
ゼッケン番号 氏名 所属

51 ポール　キプロプ ケニア

52 大谷　健太 ＪＦＥスチール

53 大谷　康太 ＪＦＥスチール

54 丸山　竜也 八千代工業

55 土久岡　陽祐 ＪＦＥスチール

56 代田　修平 カネボウ

57 Ｊａｍｓｒａｎ　Ｏｌｏｎｂａｙａｒ モンゴル

58 風見　尚 愛三工業

59 安藤　貴信 北九州市立大学

60 牛山　純一 シティーランナー

61 小田　俊平 神戸市陸協

62 木村　直輝 トクヤマ

63 菊池　貴文 ＳＧＨグループ

64 藤井　祐希 トクヤマ

65 橋本　雅史 武田薬品

66 佐竹　一弘 滝ヶ原自衛隊

67 久本　駿輔 ＧＲｌａｂ

68 今西　洸斗 びわこ学院大学

69 岡野　佑輝 八千代工業

70 内海　健 佐世保ジョガーズ

71 室田　祐司 走健塾

72 門出　康孝 ＴＥＡＭＩＴＯ

73 福地　宏行 アイワ商事

74 藤井　貴大 日鉄日新製鋼

75 豊永　哲央 長府製作所

76 大野　誠士 愛知工業大学

77 江浪　修平 日鉄ステンレス

78 友森　敬一郎 東ソー

79 山本　啓輔 ホシザキ

80 木岡　龍一 立命館大学

81 久保田　大貴 安川電機

82 谷澤　泰輝 広島経済大学

83 渡邉　駿 広島大学

84 廣谷　優一 トヨタＳＣ

85 高見　雄飛 長門市役所

86 森藤　潤 廿日市市陸協

87 矢島　雄平 大同特殊鋼

88 伊東　和也 売木村

89 緒方　樹 トヨタＳＣ

90 澤田　幸治 三原市体協

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

91 山田　貫太 和歌山大学

92 磯村　俊祐 東ソー

93 藤本　正洋 光市陸協

94 山本　浩平 熊本県庁

95 大下　徹 福山市陸協

96 冨高　一成 北九州ＲｉＣ

97 外村　翼 ＧＲｌａｂ

98 李　校直

99 森山　青空 唐津市役所

100 黃　尹雋

101 都野　泰平 日本製鉄（株）

102 大崎　陸斗 びわこ学院大学

103 大島　伸 戸上コントロール

104 湯川　達矢 びわこ学院大学

105 三好　将太 ＧｌｏｒｙＡＣ

106 林　純二 マメナジェラート

107 宇津木　亮 東京陸協

108 稲垣　達也

109 能城　秀雄 住友不動産エス

110 江口　尚志 室見川ＲＣ

111 長柄　良明 エンジン技術部

112 鶴田　博之 北九州ＲｉＣ

113 植田　和久 Ｑランナーズ

114 関　穂嵩 日本文理大学

115 御厨　雄大 安芸郡陸協

116 保井　貴史

117 西村　鴻 燕市陸協

118 廣瀬　史明

119 上川　英一郎 ＢＴ

120 林　旻杰 ８雞大舌

121 福島　奈槻 立命館大学

122 山本　達也 大阪陸協

123 山崎　哲平 関門ランニング

124 備後　雅徳 トヨタＳＣ

125 小松原　遊波 びわこ学院大学

126 増田　晃大 日本文理大学

127 深澤　洋志 東京陸協

128 山田　真也 チャラさは強さだ！

129 平下　修 高知県庁ＲＣ

130 辻　真幸 滋賀陸上競技協会



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

131 岡﨑　一樹 東京陸協

132 三輪　博基 大月市陸上競技協会

133 渡邉　大輔

134 石津　秀喜 大竹市陸協

135 小林　尚生 北海道マラソンクラブ

136 渡辺　暁雄 熊本山鹿ＲＣ

137 秋吉　雄介 博多陸友会

138 堀之内　邦洋 宮崎市陸協

139 西尾　慎也 福岡県庁

140 佐藤　大輔 横浜市陸協

141 須藤　剛 ＷｉｎｄＲｕｎ

142 政近　裕貴 東広島市陸上競技協会

143 緑川　優

144 岩月　崇 富士松ＡＣ

145 西澤　誠二 はちのすけ

146 濱松　主臣 ＰＭＡＣ

147 田尻　貴之 オーデンＡＣ

148 加藤　淳司 富士森走友会

149 角熊　徹 脚膝倶楽部

