28:51 フルマラソン男子Ａ組
32 今井　学 千葉県 3:29:04 フルマラソン男子Ａ組
33 井上　清久 岡山県 3:29:18 フルマラソン男子Ａ組
34 難波　茂幸 岡山県 3:29:26 フルマラソン男子Ａ組
35 佐藤　信元 岡山県 3:29:58 フルマラソン男子Ａ組
36 長谷川　和秀 鳥取県 ＴｅａｍＮＮＷ 3:30:00 フルマラソン男子Ａ組
37 本多　行久 広島県 エイトマンＪＣ 3:30:01 フルマラソン男子Ａ組
38 井桁　康文 岡山県 3:30:12 フルマラソン男子Ａ組
39 山縣　弘行 岡山県 オーエス技研 3:30:25 フルマラソン男子Ａ組
40 小椋　謙吾 岡山県 宴走会 3:32:18 フルマラソン男子Ａ組
41 山本　浩司 岡山県 太陽美術 3:32:27 フルマラソン男子Ａ組
42 林　康文 広島県 3:32:44 フルマラソン男子Ａ組
43 北川　聡 岡山県 未来 3:33:06 フルマラソン男子Ａ組
44 小林　弘典 大阪府 大阪府池田市 3:33:21 フルマラソン男子Ａ組
45 青山　康昭 岡山県 つちのこ探検隊 3:33:45 フルマラソン男子Ａ組
46 土光　和博 岡山県 3:34:06 フルマラソン男子Ａ組
47 小見山　昌之 岡山県 小見山重工（株） 3:34:16 フルマラソン男子Ａ組
48 赤木　浩二 岡山県 3:34:28 フルマラソン男子Ａ組
49 秋山　研龍 広島県 備後体育大学 3:34:30 フルマラソン男子Ａ組
50 友田　修司 岡山県 3:34:36 フルマラソン男子Ａ組
51 北村　等 滋賀県 3:34:42 フルマラソン男子Ａ組
52 古賀　誠 鳥取県 3:34:46 フルマラソン男子Ａ組
53 宮田　房光 滋賀県 ビークエスト 3:35:29 フルマラソン男子Ａ組
54 岡本　光平 岡山県 ＭＭＣＪＣ 3:36:12 フルマラソン男子Ａ組
55 田中　正巳 岡山県 3:36:17 フルマラソン男子Ａ組
56 小倉　淳志 滋賀県 すたふら 3:36:23 フルマラソン男子Ａ組
57 松浦　和夫 滋賀県 3:36:43 フルマラソン男子Ａ組
58 河原　仁 岡山県 チームままかり 3:36:52 フルマラソン男子Ａ組
59 渡辺　光則 岡山県 Ｔｅａｍ－Ｄｉｅｔ 3:36:52 フルマラソン男子Ａ組
60 下市　仁志 岡山県 初フルが自己ベスト 3:37:01 フルマラソン男子Ａ組
61 村上　幹 広島県 3:37:15 フルマラソン男子Ａ組
62 新山　肇 岡山県 3:37:41 フルマラソン男子Ａ組
63 箕浦　勝宏 岡山県 ミノアカＪＣ 3:37:46 フルマラソン男子Ａ組
64 北村　勲 愛知県 3:38:01 フルマラソン男子Ａ組
65 高田　浩司 岡山県 3:38:18 フルマラソン男子Ａ組
66 西村　好彦 岡山県 木の国美作ＪＪＲ 3:38:28 フルマラソン男子Ａ組
67 藤田　勝宣 兵庫県 爆走！藤田一家 3:38:56 フルマラソン男子Ａ組
68 藤井　正治 岡山県 新見走ろう会 3:39:13 フルマラソン男子Ａ組
69 清水　紀幸 岡山県 ファットバスターズ 3:39:32 フルマラソン男子Ａ組
70 田中　誠志 広島県 3:39:47 フルマラソン男子Ａ組
71 常森　達也 岡山県 ランプロＲＣ 3:39:55 フルマラソン男子Ａ組
72 原田　明光 岡山県 モミジヤＡＣ 3:40:02 フルマラソン男子Ａ組
73 出田　修 兵庫県 3:40:16 フルマラソン男子Ａ組
74 佐々木　英二 岡山県 3:40:42 フルマラソン男子Ａ組
75 鶴海　靖典 岡山県 3:41:03 フルマラソン男子Ａ組



76 米津　正春 岡山県 ｉＧ岡山ランナーズ 3:41:11 フルマラソン男子Ａ組
77 中内　哲 福岡県 大濠公園ランサークル 3:41:30 フルマラソン男子Ａ組
78 藤原　浩城 岡山県 大和魂 3:41:41 フルマラソン男子Ａ組
79 草加　忠彦 岡山県 3:41:48 フルマラソン男子Ａ組
80 石井　勉 広島県 中谷機工福山 3:42:05 フルマラソン男子Ａ組
81 桑原　賢司 島根県 島根県広域連合 3:42:34 フルマラソン男子Ａ組
82 鳥光　慎一 広島県 チームウエーブ 3:42:56 フルマラソン男子Ａ組
83 竹内　一裕 岡山県 児島ＡＣ 3:43:01 フルマラソン男子Ａ組
84 岡本　浩明 岡山県 3:43:26 フルマラソン男子Ａ組
85 井田　健一 兵庫県 ＴＤＪ関西 3:43:34 フルマラソン男子Ａ組
86 向井　源語 岡山県 チーム鬼脚 3:43:43 フルマラソン男子Ａ組
87 青森　直人 岡山県 3:43:47 フルマラソン男子Ａ組
88 安倉　宏明 岡山県 児島マラソンクラブ 3:43:50 フルマラソン男子Ａ組
89 畑野　和人 岡山県 三菱自工．Ｊ．Ｃ． 3:44:05 フルマラソン男子Ａ組
90 新木　勝利 岡山県 3:44:08 フルマラソン男子Ａ組
91 石井　健夫 岡山県 3:44:20 フルマラソン男子Ａ組
92 鑓屋　武士 岡山県 中央牧場 3:44:50 フルマラソン男子Ａ組
93 滝澤　達也 岡山県 3:44:55 フルマラソン男子Ａ組
94 林　隆義 岡山県 3:45:06 フルマラソン男子Ａ組
95 大江　健史 岡山県 3:45:28 フルマラソン男子Ａ組
96 宝玉　造 広島県 Ｒ～３ 3:45:57 フルマラソン男子Ａ組
97 水由　道則 石川県 ＭＩＣＣＩーＤ 3:46:00 フルマラソン男子Ａ組
98 稲田　宏美 静岡県 浜松健走会 3:46:05 フルマラソン男子Ａ組
99 風間　彰太郎 千葉県 ハーバーイン 3:46:06 フルマラソン男子Ａ組
100 赤木　雅義 岡山県 3:46:35 フルマラソン男子Ａ組
101 下谷　譲 香川県 チームシナノ 3:46:45 フルマラソン男子Ａ組
102 文屋　克己 岡山県 3:46:59 フルマラソン男子Ａ組
103 松本　哲男 香川県 トーアエイヨー 3:47:07 フルマラソン男子Ａ組
104 坪井　稔 岡山県 3:47:17 フルマラソン男子Ａ組
105 高橋　明 京都府 南土野町 3:47:25 フルマラソン男子Ａ組
106 高橋　政勝 兵庫県 3:47:39 フルマラソン男子Ａ組
107 別宮　貴仁 香川県 3:48:29 フルマラソン男子Ａ組
108 北田　安史 岡山県 福山通運 3:48:30 フルマラソン男子Ａ組
