
順位 氏名 都道府県 所属 記録 種目名
1 円　健介 岡山県 倉敷高等学校 1:08:46 ハーフマラソン陸連登録者男子
2 木村　宣久 岡山県 関東電化工業 1:11:15 ハーフマラソン陸連登録者男子
3 藤野　浩一 広島県 やんぼーｓｃ 1:12:02 ハーフマラソン陸連登録者男子
4 廣田　雄樹 岡山県 岡山陸協 1:12:04 ハーフマラソン陸連登録者男子
5 島崎　満光 広島県 ロックラン 1:12:42 ハーフマラソン陸連登録者男子
6 木本　悠翔 兵庫県 相生高等学校 1:14:21 ハーフマラソン陸連登録者男子
7 村田　敦洋 岡山県 ｃｈａｒｕｎ 1:16:22 ハーフマラソン陸連登録者男子
8 岡部　大樹 鳥取県 鳥取ＡＳ 1:16:34 ハーフマラソン陸連登録者男子
9 小谷　拓也 広島県 布勢ＡＣ 1:17:29 ハーフマラソン陸連登録者男子

10 佐藤　健司 岡山県 自衛隊岡山 1:17:43 ハーフマラソン陸連登録者男子
11 野口　将司 岡山県 ｃａｉｃａｉ 1:18:23 ハーフマラソン陸連登録者男子
12 佐藤　元 岡山県 倉敷芸術科学大学 1:18:34 ハーフマラソン陸連登録者男子
13 藤原　佑 広島県 尾道市陸協 1:18:36 ハーフマラソン陸連登録者男子
14 秋山　武久 岡山県 岡山陸連 1:18:50 ハーフマラソン陸連登録者男子
15 佐々木　章太 岡山県 川崎医療福祉大学 1:19:13 ハーフマラソン陸連登録者男子
16 岡田　工平 栃木県 宇都宮大学 1:19:15 ハーフマラソン陸連登録者男子
17 中谷　臣希 岡山県 岡山クラブ 1:20:34 ハーフマラソン陸連登録者男子
18 藤井　信介 岡山県 高崎経済大学 1:20:54 ハーフマラソン陸連登録者男子
19 原田　隆史 岡山県 三原市陸協 1:21:15 ハーフマラソン陸連登録者男子
20 秋元　伸夫 岡山県 津山商業陸友会 1:21:22 ハーフマラソン陸連登録者男子
21 東　伸泰 広島県 三原市陸協 1:21:35 ハーフマラソン陸連登録者男子
22 橘　幸作 愛媛県 松山大学 1:22:00 ハーフマラソン陸連登録者男子
23 青木　太 東京都 青梅のロッキー 1:22:00 ハーフマラソン陸連登録者男子
24 出口　浩己 広島県 広島市役所 1:22:20 ハーフマラソン陸連登録者男子
25 中島　正文 岡山県 岡山白壁 1:22:47 ハーフマラソン陸連登録者男子
26 菅根　大幹 広島県 広島大学 1:23:02 ハーフマラソン陸連登録者男子
27 小林　涼介 岡山県 川崎医療福祉大学 1:23:19 ハーフマラソン陸連登録者男子
28 坪井　政信 岡山県 歩いていこう 1:24:57 ハーフマラソン陸連登録者男子
29 福尾　龍平 岡山県 1:25:12 ハーフマラソン陸連登録者男子
30 津田　祥平 広島県 三原市陸協 1:25:13 ハーフマラソン陸連登録者男子
31 森岡　紘士 岡山県 ランプロＲＣ 1:25:18 ハーフマラソン陸連登録者男子
32 吉田　和哉 鳥取県 ふれんず鳥取 1:26:40 ハーフマラソン陸連登録者男子
33 村上　健太 香川県 ＡＳＰＥＲＩＴＹ 1:26:56 ハーフマラソン陸連登録者男子
34 田中　啓介 大阪府 チーム走兄弟 1:26:58 ハーフマラソン陸連登録者男子
35 佐藤　真介 京都府 アーモンＰｒｏ 1:27:36 ハーフマラソン陸連登録者男子
36 山﨑　訓 香川県 1:27:45 ハーフマラソン陸連登録者男子
37 谷口　友洋 岡山県 岡山クラブ 1:30:27 ハーフマラソン陸連登録者男子
38 西田　一貴 佐賀県 ＴＤＦ 1:30:54 ハーフマラソン陸連登録者男子
39 佐野　範一 岡山県 桃太郎夢クラブ 1:31:37 ハーフマラソン陸連登録者男子
40 片岡　泉 岡山県 岡山クラブ 1:31:40 ハーフマラソン陸連登録者男子
41 多田　浩則 東京都 東京陸協 1:33:46 ハーフマラソン陸連登録者男子
42 島村　啓司 岡山県 岡山陸上競技協会 1:34:07 ハーフマラソン陸連登録者男子
43 山根　卓也 岡山県 1:35:10 ハーフマラソン陸連登録者男子
44 高井　真 鳥取県 バンバン山陰支部 1:35:26 ハーフマラソン陸連登録者男子
45 丸山　正雄 岡山県 ＭＰＥＶ４９４ 1:39:09 ハーフマラソン陸連登録者男子
46 佐藤　徹 宮城県 アクア仙台ＡＣ 1:40:02 ハーフマラソン陸連登録者男子
47 藤原　光洋 岡山県 株式会社ジップ 1:42:20 ハーフマラソン陸連登録者男子
48 小泉　仁 岡山県 歩いていこう 1:43:52 ハーフマラソン陸連登録者男子
49 曽山　聖二 岡山県 1:44:13 ハーフマラソン陸連登録者男子
50 田中　信行 和歌山県 大阪陸協 1:52:33 ハーフマラソン陸連登録者男子
51 犬飼　邦明 岡山県 岡山ＡＣ 1:54:39 ハーフマラソン陸連登録者男子
52 勝部　竜太朗 東京都 1:56:55 ハーフマラソン陸連登録者男子
53 古本　豊和 兵庫県 1:58:03 ハーフマラソン陸連登録者男子
54 正本　博幸 岡山県 岡山県陸連 1:58:46 ハーフマラソン陸連登録者男子
55 佐藤　匠 岡山県 岡山マスターズ 2:01:39 ハーフマラソン陸連登録者男子
56 小嶋　由己 岡山県 川崎医療福祉大学 2:02:16 ハーフマラソン陸連登録者男子
57 大東　康宏 岡山県 あまおうＲＣ 2:03:12 ハーフマラソン陸連登録者男子
58 瀬戸　馨 神奈川県 ＴＲ２ＥＣ 2:25:21 ハーフマラソン陸連登録者男子