150 三浦　優平 東京陸協

151 重松　克尚 ＧＧＲＣ熊本

152 本山　健

153 横大路　広也 富山陸上競技協会

154 林　優 関西電力

155 松下　惇平 千葉陸協

156 舩越　悠介 東京陸協

157 岡野　祥大 山口県庁

158 大竹　基之 ラフラフＲＣ

159 岡島　直彦 小田急電鉄

160 園田　孝允 ＳＭＳ－ＡＣ

161 杉山　茂雄 Ｅランナーズ

162 堤　健至 Ｔ・Ｔ‐ＡＣ

163 新見　雅志 クラブＲ２西日本

164 坂田　健児 ｌａｄｄｅｒ

165 青木　昌弘

166 能見　隆弘 ＮＩＮＥ　ＴＣ

167 滝幸　雅也 松山ランナーズ

168 小川　博史 天白川走友会

169 原　良和 蒼穹クラブ

170 竹田　良太 Ｑランナーズ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

171 森下　義仁 多久陸協

172 桑門　広 世田谷

173 藤本　啓太 大竹市陸上競技協会

174 天野　元文 Ｈｏｎｄａ浜松

175 佐藤　友飛 名城ＡＲＣ

176 澤原　雄一 庄内ＲＴ

177 藤井　貴浩 ランランラン佐賀

178 西田　駿児 本城陸上クラブ

179 浜地　洋輔

180 山本　吉洋 トクヤマ

181 深浦　祐哉 Ｇｏｕｐ

182 石田　克成 陸上競技多摩川クラブ

183 浜地　雅浩 三菱重工ＲＣ

184 中山　竜也 ビーイング

185 今田　淳 安芸太田町教育委員会

186 児玉　優生 広島修道大学

187 鍋島　尚哉 広島修道大学

188 山下　智弘 ＴＥＡＭ奈良

189 藤山　賢裕

190 森　大樹 静岡陸協

191 原　慎弥 多摩川クラブ

192 谷口　貴則 宮崎県庁

193 村上　貴亮 チームタスキ

194 七里　雄大 植物防疫所

195 水田　佑一 ウイングフットＲＣ

196 吉田　知史 アットホーム

197 池田　祐樹 佐賀陸協

198 藤吉　宏信

199 野村　高弘 尼崎ナイトランナーズ

200 相澤　京佑 愛知ＶＣ

201 道下　浩次 ＦＲＡＣ北九州

202 大山　翼

203 松村　義雅 ソニック福岡ＲＣ

204 尾方　亮介 福岡陸協

205 広畑　誠 ハートブレイク

206 奥洞　雄也

207 菊川　信人 宝塚市陸協

208 濱田　翔平 佐賀陸上競技協会

209 柳沼　伸之 マラソン完走ｃ

210 松下　正和 浦安ランナーズ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

211 河添　哲也 柳井市陸協

212 竹中　敏郎 周南市陸協

213 加藤　拓馬 ハノハノ陸上部

214 森　正裕 チーム嶋田組

215 後藤　大樹 ＷｉｎｄＲｕｎ

216 大滝　一夫 北極星ＡＣ

217 安倍　健太郎 川崎重工業

218 中井　芳聡 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎ

219 伊藤　吉洋 トップギア広島

220 大下　和広 宇部市陸協

221 森山　将平 東海カーボンＴＭＷＣ

222 坂井　威浩

223 工藤　晃一 香美陸上クラブ

224 福本　俊明 柳井市陸協

225 植木　真 まどかＲＣ

226 碇　洋祐 ＧＭＲＣ

227 河村　剛

228 徳丸　岳 ＵＦ・教員クラブ

229 大中　康公 三菱電機紅菱会

230 臼井　隆之 ＨＩＯＫＩ

231 山本　晃之 蒲郡クラブ

232 篠崎　勝也 山走麦酒会

233 南野　尚樹 石川陸協

234 島崎　満光 世羅陸協

235 杉尾　隆一 海響ＡＣ

236 荒井　秀次 エビトラＡＣ

237 伊賀　雅彦 山口県酪

238 岡　哲司

239 金森　匡昭 トヨタ九州ＲＣ

240 佐藤　直仁 パナソニックＬＳ

241 吉村　仁志 ＮＥＣ三田陸上部

242 野村　茂行 凡人ＲＣ

243 山本　英史 佐世保ジョガーズ

244 原田　諒也 ＴＥＡＭ．ＶＩＶＡ！