109 佐野　泰弘 徳島県 3:48:31 フルマラソン男子Ａ組
110 宮本　晃一 広島県 3:48:33 フルマラソン男子Ａ組
111 石塚　明 広島県 3:49:12 フルマラソン男子Ａ組
112 福島　誠志 広島県 3:49:19 フルマラソン男子Ａ組
113 鳥越　弘啓 岡山県 日本通運 3:49:36 フルマラソン男子Ａ組
114 米村　哲次 広島県 双葉運輸 3:49:37 フルマラソン男子Ａ組
115 中田　賢二 香川県 丸亀スタジアム 3:49:43 フルマラソン男子Ａ組
116 石居　典 岡山県 脳汁溢出２１０ｍ 3:49:43 フルマラソン男子Ａ組
117 小山　晃生 岡山県 3:50:08 フルマラソン男子Ａ組
118 小川　勝久 岡山県 オールラン 3:50:09 フルマラソン男子Ａ組
119 小川　幹治 岡山県 ＮＴＴ西日本　岡山 3:50:22 フルマラソン男子Ａ組
120 先田　栄司 広島県 3:50:44 フルマラソン男子Ａ組
121 安藤　泰司 岡山県 3:50:48 フルマラソン男子Ａ組
122 岡田　智宏 香川県 3:51:02 フルマラソン男子Ａ組
123 南　雅史 山口県 アミノラン光 3:51:21 フルマラソン男子Ａ組
124 岡本　英信 岡山県 岡山御津高校 3:51:29 フルマラソン男子Ａ組
125 加納　直人 愛知県 チーム低燃費 3:51:37 フルマラソン男子Ａ組
126 近藤　武嗣 香川県 琴平町社会福祉協議会 3:51:49 フルマラソン男子Ａ組
127 槌田　猛 岡山県 3:51:53 フルマラソン男子Ａ組
128 湯木　徹 広島県 内海ランクラブ 3:51:55 フルマラソン男子Ａ組
129 新井　千尋 島根県 楽に楽しく 3:51:57 フルマラソン男子Ａ組
130 伊田　浩樹 広島県 極とんラーメン 3:52:08 フルマラソン男子Ａ組
131 本郷　雅浩 岡山県 ＰＲＥＭＩＵＭ 3:52:08 フルマラソン男子Ａ組
132 恒次　秀浩 岡山県 恒次整骨院 3:52:09 フルマラソン男子Ａ組
133 田中　哲洋 広島県 3:52:15 フルマラソン男子Ａ組
134 磯山　朋宏 岡山県 富士通岡山ＲＣ 3:52:28 フルマラソン男子Ａ組
135 平田　恵介 東京都 3:53:06 フルマラソン男子Ａ組
136 浜砂　正樹 岡山県 3:53:35 フルマラソン男子Ａ組
137 笹岡　猛弘 岡山県 歩いていこう 3:53:41 フルマラソン男子Ａ組
138 米谷　崇 香川県 チワワ 3:53:46 フルマラソン男子Ａ組
139 高橋　康博 岡山県 走ゆう会 3:53:59 フルマラソン男子Ａ組
140 坂川　勝彦 岡山県 3:54:08 フルマラソン男子Ａ組
141 中山　浩一 広島県 ベアロック 3:55:18 フルマラソン男子Ａ組
142 甲斐　利浩 広島県 府中高校自転車部 3:55:24 フルマラソン男子Ａ組
143 渡辺　貞男 岡山県 ＪＸＴＧ 3:55:27 フルマラソン男子Ａ組
144 水舟　稔 岡山県 吉備の里 3:55:38 フルマラソン男子Ａ組
145 先山　佳男 岡山県 3:56:09 フルマラソン男子Ａ組
146 安藤　亮 岡山県 未来塾 3:56:15 フルマラソン男子Ａ組
147 柴　敏之 北海道 楽走４１２旭川 3:56:20 フルマラソン男子Ａ組
148 高本　牧男 香川県 高松市役所 3:56:21 フルマラソン男子Ａ組
149 関山　秀雄 神奈川県 Ｔ＆Ｒ．ＡＣ 3:56:25 フルマラソン男子Ａ組
150 山中　啓造 香川県 大倉工業 3:56:28 フルマラソン男子Ａ組
151 池田　修 岡山県 3:56:38 フルマラソン男子Ａ組



152 佐藤　弘樹 香川県 3:56:44 フルマラソン男子Ａ組
153 陶山　義宣 岡山県 岡山東支援学校 3:56:45 フルマラソン男子Ａ組
154 内藤　武男 岡山県 岡山県能面武宝 3:56:47 フルマラソン男子Ａ組
155 髙橋　庸晃 大阪府 3:56:50 フルマラソン男子Ａ組
156 井上　和正 岡山県 3:56:54 フルマラソン男子Ａ組
157 木野内　俊典 岡山県 岡山県診断士会 3:56:54 フルマラソン男子Ａ組
158 竹田　一哉 岡山県 ＢＩＧ－ＡＭＥ 3:57:19 フルマラソン男子Ａ組
159 河内　一 山口県 3:57:21 フルマラソン男子Ａ組
160 初田　俊治 岡山県 三菱ケミカルＨＴ 3:57:28 フルマラソン男子Ａ組
161 岩本　克好 広島県 チーム走るＺ！ 3:57:32 フルマラソン男子Ａ組
162 石井　聡 岡山県 中国銀行 3:57:44 フルマラソン男子Ａ組
163 藤井　浩二 広島県 福山市民走ろう会 3:58:00 フルマラソン男子Ａ組
164 三原　浩 岡山県 株式会社サンテクノス 3:58:07 フルマラソン男子Ａ組
165 丸山野　吉秋 大分県 ぶどうの森ＲＣ 3:58:20 フルマラソン男子Ａ組
166 鈴木　隆太 岡山県 ＩＫＹ 3:58:23 フルマラソン男子Ａ組
167 河本　忠 岡山県 3:58:27 フルマラソン男子Ａ組
168 増成　賢治 広島県 岡山教員クラブ 3:58:32 フルマラソン男子Ａ組
169 山本　茂久 千葉県 ち～むやまもと 3:58:41 フルマラソン男子Ａ組
170 久田　洋一 兵庫県 神戸市陸協 3:58:42 フルマラソン男子Ａ組
171 菊岡　俊彦 広島県 3:58:46 フルマラソン男子Ａ組
172 吉岡　勝 兵庫県 3:58:55 フルマラソン男子Ａ組
173 眞田　洋 愛媛県 3:59:20 フルマラソン男子Ａ組
174 黒崎　哲也 岡山県 株ノガミ 3:59:24 フルマラソン男子Ａ組
175 渡邉　和紀 岡山県 3:59:29 フルマラソン男子Ａ組
176 白井　智 京都府 なし 3:59:45 フルマラソン男子Ａ組
177 玉田　隆士 岡山県 たまだん 3:59:46 フルマラソン男子Ａ組
178 藤岡　勇一 広島県 府中高校 3:59:46 フルマラソン男子Ａ組
179 真谷　博昭 広島県 中国電力三次営業所 3:59:46 フルマラソン男子Ａ組
180 冨田　祐一郎 鳥取県 3:59:47 フルマラソン男子Ａ組
181 田村　祐三 岡山県 井原ＲＣ 3:59:56 フルマラソン男子Ａ組
182 白神　剛 三重県 泗黒会 3:59:57 フルマラソン男子Ａ組