245 坂梨　史典 ＦＣランナーズ

246 関島　桂 佐賀陸協

247 加藤　和彦

248 寺浦　晴輝

249 田中　友歩 Ｇｏ　ｕｐ

250 野口　繁基 府中サブスリー



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

251 村上　尚志 ＪＪＢＢＲＣ

252 中野　洸介 さいたま市陸協

253 林田　嘉人 倉敷福田走友会

254 中尾　孝昭 本城陸上クラブ

255 古川　涼 参議院事務局

256 川原　健太 ランランラン佐賀

257 渡邊　翔太

258 前田　一成

259 石岡　洸希 青森市役所

260 久我　直登 ＡＣ・ＫＩＴＡ

261 中島　圭一 福岡陸協

262 本多　一輝 ＳＧＥＲＣ

263 柴田　一平 益田市陸協

264 奥村　健広

265 大森　隆生 久留米ＳＴＲＣ

266 徳留　英裕 宮崎県庁

267 森能　雄基 富山陸協

268 中村　泰二 舞鶴ランニングクラブ

269 黒﨑　遼太郎 出雲市陸協

270 長岡　査憲 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！

271 佐藤　健太 ＴＥＡＭ野人

272 間嶋　陵 大阪陸協

273 上野　大輔 トヨタＳＣ

274 福江　亮太 ゆとりＲＣ

275 水落　徳哲 ＦＲＣ

276 小池　孝範 東京弁護士会

277 野本　智司 裏六甲サブスリー会

278 吉岡　由貴

279 藤城　健 トライステラ

280 丸田　聡

281 白坂　清文

282 江頭　徹 Ｅランナーズ

283 脇　康洋 熊本陸協

284 矢島　秀悟

285 岡本　真登 マツダ防府

286 上村　涼太朗

287 倉光　康宏 多摩川クラブ

288 西垣　和幸 福岡陸協

289 伊藤　正悟 湯田温泉病院

290 前田　剛寛



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

291 薮谷　幸治 枚方マスターズ

292 福岡　祐作 脚膝倶楽部

293 森田　公平 太陽が丘ＪＣ

294 高橋　和也 ＣＲ２西日本

295 中村　勇太 鹿足郡陸上競技協会

296 高山　雄介 先っぽチルドレン

297 松田　洋 作．ＡＣ北海道

298 西野　悠

299 杉山　佑介 豊田自動織機

300 久保内　幸彦 高知ＦＲＣ

301 内山　信之 日本製鉄君津

302 西岡　正嘉 本社機械部

303 森友　徹 三菱重工下関

304 北川　誠晃 奈良陸協

305 原田　勝人 小金井おじ練

306 坂東　宗明 バリキング

307 金子　誠一 山口県庁

308 佐伯　伸正 ハンモックＡＣ

309 橋本　憲 新明和工業ＲＣ

310 益山　高広 京都市神川中学校教員

311 孤杉　正紀 神戸市陸協

312 浜野　雄一郎 小豆陸協

313 和田　雄祐 渋川陸上競技クラブ

314 新谷　満 海老名陸協

315 齋藤　房喜 Ｔ．Ｔ－ＡＣ

316 友原　寛樹 直鞍クラブ

317 本間　俊之 アトミクラブ

318 奥村　直樹 ｅＡ東京

319 松田　拓朗

320 杉光　俊信 ＳＵＭＣＯ伊万里

321 林　真也

322 鈴木　一暢 大牟田陸協

323 髙野　周平 由利本荘市役所

324 永松　和良 まどかＲＣ

325 杉本　和貴 熊本県庁

326 神瀬　芳文

327 安部　淳也 横浜市陸協

328 有働　智明 ＢＥＬＩＥＶＥ

329 樺　威一朗

330 並木　律朗 三洋化成



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

331 原田　甲一

332 新田　太一 海国韋駄天連

333 小原　直登 林兼産業

334 高谷　秀史 ＲｕｎＷａｖｅ

335 須藤　建 前橋市陸上競技協会

336 平崎　幹大 東京陸協

337 古川　惣一 佐世保市役所

338 大木　将也 ミリカＡＣ