183 中谷　征夫 岡山県 チーム鏡野 4:00:09 フルマラソン男子Ａ組
184 諸星　幸一 岡山県 山崎製　　パン 4:00:32 フルマラソン男子Ａ組
185 木村　祥二 岡山県 株式会社エクシス 4:00:43 フルマラソン男子Ａ組
186 有可　年宏 岡山県 4:00:47 フルマラソン男子Ａ組
187 大森　昭 岡山県 チームＷａｖｅ 4:00:49 フルマラソン男子Ａ組
188 法嶋　一郎 大阪府 サッカー加茂 4:00:54 フルマラソン男子Ａ組
189 高橋　信一 広島県 ＭＨＴＣ 4:01:55 フルマラソン男子Ａ組
190 松崎　弘政 広島県 われら鉄人６２号 4:02:03 フルマラソン男子Ａ組
191 安井　健三 岡山県 チーム　Ｋ 4:02:07 フルマラソン男子Ａ組
192 伊賀　健二 岡山県 4:02:26 フルマラソン男子Ａ組
193 酒井　純 岡山県 はっぴーず 4:02:56 フルマラソン男子Ａ組
194 加藤　雅之 大阪府 ＳＯＬＡＣ 4:03:23 フルマラソン男子Ａ組
195 山本　直樹 愛知県 4:03:30 フルマラソン男子Ａ組
196 山下　雄二 岡山県 4:03:43 フルマラソン男子Ａ組
197 佐藤　俊行 岡山県 ＧＪＳ．ＲＣ 4:03:46 フルマラソン男子Ａ組
198 田邉　正之 岡山県 大同生命 4:03:54 フルマラソン男子Ａ組
199 大月　良男 岡山県 白梅の丘 4:04:26 フルマラソン男子Ａ組
200 久葉　貴吉 岡山県 ＢＫＥ２５ 4:04:35 フルマラソン男子Ａ組
201 山本　基晴 岡山県 ＪＮスポーツサークル 4:04:44 フルマラソン男子Ａ組
202 永瀬　敏美 島根県 ハシラコイ 4:05:11 フルマラソン男子Ａ組
203 田代　高 東京都 蜂雄倶楽部 4:05:26 フルマラソン男子Ａ組
204 杉原　正一 岡山県 チームままかり 4:05:29 フルマラソン男子Ａ組
205 阪垣　幸依知 広島県 4:05:30 フルマラソン男子Ａ組
206 木村　淳 広島県 4:05:40 フルマラソン男子Ａ組
207 梶谷　卓史 岡山県 はっぴ～ず 4:05:54 フルマラソン男子Ａ組
208 佐野　誠 広島県 4:05:56 フルマラソン男子Ａ組
209 秋山　克己 岡山県 総社楽走会 4:06:06 フルマラソン男子Ａ組
210 村上　茂樹 岡山県 おおもと病院 4:06:06 フルマラソン男子Ａ組
211 東　輝雄 島根県 4:06:31 フルマラソン男子Ａ組
212 大西　智宏 広島県 4:06:42 フルマラソン男子Ａ組
213 丸山　雄二 広島県 4:06:50 フルマラソン男子Ａ組
214 高市　清三 岡山県 倉敷福田走友会 4:06:53 フルマラソン男子Ａ組
215 河本　雅之 岡山県 ユナイテッド 4:06:57 フルマラソン男子Ａ組
216 片山　広司 広島県 4:07:18 フルマラソン男子Ａ組
217 西本　康典 広島県 広島アスリートクラブ 4:07:29 フルマラソン男子Ａ組
218 赤松　直之 岡山県 4:07:32 フルマラソン男子Ａ組
219 山口　研二 広島県 4:08:30 フルマラソン男子Ａ組
220 九十九　徹 広島県 4:08:46 フルマラソン男子Ａ組
221 神垣　哲典 広島県 4:08:52 フルマラソン男子Ａ組
222 佃　啓介 岡山県 富士通岡山ＲＣ 4:08:55 フルマラソン男子Ａ組
223 惣田　義則 広島県 4:09:17 フルマラソン男子Ａ組
224 小阪　正典 岡山県 オレンジリボン 4:09:34 フルマラソン男子Ａ組
225 長谷川　彰 岡山県 4:09:52 フルマラソン男子Ａ組
226 白井　亨一 広島県 4:10:18 フルマラソン男子Ａ組
227 菅原　智 山形県 4:10:21 フルマラソン男子Ａ組



228 松尾　良信 奈良県 4:10:23 フルマラソン男子Ａ組
229 本田　智 広島県 4:10:29 フルマラソン男子Ａ組
230 広畑　貢 岡山県 4:10:40 フルマラソン男子Ａ組
231 大倉　將英 岡山県 4:10:41 フルマラソン男子Ａ組
232 戸澤　宗晃 奈良県 4:10:52 フルマラソン男子Ａ組
233 林　完治 広島県 庄原赤十字病院 4:10:54 フルマラソン男子Ａ組
234 丹治　邦夫 岡山県 4:11:39 フルマラソン男子Ａ組
235 土井　博典 広島県 4:11:40 フルマラソン男子Ａ組
236 冨永　嘉文 広島県 高美が丘走遊会 4:11:47 フルマラソン男子Ａ組
237 岡田　光博 岡山県 天満屋 4:12:26 フルマラソン男子Ａ組
238 渡邊　剛 岡山県 岡山県交通安全協会 4:12:29 フルマラソン男子Ａ組
239 寺戸　伸郎 島根県 日の本隆昌農園 4:12:53 フルマラソン男子Ａ組
240 古村　英治 岡山県 ＯＲＲＣ 4:12:55 フルマラソン男子Ａ組
241 田中　伸 岡山県 4:13:08 フルマラソン男子Ａ組
242 内田　寿彦 岡山県 4:13:11 フルマラソン男子Ａ組
243 的場　茂男 岡山県 4:13:13 フルマラソン男子Ａ組
244 井上　千治 広島県 4:13:18 フルマラソン男子Ａ組
245 東　三男 岡山県 4:13:31 フルマラソン男子Ａ組
246 西野　晃弘 広島県 4:13:38 フルマラソン男子Ａ組
247 谷笹　利浩 兵庫県 谷笹化成 4:13:47 フルマラソン男子Ａ組
248 北川　豊 岡山県 ＫＩＴＣＨＥＮ－ＲＣ 4:13:56 フルマラソン男子Ａ組
249 前田　裕章 岡山県 まえだ整形外科 4:14:42 フルマラソン男子Ａ組
250 中村　達也 岡山県 4:15:03 フルマラソン男子Ａ組
251 小林　久光 岡山県 写真のみどりや 4:15:05 フルマラソン男子Ａ組
252 前　誠二 広島県 海洋電子工業広島 4:15:26 フルマラソン男子Ａ組
253 亀山　泰巳 岡山県 4:15:29 フルマラソン男子Ａ組
254 高野　文典 広島県 三原アスリートクラブ 4:16:23 フルマラソン男子Ａ組
255 坂田　宏 福岡県 有限会社武蔵 4:17:00 フルマラソン男子Ａ組
256 三嶋　進 岡山県 ちーむもも組 4:17:10 フルマラソン男子Ａ組
257 杉山　健次 山口県 4:17:31 フルマラソン男子Ａ組