339 三島　晴幸 Ｋ３ファルコン

340 建部　有佑 福井陸協

341 仲西　宏 安来市陸協

342 内田　収泰

343 稲生　博昭 三重陸上競技協会

344 島田　裕二 東京陸協

345 保田　心平 埼玉陸協

346 松崎　哲平 Ｗｉｓｄｏｍ

347 中尾　仁志 大阪長居ＡＣ

348 横尾　孔一郎 佐賀陸協

349 島崎　浩明 葛飾区役所

350 鴛海　奉守 永冨脳神経外科病院

351 山本　直博 長居ＷＩＮＤ

352 竹田　未距 ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

353 岡田　佳剛 三重マスターズ

354 野口　太甫

355 加瀬谷　拓

356 友原　達矢 ＪＦＥマグパウダー

357 安部　康暢 杵築市陸協

358 米村　昌晋 丹波篠山市陸協

359 内田　哲治 下関総合支援学校

360 柳井　隆志

361 大月　暢通 本城陸上クラブ

362 柴田　貴行 静岡陸協

363 橋本　武洋

364 柏原　宏紀 トップギア広島

365 福増　紀雄 宇部興産

366 元嶋　健 熊本陸協

367 小野寺　毅 三菱重工（株）神戸

368 武富　康平 ブリヂストン

369 今津　悠生 Ａ．Ｓ．Ｐ

370 信原　邦啓 静岡陸競



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

371 中井　弘志 ランコネ

372 大森　活 ＲＮＯ

373 廣永　拓男 山口県庁

374 辻　浩之 福岡陸協

375 十河　義典 山口県庁

376 大戸　直樹 福山市陸協

377 樋口　哲

378 続木　正弘 Ｔ．ＶＩＶＡ！

379 関根　一憲 ジュピターＲＣ

380 吉丸　博隆 和歌山マスターズ

381 関　隆晴 ごまだしうどん大作戦

382 山田　篤佳 Ｑランナーズ

383 堀内　規生 堀内規生３９歳

384 柿並　剛 ＳＷＡＣ

385 眞渕　和幸 ＮＲＦ

386 吉光　陽紀 倉敷福田走友会

387 星崎　隆 小田原市陸協

388 大場　和久 本城陸上クラブ

389 近藤　裕史 つじかぜＡＣ

390 閑野　武大 滋賀マスターズ

391 座間　貴之 東雲研究所

392 割方　健一郎 呉市陸協

393 山下　雅之 ＳＡＴ

394 郷　良尚

395 吉村　健一郎

396 小倉　徹

397 中村　貴明 熊本山鹿ＲＣ

398 片寄　博幸 雲南市陸協

399 大野　瑛 東京弁護士会

400 河野　裕介 トップギア広島

401 安田　浩 ナカトラ

402 品川　雅俊 廿日市市陸協

403 園田　勝貴

404 原　泰朗 久留米広域消防本部

405 平井　聡 横浜市陸協

406 甲斐　悠介 長浜産業

407 小谷　拓也 布勢ＡＣ

408 山下　亮 福岡陸協

409 河村　孝文 ヤンボーＳＣ

410 田中　周 日産自動車九州



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

411 松平　泰 松山ランナーズ

412 恵飛須　雄介 トップギア広島

413 迫　浩一

414 石黒　大 安城西部ＲＣ

415 川本　晃司 川本走友会

416 白石　晃大 オレンジリボン

417 鈴木　孝 千葉陸協

418 高橋　俊裕

419 中山　知昭 ＧＲｌａｂ関東

420 若杉　厚至

421 北里　信雄 直鞍クラブ

422 吉田　尚平 小金井おじ練

423 大坪　義揚 太郎グループ

424 太田　文生 岐阜マスターズ

425 末次　悠人 気まぐれラン！

426 山脇　健治 森野ＡＣ

427 中村　裕之 中条走四浪会

428 東島　辰弥 中山薬局

429 平田　篤史 倉敷福田走友会

430 吉田　充宏 宇部興産

431 日山　二大 アトミクラブ

432 本渡　之盛 Ｔｅａｍ百花繚

433 永下　貴久 東雲研究所

434 大田　伸彦 多治見ランナーズ

435 草野　正揮

436 川口　弘樹 裏六甲サブスリー会

437 竹本　亮太 横浜市陸協

438 吾妻　良則 神戸市陸協

439 石井　一行 本城陸上クラブ

440 三宅　契吏 田布施町

441 森　良太

442 高田　和義 ＴＫＤーＢＲＣ

443 山口　淳史 水曜トライアル

444 児島　綾 愛媛陸協

445 堀田　朝和 ＴＢＲＣ

446 伊藤　竜一 優愛凪美ＴＲＹ

447 蒲原　聡

448 松隈　直樹 まどかＲＣ

449 大井　響太 チーム土手ラン

450 佐藤　元 倉敷芸術科学大学



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

451 松屋　百合男 室見川ＲＣ

452 稲田　功一 舞鶴ランニングクラブ

453 谷澤　巌

454 盛重　賢造 山口県庁

455 礒野　祐路 びわこランナーズ

456 岩本　貴之 北口建設工業

457 浜田　幹生 下関走ろう会

458 貞徳　将則

459 宮坂　聡太朗 海響ＡＣ

460 橋本　祐樹 山口Ｓｔｅｐ

461 山田　祐己 Ｒ＆ＳＳｒ．

462 田吹　隆一 日田市役所

463 剱持　泰生 カナガワＲＣ

464 馬橋　陽太 坂戸市陸協

465 徳永　信 福岡銀行

466 中村　和貴 富士松ＡＣ

467 松井　敏 萩市役所

468 江戸　将人 屋久島町藤村自動車

469 田中　正明 ソニック福岡

470 坂本　直希 大阪陸協

471 鈴木　祐太

472 松井　祥文 あすリードＲＣ大阪

473 鈴木　章浩 ＹＡＰ

474 船場　文太 東ソー

475 三宅　充 ツボイＲＣ

476 藤田　博文 熊本СΑС

477 小林　秀記 湘南ＲＣ

478 小濱　健太

479 磯田　正和 東京工芸大学ＡＣ

480 山口　義明 ＫＲＣ

481 渡嘉敷　義成 森野ＡＣ

482 北　正樹 チームＥＩＺＯ

483 菊谷　賢

484 岡本　達伸

485 平岡　俊哉 別府市役所

486 土肥　大樹 びわこ学院大学

487 古谷　祐也 Ｔ・Ｔ－ＡＣ

488 山田　和信 淀川ランナーズ

489 伊賀　弘和

490 池田　潤一 竹内整形外科内科



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

491 玉谷　哲郎 森野ＡＣ

492 上荷　修誉 赤穂水練

493 鳥谷峯　信男 ドリームアシスト東京

494 平田　昭雄

495 野寄　真史 大阪陸協

496 片岡　哲朗 愛知県庁クラブ

497 山下　正 狭山池夕焼けラン

498 梅本　幸治 周南市役所

499 安達　元宏 チーム全力少年

500 川村　知行 東京陸協

501 寺田　逸朗 三気の里

502 小野　貴司 神戸市陸上競技協会

503 宮崎　忠勝 北陸電力

504 青木　和也 ＳＲＷー８８

505 川西　宏幸 ＴＴアスリート

506 浜崎　空樹 牛久走友会

507 嶋　雄介

508 谷　直樹 谷商店

509 仁田原　慎 筑豊陸上競技クラブ

510 宮本　優 神戸ＡＣ

511 那須　政広 尼崎市陸協

512 石村　英幸 ユニバーＳＣ

513 水谷　浩志 カネミツプーリー

514 宮野　一弘 阿知須陸協

515 吉村　和哲 福岡青州会病院

516 為井　智也 ＲＷＳ

517 澤津橋　英昌 広島修道大学

518 谷本　憲太郎 愛知陸協

519 小方　壽浩 筑紫野太宰府消防

520 牧田　浩孝 川崎市陸協

521 山下　高史 森野ＡＣ

522 釜井　丈二

523 大久保　勝明

524 村井　誠 ポポロＡＣ

525 後和　直樹 東京ランニング友の会

526 筒浦　康正 大阪長居ＡＣ

527 松本　佳哲 ＮＴＴドコモ

528 枝川　邦治 ＳＲＣ９０４関西

529 北川　浩之 ニッポンランナーズ

530 中村　祐輔 スーパーマンクラブ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