258 福澤　章喜 岡山県 4:17:48 フルマラソン男子Ａ組
259 片岡　健 岡山県 岡山理科大学 4:18:14 フルマラソン男子Ａ組
260 佐藤　誠 岡山県 4:18:15 フルマラソン男子Ａ組
261 上杉　元二 岡山県 4:18:15 フルマラソン男子Ａ組
262 米谷　正造 岡山県 川崎学園 4:18:26 フルマラソン男子Ａ組
263 鉄谷　稔 岡山県 4:18:35 フルマラソン男子Ａ組
264 平松　隆広 岡山県 岡山郵便局 4:18:37 フルマラソン男子Ａ組
265 佐藤　直樹 広島県 会社員 4:18:42 フルマラソン男子Ａ組
266 福本　敏之 岡山県 ファットバスターズ 4:18:42 フルマラソン男子Ａ組
267 佐藤　章 岡山県 4:18:49 フルマラソン男子Ａ組
268 藤田　慎二 岡山県 4:18:51 フルマラソン男子Ａ組
269 木山　昌一 岡山県 中総信債権回収（株 4:19:11 フルマラソン男子Ａ組
270 福原　洋介 秋田県 ＴＤＫ 4:19:16 フルマラソン男子Ａ組
271 片岡　潔 岡山県 セントラル福山 4:19:23 フルマラソン男子Ａ組
272 円福寺　敬 広島県 エフエスシー 4:19:40 フルマラソン男子Ａ組
273 竹安　幸二 広島県 郵便牧ＡＣ 4:19:46 フルマラソン男子Ａ組
274 水畑　伸治 京都府 4:19:50 フルマラソン男子Ａ組
275 宮本　忠広 岡山県 4:19:59 フルマラソン男子Ａ組
276 宮崎　智英 岡山県 4:20:22 フルマラソン男子Ａ組
277 佐々木　賢 岡山県 ＮＴＴ西日本　岡山 4:20:31 フルマラソン男子Ａ組
278 澄田　弘之 兵庫県 4:20:37 フルマラソン男子Ａ組
279 上杉　亨 岡山県 木綿屋 4:20:38 フルマラソン男子Ａ組
280 山本　武 兵庫県 4:20:41 フルマラソン男子Ａ組
281 大村　泰之 岡山県 4:20:48 フルマラソン男子Ａ組
282 堀　達夫 石川県 ホリ牧場 4:20:56 フルマラソン男子Ａ組
283 福嶋　丈浩 岡山県 岡山県立大学 4:21:06 フルマラソン男子Ａ組
284 山田　達雄 岡山県 4:21:23 フルマラソン男子Ａ組
285 古賀　芳夫 東京都 善福寺川ＲＣ 4:21:52 フルマラソン男子Ａ組
286 武鑓　純治 岡山県 4:22:16 フルマラソン男子Ａ組
287 岡崎　政志 岡山県 モミジヤＡＣ 4:22:31 フルマラソン男子Ａ組
288 赤木　忠 岡山県 ミノアカＪＣ 4:22:42 フルマラソン男子Ａ組
289 入江　誠一 岡山県 4:23:10 フルマラソン男子Ａ組
290 木山　幸保 岡山県 東京海上日動 4:23:16 フルマラソン男子Ａ組
291 畑野　尚昭 岡山県 4:23:18 フルマラソン男子Ａ組
292 対馬　達生 広島県 ミウラ 4:23:28 フルマラソン男子Ａ組
293 四茂野　昌英 広島県 芦田川ランニング 4:23:45 フルマラソン男子Ａ組
294 宮脇　俊二 広島県 4:23:47 フルマラソン男子Ａ組
295 奥村　俊治 岡山県 マラソンおじさんず 4:23:53 フルマラソン男子Ａ組
296 相田　哲史 岡山県 倉敷成人病センター 4:23:58 フルマラソン男子Ａ組
297 岡田　幸久 岡山県 4:24:25 フルマラソン男子Ａ組
298 渡邉　政典 山口県 4:24:32 フルマラソン男子Ａ組
299 小原　健治 岡山県 ＭＥＣＴ 4:24:38 フルマラソン男子Ａ組
300 藤本　昇 岡山県 4:24:40 フルマラソン男子Ａ組
301 亀岡　功 岡山県 鴨中マラソン部 4:24:51 フルマラソン男子Ａ組
302 鳥越　茂 岡山県 4:25:03 フルマラソン男子Ａ組
303 松本　賢治 岡山県 チーム皆勤 4:25:57 フルマラソン男子Ａ組



304 檀上　博嗣 広島県 4:26:01 フルマラソン男子Ａ組
305 岡野　哲之 大阪府 4:26:35 フルマラソン男子Ａ組
306 後藤　泰久 広島県 4:26:37 フルマラソン男子Ａ組
307 下野　亀 岡山県 4:26:40 フルマラソン男子Ａ組
308 岡野　仁 岡山県 4:26:46 フルマラソン男子Ａ組
309 廣畑　浩 岡山県 4:27:00 フルマラソン男子Ａ組
310 小林　邦昭 広島県 4:27:02 フルマラソン男子Ａ組
311 木庭　正明 岡山県 4:27:06 フルマラソン男子Ａ組
312 平山　猛 大阪府 4:27:07 フルマラソン男子Ａ組
313 大塚　直樹 愛知県 4:27:30 フルマラソン男子Ａ組
314 山本　敏広 岡山県 やまもと眼科 4:27:31 フルマラソン男子Ａ組
315 田川　満男 大阪府 タリビエール 4:28:00 フルマラソン男子Ａ組
316 高田　彰俊 岡山県 ＮＴＴ西日本　岡山 4:28:11 フルマラソン男子Ａ組
317 黒瀬　雅弘 岡山県 テイカ株式会社 4:28:15 フルマラソン男子Ａ組
318 粟村　光範 広島県 株式会社青陽社 4:28:16 フルマラソン男子Ａ組
319 中村　正樹 鳥取県 ナンダイヤクラブ 4:28:27 フルマラソン男子Ａ組
320 木村　修也 岡山県 4:28:30 フルマラソン男子Ａ組
321 奥山　洋一 岡山県 4:28:43 フルマラソン男子Ａ組
322 渡邉　徹志郎 岡山県 4:28:45 フルマラソン男子Ａ組
323 北口　浩史 岡山県 高杉こどもＲＣ 4:29:09 フルマラソン男子Ａ組
324 池野　順一郎 岡山県 フル百回楽走会 4:29:22 フルマラソン男子Ａ組
325 山岡　弘明 岡山県 4:29:24 フルマラソン男子Ａ組
326 大本　孔作 岡山県 4:29:32 フルマラソン男子Ａ組
327 山田　広志 山口県 4:29:36 フルマラソン男子Ａ組
328 高橋　和則 岡山県 4:30:24 フルマラソン男子Ａ組
329 安原　晃宏 岡山県 4:30:34 フルマラソン男子Ａ組
330 石丸　貞明 香川県 富士通 4:30:38 フルマラソン男子Ａ組
331 岸田　義昭 兵庫県 神戸からの手紙 4:30:49 フルマラソン男子Ａ組
332 宮薗　竹司 岡山県 4:30:51 フルマラソン男子Ａ組
333 辻原　隆二 岡山県 4:32:07 フルマラソン男子Ａ組
334 河合　賢二 広島県 4:32:09 フルマラソン男子Ａ組