531 東本　和之 板東ロゼクラブ

532 金子　昌央 東京陸協

533 茅野　一平 府中町役場

534 木下　嘉博 九州電気保安

535 野田　嘉彦 ＴｅａｍＯＪＣ

536 亀田　慎一 松山ランナーズ

537 後藤　淳志 日本製紙

538 倉田　稔

539 当麻　彰 枚方マスターズ

540 佐々木　亮

541 山根　友和 福山陸協

542 田中　一成

543 香月　徳重 ランラン佐賀

544 兼松　幹雄 走熊会

545 下田　雅人 若ちゃんＦＲＣ

546 植田　大介 尼崎ナイトランナーズ

547 河田　晃

548 小西　隆弘 サムライ陸上部

549 岡村　崇 防府郵便局

550 岩根　和幸 航空自衛隊築城

551 鈴木　考

552 秋山　武久 岡山ヤギ社

553 羽野　明百

554 松浦　和憲 ＨＲＮＣ駅弁倶楽部

555 三好　泰生 下関市立大学

556 山村　正人 アスレックＲＣ

557 中塚　弘明 トップギア広島

558 鈴木　勝浩 ＳＭＩＬＥＹ

559 岡本　幸喜 博多陸友会

560 津田　祥平 三原市陸協

561 坂井　明敏 愛媛陸協

562 長坂　雅彦 ｅＡ愛知

563 山下　雅人 東京陸協

564 江里口　誠 Ｑランナーズ

565 久保田　真広 愛知陸協

566 和中　健史 福井県庁ＲＣ

567 林　伸二 岡山クラブ

568 溝田　泰弘 溝田農材株式会社

569 山端　彰

570 吉永　大樹 姶良市役所



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

571 大坪　幸夫 まどかＲＣ

572 森　浩康 マツダＡＣ

573 畑中　慎太郎 ＦＣランナーズ

574 橋本　健太郎

575 北村　裕 洋光台矯正歯科

576 生島　利彦

577 中原　雅明 福岡市役所

578 藤原　亮太 神戸市消防局

579 鳥越　章良

580 吉宗　宏修 神戸ＰＩＪＣ

581 井上　俊太郎 小金井公園ＲＣ

582 松山　俊和 びわこ学院大学

583 西谷　祐介 ＭＲＪ

584 藤井　亮史 周南市陸上競技協会

585 児嶋　貴昭 チーム田中

586 吉永　晴光 ＴＲ２ＥＣ

587 上田　浩之 八尾アスリート

588 中丸　孝次 海自呉

589 井堂　倫也

590 中村　浩之

591 中嶋　剛 Ｕ４

592 中村　陽介 綾川ＡＣ

593 森山　光 福岡大学

594 酒井　賢治 マツダＡＣ

595 川口　浩二 福岡県庁

596 艶島　真 ツボイＲＣ

597 嶋村　真一 姫路市陸協

598 竹原　圭太

599 竹崎　泰史 ＳＢＩアラプロモＲＣ

600 浦霧　誠也

601 村越　好晴 クラブＲ２中日本

602 福田　拓 防府市消防本部

603 眞子　剛幸 福岡県庁

604 山本　悠二 福山市職ＲＣ

605 上田　崇 本城陸上クラブ

606 糸魚川　宗志 北区赤羽ＲＣ

607 中塚　信宏

608 森元　憲治 マツダＡＣ

609 渡邉　隆史 三浦工業

610 井上　智喜



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

611 曽根　隆志 黄金山ＡＣ

612 神戸　栄一 ミツバＲＣ

613 白井　伊和雄 慶応競走部ＯＢ

614 田丸　勇樹 鹿足郡陸協

615 平尾　一朗 岡崎クラブ

616 木村　英二 滋賀陸上競技協会

617 近藤　伸明 福岡陸協

618 松坂　智光 綾川ＡＣ

619 尾崎　一博 鹿児島狂犬夜走

620 佐々木　孝仁 Ｋ３ＦＡＬＣＯＮ

621 小柳　貴雄

622 眞田　辰己 倉敷市役所

623 吉田　翔一 アルク滋賀

624 三浦　雄亮 和歌山県庁

625 湯朝　啓之 ＴＡＲＣ大阪

626 佐藤　大輔

627 吉田　茂樹 堺市消防局

628 柿原　貴次 玉島の森クラブ

629 西郷　正一

630 定浪　圭史

631 平林　修 ラミリート

632 西嶋　明久

633 黒石田　紀文 かけっこ和光

634 鍋島　孝 広島市役所陸上競技部

635 鶴岡　康貴

636 野田　多聞 大森淡水

637 井上　義法

638 松本　康宏

639 吉田　耕芳

640 木佐谷　健久 山口県庁陸上部

641 丹下　和則 桃太郎夢クラブ

642 丸山　秀行 ブリヂストン

643 吉原　隆盛 愛媛陸上競技協会

644 安本　昭 Ｅランナーズ

645 吉見　健太 広島修道大学

646 木村　幸晃 ｅＡ千葉

647 矢次　武 倉敷福田走友会

648 妹尾　稔

649 長井　健時

650 村松　辰亮 日本製紙マラソン部



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

651 谷内　隆浩 ＳＳランナー

652 豊福　勇 延岡マラソンクラブ

653 横田　正 安城快足ＡＣ

654 井上　博義 香川ＲＣ遊

655 石　一彦 ＮＥＣ三田

656 黒瀬　輝章 川崎市役所

657 森藤　望 ＪＡ広島総合病院

658 吉田　里志 横浜市陸協

659 酒井　健伍 Ｒｉｓｅ熊本

660 岩田　卓也 ＫＹＢ

661 山本　陽一 愛媛陸協

662 福島　慎吉 京都炭山修行走

663 井上　孝信 丹波市陸協

664 国吉　正吾 横浜市陸協

665 前田　祐一

666 丸鶴　誠 スサラ

667 坂田　守

668 与国　信明 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！

669 今村　達也

670 林　潤一郎 小倉ＳＡＴ

671 今井　健太 広島市陸協

672 高井　光 石川陸協

673 牟田口　泰秀 ソニック福岡ＲＣ

674 松谷　大介

675 髙田　福司 浜松うましか

676 幸島　弘明 唐津市役所

677 稲森　雅幸 狭山池夕焼ラン

678 森田　泰介 農林水産省

679 安部　修司 宇佐市陸協

680 西村　光二 熊本陸協

681 稲垣　竹彦 安城快足ＡＣ

682 三重野　正道 別府ＭＣ

683 高山　堅志 オーデンＡＣ

684 田中　弘隆 ウィング

685 波多野　健一 クラブＲ２西日本

686 池冨　智 富士ゼロックス福岡

687 阿部　正也 宇部興産

688 上野　純一

689 村岡　広康 横浜市陸協

690 杉山　信一郎 Ｔ・ＶＩＶＡ！



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

691 今津　歩 クラブＲ２西日本

692 松田　雄一

693 福田　博之 佐賀陸協

694 大下　真一 クラブＲ２西日本

695 重谷　茂人 明希クラブ

696 古賀　象二郎 クラブＲ２西日本

697 山下　人史

698 青柳　匡学 福岡陸上競技協会

699 松島　健太

700 安田　育弘

701 市川　翔 東京陸協

702 坂井　拓

703 玉木　康博 Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ

704 加藤　知之 久留米サブトラック

705 篠原　邦弘 香川マスターズ

706 西尾　健一

707 小河　靖昌 姫路市陸協

708 山下　翔 苅田与原ＲＣ

709 佐藤　和仁 関体協

710 西原　正明 クラブＲ２九州

711 田中　正邦 はやぶさの会

712 井伊　暢宏 宇部興産

713 高橋　陽介 福岡陸上競技協会

714 堺　隼也 Ｋ３　ＦＡＬＣＯＮ

715 武重　亮 佐々木外科病院

716 栗山　哲也 三原市陸上競技協会

717 齋藤　宏

718 妹尾　健

719 福田　昌哉 広島県庁

720 古川　智己

721 小川　和宏

722 小野山　博也 サブゼロ但馬

723 小西　洋

724 田北　敏一 キャンプゼロ

725 野上　翔平 東ソー

726 平山　真路 鹿島建設

727 上岡　和幸 アスランクラブ

728 東司　正治 福岡陸協

729 鎌田　正弘 鹿族