335 沖中　豊 岡山県 4:32:17 フルマラソン男子Ａ組
336 友次　三千雄 岡山県 4:32:20 フルマラソン男子Ａ組
337 藤木　隆志 岡山県 4:32:22 フルマラソン男子Ａ組
338 井上　寛明 岡山県 服部興業 4:32:23 フルマラソン男子Ａ組
339 松本　哲治 岡山県 4:32:30 フルマラソン男子Ａ組
340 前原　敏克 岡山県 読宣トランスポート 4:33:03 フルマラソン男子Ａ組
341 平野　光司 兵庫県 ＪＳＰ 4:33:45 フルマラソン男子Ａ組
342 坪井　伸治 岡山県 4:34:02 フルマラソン男子Ａ組
343 春名　敏充 兵庫県 4:34:04 フルマラソン男子Ａ組
344 今井　英夫 群馬県 4:34:08 フルマラソン男子Ａ組
345 松浦　秀和 岡山県 4:34:19 フルマラソン男子Ａ組
346 川村　忠司 岡山県 山陽電研株式会社 4:34:26 フルマラソン男子Ａ組
347 小林　修一 岡山県 宮内おどり保存会 4:34:33 フルマラソン男子Ａ組
348 寺岡　俊道 岡山県 大元ＦＣ－ＲＵＮ 4:34:58 フルマラソン男子Ａ組
349 片山　博史 岡山県 4:35:15 フルマラソン男子Ａ組
350 立野　繁雄 岡山県 アイル倉敷 4:36:04 フルマラソン男子Ａ組
351 石原　豊年 岡山県 4:36:33 フルマラソン男子Ａ組
352 笠井　太郎 岡山県 4:37:14 フルマラソン男子Ａ組
353 岩﨑　政則 岡山県 4:37:25 フルマラソン男子Ａ組
354 難波　博司 岡山県 4:37:52 フルマラソン男子Ａ組
355 奥田　建志 岡山県 チーム百笑 4:38:08 フルマラソン男子Ａ組
356 三宅　大輔 岡山県 4:38:28 フルマラソン男子Ａ組
357 丸田　俊明 島根県 4:39:11 フルマラソン男子Ａ組
358 杉谷　秀 岡山県 チーム乃木 4:39:42 フルマラソン男子Ａ組
359 太田　剛 岡山県 楽ん楽ん会 4:39:47 フルマラソン男子Ａ組
360 三宅　英夫 岡山県 ＪＸＴＧエネルギー 4:39:50 フルマラソン男子Ａ組
361 森安　章 岡山県 4:39:58 フルマラソン男子Ａ組
362 広森　大造 広島県 ＪＫＪＨＳ 4:40:08 フルマラソン男子Ａ組
363 内藤　隆志 岡山県 吉備信用金庫 4:40:29 フルマラソン男子Ａ組
364 西山　正宏 岡山県 イチタマ 4:40:35 フルマラソン男子Ａ組
365 水田　修 岡山県 ケミカル 4:40:41 フルマラソン男子Ａ組
366 芝田　敬 岡山県 4:40:45 フルマラソン男子Ａ組
367 篠原　義治 愛媛県 西条洛走 4:40:56 フルマラソン男子Ａ組
368 中西　敏夫 北海道 北海Ｚー８０ 4:41:10 フルマラソン男子Ａ組
369 横井　潤 岡山県 4:41:16 フルマラソン男子Ａ組
370 岸本　隆幸 岡山県 倉敷西小ランナーズ 4:41:21 フルマラソン男子Ａ組
371 水戸川　勝義 岡山県 山善 4:41:34 フルマラソン男子Ａ組
372 東郷　俊治 岡山県 4:41:39 フルマラソン男子Ａ組
373 木村　里志 広島県 亀齢酒造 4:41:51 フルマラソン男子Ａ組
374 川本　勅 岡山県 ＳＭＣ 4:41:57 フルマラソン男子Ａ組
375 小鷹　健一郎 山形県 リトルホークＲＣ 4:42:07 フルマラソン男子Ａ組
376 景山　恭延 岡山県 倉敷マス大型 4:42:23 フルマラソン男子Ａ組
377 長谷川　秀明 岡山県 下田造園 4:42:27 フルマラソン男子Ａ組
378 樽谷　文彦 岡山県 4:42:56 フルマラソン男子Ａ組
379 井勢　康之 大阪府 ＭＩＩＫ＋Ｇ 4:42:56 フルマラソン男子Ａ組



380 問田　新一 岡山県 上吉浦千歳楽保存会 4:43:01 フルマラソン男子Ａ組
381 髙草　洋一 岡山県 4:43:10 フルマラソン男子Ａ組
382 若狭　文彦 岡山県 倉敷市役所 4:43:39 フルマラソン男子Ａ組
383 慶児　康昭 岡山県 4:43:40 フルマラソン男子Ａ組
384 服部　勇 岡山県 4:43:41 フルマラソン男子Ａ組
385 田中　俊行 岡山県 川崎学園陸競技トラ部 4:44:09 フルマラソン男子Ａ組
386 藤原　道夫 東京都 さんたの耳かき 4:44:25 フルマラソン男子Ａ組
387 佐藤　敏哉 岡山県 4:44:32 フルマラソン男子Ａ組
388 田島　力 兵庫県 4:44:36 フルマラソン男子Ａ組
389 森山　幸弘 広島県 広島マツダ 4:44:47 フルマラソン男子Ａ組
390 田辺　龍徳 岡山県 ＴＥＡＭもも 4:45:06 フルマラソン男子Ａ組
391 曽束　紀夫 岡山県 4:45:08 フルマラソン男子Ａ組
392 下浦　昌彦 岡山県 4:45:39 フルマラソン男子Ａ組
393 松江　高志 神奈川県 トヨタ東京カローラ 4:45:50 フルマラソン男子Ａ組
394 豊田　豊 広島県 4:46:45 フルマラソン男子Ａ組
395 畝木　正一 岡山県 ソフィア 4:46:48 フルマラソン男子Ａ組
396 井上　彰朗 岡山県 ハイポキ柵原 4:46:56 フルマラソン男子Ａ組
397 松本　敦 岡山県 4:47:16 フルマラソン男子Ａ組
398 光畑　芳浩 岡山県 4:47:17 フルマラソン男子Ａ組
399 井上　辰巳 山口県 美東ＲＣ 4:47:29 フルマラソン男子Ａ組
400 吉岡　雅晴 広島県 4:47:31 フルマラソン男子Ａ組
401 古川　聖治 広島県 無し 4:47:37 フルマラソン男子Ａ組
402 飯柴　正男 三重県 木曜クラブ 4:47:37 フルマラソン男子Ａ組
403 土家　政芳 岡山県 4:47:43 フルマラソン男子Ａ組
404 重松　秀明 岡山県 倉敷平成病院 4:47:47 フルマラソン男子Ａ組
405 池田　毅 岡山県 ＢＳＨ 4:48:19 フルマラソン男子Ａ組
406 森本　俊久 岡山県 岡山県共済 4:48:26 フルマラソン男子Ａ組
407 乾　節夫 岡山県 ジェルマ 4:48:31 フルマラソン男子Ａ組
408 前田　浩二 岡山県 ＭＩ－４ 4:48:39 フルマラソン男子Ａ組
409 齊藤　司幸 岡山県 石井経営グループ 4:48:56 フルマラソン男子Ａ組
410 西角　勝也 岡山県 4:49:03 フルマラソン男子Ａ組
411 松川　信博 岡山県 4:49:30 フルマラソン男子Ａ組
412 滝澤　勝也 広島県 タートルＪＣ 4:49:37 フルマラソン男子Ａ組
413 高木　伸明 岡山県 4:49:39 フルマラソン男子Ａ組
414 万波　清志 岡山県 4:49:49 フルマラソン男子Ａ組
415 岡本　営松 岡山県 4:49:58 フルマラソン男子Ａ組
416 妹尾　恒 岡山県 4:50:02 フルマラソン男子Ａ組
417 蔦川　揮佳 岡山県 西江原石油 4:50:34 フルマラソン男子Ａ組
418 松井　範明 広島県 環境保全公社 4:50:51 フルマラソン男子Ａ組
419 土谷　幸三 兵庫県 トムコマラソン部 4:50:53 フルマラソン男子Ａ組
420 山本　浩志 広島県 （株）セイロジャパン 4:50:57 フルマラソン男子Ａ組
421 児玉　晋 東京都 4:51:31 フルマラソン男子Ａ組
422 井上　圭右 兵庫県 京都ランニングラボ 4:51:42 フルマラソン男子Ａ組
423 山根　有吾 兵庫県 日本建設工業 4:51:57 フルマラソン男子Ａ組
424 浜本　寿実 岡山県 カメさんチーム 4:52:02 フルマラソン男子Ａ組
425 杉本　捨晴 兵庫県 ウッディＲＣ 4:52:15 フルマラソン男子Ａ組
426 福馬　直道 広島県 ＪＦＥ 4:52:33 フルマラソン男子Ａ組
427 田村　直也 広島県 広島商工会議所 4:52:43 フルマラソン男子Ａ組
428 中谷　邦夫 岡山県 4:52:43 フルマラソン男子Ａ組
429 平田　洋一 広島県 赤ヘルランナー 4:52:53 フルマラソン男子Ａ組
430 鵤　修一 広島県 福山ゴム工業 4:53:12 フルマラソン男子Ａ組
431 藤田　真弘 広島県 4:53:15 フルマラソン男子Ａ組
432 茨田　二三夫 広島県 4:53:22 フルマラソン男子Ａ組
433 伊藤　耕治 岡山県 チームままかり 4:53:40 フルマラソン男子Ａ組
434 藤井　義弘 広島県 4:53:53 フルマラソン男子Ａ組
435 西岡　正造 岡山県 4:54:03 フルマラソン男子Ａ組
436 岡崎　景 岡山県 4:54:06 フルマラソン男子Ａ組
437 吉田　憲史 岡山県 4:54:32 フルマラソン男子Ａ組
438 細川　玲雄 広島県 芸備観光 4:54:54 フルマラソン男子Ａ組
439 今井　敏雄 広島県 朝霧会ＲＣ 4:55:05 フルマラソン男子Ａ組
440 山本　充伸 岡山県 少林寺倉敷東部スポ少 4:55:07 フルマラソン男子Ａ組
441 品川　雄太 島根県 島根県畜産振興協会 4:55:13 フルマラソン男子Ａ組
442 豊田　昌稔 岡山県 ミルクハウス 4:55:42 フルマラソン男子Ａ組
443 則武　一郎 岡山県 4:55:45 フルマラソン男子Ａ組
444 澤口　光宏 徳島県 あたらしや 4:55:50 フルマラソン男子Ａ組
445 吉鷹　昭博 岡山県 ムチムチ　ナダサキ 4:56:10 フルマラソン男子Ａ組
446 岩橋　英二 岡山県 4:56:19 フルマラソン男子Ａ組
447 上森　英史 鳥取県 ビッチュウヤ 4:56:30 フルマラソン男子Ａ組
448 三谷　宏 埼玉県 グレース 4:56:47 フルマラソン男子Ａ組
449 猪澤　浩 岡山県 津山走ろう会 4:56:57 フルマラソン男子Ａ組
450 柏　哲士 岡山県 4:56:58 フルマラソン男子Ａ組
451 久山　良隆 岡山県 4:57:02 フルマラソン男子Ａ組
452 岸本　慎太郎 岡山県 （株）きんでん 4:57:12 フルマラソン男子Ａ組
453 川上　弘道 広島県 サンエス 4:57:29 フルマラソン男子Ａ組
454 中捨　隆弘 三重県 東亜無線電機 4:57:38 フルマラソン男子Ａ組
455 安藤　裕次 岡山県 4:58:05 フルマラソン男子Ａ組



456 河本　慶ニ 広島県 4:58:15 フルマラソン男子Ａ組
457 後藤　治 広島県 4:58:17 フルマラソン男子Ａ組
458 武部　順次 岡山県 4:58:26 フルマラソン男子Ａ組
459 河相　雅司 岡山県 さび猫 4:58:55 フルマラソン男子Ａ組
460 岩城　倫弘 京都府 笠置歯科口腔外科診療 4:58:57 フルマラソン男子Ａ組
461 尾島　忠 岡山県 チーム朋連走 4:58:58 フルマラソン男子Ａ組
462 吉田　孝行 岡山県 4:59:20 フルマラソン男子Ａ組
463 折田　宗市 岡山県 4:59:28 フルマラソン男子Ａ組
464 江本　和夫 兵庫県 4:59:38 フルマラソン男子Ａ組
465 溝手　宗二 岡山県 4:59:42 フルマラソン男子Ａ組
466 石崎　邦雄 岡山県 4:59:47 フルマラソン男子Ａ組
467 菅原　孝一 岡山県 日本曹達水島工場 4:59:58 フルマラソン男子Ａ組
468 小久保　賢一 千葉県 ナノスタイル 5:00:15 フルマラソン男子Ａ組
469 白川　篤 岡山県 5:00:55 フルマラソン男子Ａ組
470 片山　清風 広島県 5:01:05 フルマラソン男子Ａ組
471 藤原　勝夫 兵庫県 搾りたて青汁 5:01:52 フルマラソン男子Ａ組
472 古谷　正俊 岡山県 5:02:09 フルマラソン男子Ａ組
473 中崎　浩幸 広島県 キーレックス 5:02:36 フルマラソン男子Ａ組
474 綾部　誠司 岡山県 5:02:41 フルマラソン男子Ａ組
475 黒瀬　章男 岡山県 東洋砕石工業 5:02:47 フルマラソン男子Ａ組
476 三橋　政一 岡山県 5:02:51 フルマラソン男子Ａ組
477 赤堀　真 岡山県 5:03:53 フルマラソン男子Ａ組
478 表　忠信 広島県 5:04:25 フルマラソン男子Ａ組
479 横溝　龍一 岡山県 清音小学校 5:04:44 フルマラソン男子Ａ組
480 内田　邦博 岡山県 5:04:46 フルマラソン男子Ａ組
481 谷　賢二 岡山県 岡山土地倉庫 5:04:55 フルマラソン男子Ａ組
482 秋山　肇 岡山県 5:04:59 フルマラソン男子Ａ組
483 藤田　敏之 岡山県 （株）藤井工業 5:05:13 フルマラソン男子Ａ組
484 杉本　良治 岡山県 フライング　ラッツ 5:05:26 フルマラソン男子Ａ組
485 北本　和示 岡山県 丸五ゴム走友会 5:05:47 フルマラソン男子Ａ組
486 曽我　和宏 岡山県 5:05:50 フルマラソン男子Ａ組
487 那須　元 岡山県 5:05:54 フルマラソン男子Ａ組
488 森本　敬三 岡山県 5:07:09 フルマラソン男子Ａ組
489 川原　和美 広島県 5:07:14 フルマラソン男子Ａ組
490 香川　二郎 広島県 5:07:23 フルマラソン男子Ａ組
491 森　孝博 香川県 5:08:16 フルマラソン男子Ａ組
492 福田　栄治郎 鳥取県 5:09:15 フルマラソン男子Ａ組
493 中村　美智雄 岡山県 5:09:49 フルマラソン男子Ａ組
494 石立　一登 岡山県 5:10:08 フルマラソン男子Ａ組
495 北浦　潔 岡山県 大韓航空 5:10:12 フルマラソン男子Ａ組
496 三木　健 岡山県 5:10:28 フルマラソン男子Ａ組
497 内藤　栄 広島県 東油木 5:10:35 フルマラソン男子Ａ組
498 横溝　雅裕 岡山県 中国銀行 5:10:40 フルマラソン男子Ａ組
499 幾田　匡 岡山県 5:12:00 フルマラソン男子Ａ組
500 福永　浩司 岡山県 5:13:21 フルマラソン男子Ａ組
501 片山　一巳 岡山県 5:13:30 フルマラソン男子Ａ組
502 髙橋　英樹 岡山県 笠岡市役所楽走会 5:13:30 フルマラソン男子Ａ組
503 山田　明 広島県 イチバン 5:13:37 フルマラソン男子Ａ組
504 清水　健一 岡山県 5:13:40 フルマラソン男子Ａ組
505 小川　逸也 岡山県 ウェーブＯＬＤ 5:13:46 フルマラソン男子Ａ組
506 秋山　弘 岡山県 5:14:00 フルマラソン男子Ａ組
507 川上　信義 岡山県 津山トライアスロン 5:14:16 フルマラソン男子Ａ組
508 加茂　俊和 岡山県 マルコメ株式会社 5:14:19 フルマラソン男子Ａ組
509 鈴木　哲 兵庫県 5:14:31 フルマラソン男子Ａ組
510 山田　敏郎 岡山県 5:14:39 フルマラソン男子Ａ組
511 竹内　謙治 鳥取県 チーム全力少年 5:14:39 フルマラソン男子Ａ組
512 重政　照司 岡山県 下津井電鉄 5:15:15 フルマラソン男子Ａ組
513 日原　光章 広島県 そごう広島店 5:15:27 フルマラソン男子Ａ組
514 檀浦　正三 岡山県 マリン急送 5:15:29 フルマラソン男子Ａ組
515 駒井　俊彦 岡山県 5:15:47 フルマラソン男子Ａ組
516 増田　英 広島県 5:15:54 フルマラソン男子Ａ組
517 岩本　英樹 岡山県 頑張ろう真備 5:16:29 フルマラソン男子Ａ組
518 内田　信臣 岡山県 5:16:41 フルマラソン男子Ａ組
519 閑谷　晃 広島県 5:16:58 フルマラソン男子Ａ組
520 赤木　陽介 岡山県 5:17:06 フルマラソン男子Ａ組
521 前田　静男 鳥取県 5:17:29 フルマラソン男子Ａ組
522 藤原　和明 岡山県 5:17:30 フルマラソン男子Ａ組
523 大松　孝文 福岡県 日本磁力選鉱 5:17:57 フルマラソン男子Ａ組
524 松本　成久 広島県 5:18:17 フルマラソン男子Ａ組
525 中野渡　守 岡山県 法務局 5:18:29 フルマラソン男子Ａ組
526 廣本　泰雄 広島県 5:18:31 フルマラソン男子Ａ組
527 尾内　宏至 兵庫県 兵庫北はりま特支学校 5:18:45 フルマラソン男子Ａ組
528 北條　勝也 兵庫県 5:19:07 フルマラソン男子Ａ組
529 吉田　晴一 岡山県 5:19:09 フルマラソン男子Ａ組
530 福田　誠 神奈川県 5:19:14 フルマラソン男子Ａ組
531 河合　洋次郎 広島県 5:19:19 フルマラソン男子Ａ組



532 引地　常夫 岡山県 はっぴーず 5:19:19 フルマラソン男子Ａ組
533 植村　智幸 兵庫県 指月電機製作所 5:19:23 フルマラソン男子Ａ組
534 洲脇　淳示 岡山県 5:19:34 フルマラソン男子Ａ組
535 内田　栄 福岡県 5:20:33 フルマラソン男子Ａ組
536 石木　邦治 広島県 5:20:56 フルマラソン男子Ａ組
537 難波　正一 岡山県 5:21:04 フルマラソン男子Ａ組
538 三宅　眞一 岡山県 青野走ろう会 5:21:30 フルマラソン男子Ａ組
539 中村　良太 大阪府 5:21:36 フルマラソン男子Ａ組
540 中森　雄一 広島県 あじかん岡山営業所 5:22:28 フルマラソン男子Ａ組
541 須藤　圭介 岡山県 ミートサプライ 5:23:04 フルマラソン男子Ａ組
542 伊豆田　功 広島県 5:23:25 フルマラソン男子Ａ組
543 梅原　洋彦 高知県 5:23:27 フルマラソン男子Ａ組
544 三宅　雅 岡山県 三金会 5:23:35 フルマラソン男子Ａ組
545 日比野　政彦 広島県 広島壮年走ろう会 5:23:48 フルマラソン男子Ａ組
546 日室　淳一朗 岡山県 5:24:22 フルマラソン男子Ａ組
547 高田　洋 岡山県 ３課陸上部 5:24:50 フルマラソン男子Ａ組
548 野上　雅信 岡山県 ももたろうテニス 5:25:33 フルマラソン男子Ａ組
549 河野　典弘 熊本県 5:26:02 フルマラソン男子Ａ組
550 高橋　一夫 岡山県 はろーず 5:26:10 フルマラソン男子Ａ組
551 朝比奈　史章 岡山県 5:26:38 フルマラソン男子Ａ組
552 坂井　敬 広島県 かめとうさぎ 5:26:48 フルマラソン男子Ａ組
553 谷口　弘毅 鳥取県 谷口建築 5:27:22 フルマラソン男子Ａ組
554 大嶌　貴弘 広島県 日本製鋼所 5:27:44 フルマラソン男子Ａ組
555 中　浩二 岡山県 トマト銀行陸友会 5:27:59 フルマラソン男子Ａ組
556 三宅　武志 岡山県 5:28:00 フルマラソン男子Ａ組
557 藤田　祥三 広島県 5:28:29 フルマラソン男子Ａ組
558 千田　康文 香川県 ＮＴＴ西日本 5:28:36 フルマラソン男子Ａ組
559 藤山　龍 岡山県 5:28:50 フルマラソン男子Ａ組
560 杉本　喜憲 岡山県 5:29:26 フルマラソン男子Ａ組
561 小林　啓介 栃木県 やる気まんまん 5:29:32 フルマラソン男子Ａ組
562 佐藤　任紀 香川県 5:29:37 フルマラソン男子Ａ組
563 津下　勝年 岡山県 京橋カヌースクール 5:29:51 フルマラソン男子Ａ組
564 松元　洋之 岡山県 5:30:01 フルマラソン男子Ａ組
565 小宮　賢治 香川県 5:30:13 フルマラソン男子Ａ組
566 石尾　正紀 岡山県 5:30:39 フルマラソン男子Ａ組
567 小林　稠 長野県 マラソンのつぼ 5:31:05 フルマラソン男子Ａ組
568 須田　敏男 岡山県 5:31:10 フルマラソン男子Ａ組
569 赤迫　孝志 岡山県 5:33:01 フルマラソン男子Ａ組
570 堀　広司 岡山県 5:33:03 フルマラソン男子Ａ組
571 野一色　誠 東京都 大和証券 5:33:05 フルマラソン男子Ａ組
572 木﨑　郁夫 埼玉県 5:33:31 フルマラソン男子Ａ組
573 井川　正裕 岡山県 内田工業 5:34:54 フルマラソン男子Ａ組
574 河原　祐志 岡山県 三徳園ＲＣ 5:35:13 フルマラソン男子Ａ組
575 林　繁一 岡山県 5:35:17 フルマラソン男子Ａ組
576 門野　昌弘 岡山県 門野建設ランニング部 5:36:02 フルマラソン男子Ａ組
577 幸田　啓訓 広島県 5:36:04 フルマラソン男子Ａ組
578 前田　邦男 岡山県 5:36:29 フルマラソン男子Ａ組
579 木村　大 岡山県 玉野光南 5:38:25 フルマラソン男子Ａ組
580 森脇　啓介 岡山県 5:38:30 フルマラソン男子Ａ組
581 加藤　貞則 岡山県 中銀 5:38:31 フルマラソン男子Ａ組
582 串田　晴彦 岡山県 ランナーズはい‼ 5:38:41 フルマラソン男子Ａ組
583 原　重良 岡山県 全国健称マラソン 5:39:01 フルマラソン男子Ａ組
584 山西　雅洋 京都府 青葉学園 5:39:48 フルマラソン男子Ａ組
585 加藤　千昭 広島県 5:39:48 フルマラソン男子Ａ組
586 渡邊　一成 岡山県 ＬＴＣ 5:43:18 フルマラソン男子Ａ組
587 森本　弘昭 広島県 5:43:34 フルマラソン男子Ａ組
588 田中　敏久 岡山県 5:43:49 フルマラソン男子Ａ組
589 多賀　典泰 岡山県 5:43:49 フルマラソン男子Ａ組
590 遠藤　幸魂 岡山県 挑戦すごう 5:43:55 フルマラソン男子Ａ組
591 河野　克仁 岡山県 河野眼科 5:45:02 フルマラソン男子Ａ組
592 木村　勝 岡山県 5:45:25 フルマラソン男子Ａ組
593 岡　聡 岡山県 三須北所走ろう会 5:45:36 フルマラソン男子Ａ組
594 金森　明己 岡山県 5:46:09 フルマラソン男子Ａ組
595 福田　実 岡山県 桃太郎鬼クラブ 5:46:52 フルマラソン男子Ａ組
596 斉藤　隆治 兵庫県 5:47:08 フルマラソン男子Ａ組
597 松本　修 大阪府 5:47:21 フルマラソン男子Ａ組
598 渋谷　聞護 岡山県 5:47:34 フルマラソン男子Ａ組
599 米本　幸市 東京都 5:48:09 フルマラソン男子Ａ組
600 則武　宏昭 岡山県 5:48:31 フルマラソン男子Ａ組
601 片山　康弘 岡山県 5:49:15 フルマラソン男子Ａ組
602 三宅　徹 岡山県 倉敷平成病院 5:49:21 フルマラソン男子Ａ組
603 楠　繁浩 徳島県 美馬商事（株） 5:49:22 フルマラソン男子Ａ組
604 田中　貴夫 岡山県 エムズユー 5:49:38 フルマラソン男子Ａ組
605 山田　竜生 兵庫県 5:50:03 フルマラソン男子Ａ組
606 赤迫　明治 岡山県 5:50:16 フルマラソン男子Ａ組
607 川上　哲 岡山県 5:50:31 フルマラソン男子Ａ組



608 三宅　正行 岡山県 5:51:16 フルマラソン男子Ａ組
609 佐野　慎一 岡山県 5:52:08 フルマラソン男子Ａ組
610 竹内　和廣 岡山県 5:52:27 フルマラソン男子Ａ組
611 檀上　竹志 岡山県 ＥＤＳ 5:53:01 フルマラソン男子Ａ組
612 平松　晃一 岡山県 総社南高校 5:53:04 フルマラソン男子Ａ組
613 堀川　辰也 岡山県 おかやま宅建 5:53:19 フルマラソン男子Ａ組
614 万治　哲 岡山県 高松農業高校 5:53:38 フルマラソン男子Ａ組
615 上坂　知生 岡山県 岡山県土地家屋調査士 5:54:08 フルマラソン男子Ａ組
616 城谷　浩 広島県 5:54:44 フルマラソン男子Ａ組
617 鏡　清次郎 岡山県 5:54:54 フルマラソン男子Ａ組
618 真鍋　康二 岡山県 重井医学研究所病院 5:54:58 フルマラソン男子Ａ組
619 長谷川　陽一 岡山県 5:55:08 フルマラソン男子Ａ組
620 中屋　敏之 兵庫県 ＴＥＡＭ４７ 5:55:30 フルマラソン男子Ａ組
621 安本　幹治 岡山県 ＊チーム安本 5:55:31 フルマラソン男子Ａ組
622 山下　秀明 岡山県 （株）角藤田 5:55:36 フルマラソン男子Ａ組
623 杉本　清 岡山県 レンゴー株式会社 5:55:54 フルマラソン男子Ａ組
624 板倉　浩 岡山県 ＯＣＪＣ 5:55:55 フルマラソン男子Ａ組
625 河合　清志 岡山県 ケアカフェＲＣ 5:56:21 フルマラソン男子Ａ組
626 藤原　道和 岡山県 ＮＰＯももハウス 5:56:38 フルマラソン男子Ａ組
627 神崎　知樹 岡山県 5:57:11 フルマラソン男子Ａ組
628 沼本　輝将 岡山県 5:57:14 フルマラソン男子Ａ組
629 内田　浩史 岡山県 5:57:42 フルマラソン男子Ａ組
630 大田　正安 岡山県 5:57:56 フルマラソン男子Ａ組
631 李国本　修慈 兵庫県 しぇあーど 5:58:04 フルマラソン男子Ａ組
632 林　良純 山口県 5:58:05 フルマラソン男子Ａ組
633 岡本　克己 岡山県 ＯＣＪＣ 5:58:50 フルマラソン男子Ａ組
634 貞友　昌勝 岡山県 日本ゴア 5:59:03 フルマラソン男子Ａ組
635 増田　洋志 岡山県 ＴｅａｍＨｉｒｏ 5:59:34 フルマラソン男子Ａ組
636 坪井　俊乗 山口県 5:59:40 フルマラソン男子Ａ組
637 分部　隆政 岡山県 菅生挑戦 5:59:42 フルマラソン男子Ａ組
638 玉田　貞雄 岡山県 たまだん 5:59:51 フルマラソン男子Ａ組
639 鈴木　兼治 岡山県 倉敷山の会 5:59:52 フルマラソン男子Ａ組