730 高垣　裕一



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

731 中村　賢次 クラブＲ２東日本

732 河野　幸夫 別府市役所

733 根本　浩幸

734 臼井　恒仁 岐阜陸協

735 菊地　章一 飯能連合

736 末廣　秀行

737 三木　正昭 ＪＪＢＢＲＣ

738 天満　栄至 天満冷凍機ＡＣ

739 矢野　寿 ＦＲＡＣ北九州

740 山本　洋彰

741 後藤　智宏 マラソン完走クラブ

742 福田　圭司 海響ＡＣ

743 寺元　丈司

744 下川　勝彦 愛知三好走ろう会

745 芹澤　寛正 東京陸協

746 美浦　辰彦 飯塚病院

747 宮下　泰 ＴＰＡＣ

748 山下　将宏 佐世保市消防局

749 大道　行雄 加西市役所

750 中尾　友彰

751 松井　正仁 ｅＡ愛知

752 石蔵　裕己 フリーダムＲＣ

753 柳生　貴宏 下関市陸上競技協会

754 加藤　大智

755 玉井　利明 大袋走友会

756 藤井　義則 粕屋陸協

757 大須賀　伸弥 知多走友会

758 飯田　恵夢

759 石澤　毅士 栃木陸協

760 池田　謙介 僕箱遠足部

761 釈迦野　亮

762 空谷　治

763 弘中　辰典

764 岩附　秀和 埼玉滑川走友会

765 杉山　功

766 武山　敏明 鎌倉ＦＲＣ

767 重松　健由 駒沢公園ＪＣ

768 東　伸泰 三原市陸協

769 佐々木　克也 秋田一ツ森ＲＣ

770 高橋　幸雄 熊野町役場



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

771 中村　賢太郎 飯田病院

772 笠　良太 オールバディー

773 岡田　昭宏 下関市役所

774 長谷川　雅也 河島運輸

775 新川　弘雄 川崎マッハ３

776 安陪　智久 本城陸上クラブ

777 怡土　順治 ジャストタッチ

778 木本　一成 ヤンボーＳＣ

779 村田　雄亮 防府走龍会

780 北口　剛史 京都炭山修行走

781 越尾　幸徳

782 末　真

783 問谷　健朗 札幌市役所

784 近藤　裕治 三重陸上競技協会

785 掛園　敦征 佐賀陸協

786 西坂　雷太

787 有田　宗玄 大牟田市役所

788 高橋　佑貴 ふれんず鳥取

789 湯浅　英樹 長谷川塾

790 高橋　保幸 大阪陸協

791 須河内　啓二

792 上野　猛 芳野病院

793 刀根　克之 三重県庁ＡＣ

794 松本　博 本城陸上クラブ

795 坂口　大輔 スカイトレイル

796 鈴木　英毅 あすリード大阪

797 矢野　康行 宮崎県庁

798 吉岡　睦雄 大阪マスターズ

799 久保田　真司

800 柴田　親亮 倉吉市陸上競技協会

801 土井　斉 尾辻病院

802 藤本　秀久 福岡陸協

803 原田　和昭 ＮＡＲＡーＸ

804 三宅　文彦 美酒ラン

805 岡崎　輝義 美祢市立病院

806 芦川　茂樹

807 桑原　和雄 ＮＴＴ九州ＲＴＣ

808 堀本　貴史 イシダスポークラブ

809 谷島　博 パナソニック

810 藤谷　健 すまいるＡＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

811 森崎　敦 大分県警陸上競技部

812 安達　好彦 東京速度男子

813 佐藤　洋樹 ＴＥＡＭ３１０

814 亀井　一樹 綾川アスリート

815 井上　豊 久宝寺アールシー

816 松山　幸二 宗像走ろう会

817 奥西　眞弓 紐育的寿司集団

818 川嶌　正

819 瀬尾　徹 りはなす訪問看護

820 田村　健太郎 愛甲郡陸協

821 林　宏樹

822 淺田　大吾 南蛮連合

823 田中　利章 ラダーフラット

824 古野　修 京都マスターズ

825 多田　夏彦 ＳＷ四日市

826 麻生　正和 ＭＲＣ佐世保

827 佐藤　良昭

828 島田　文彦 常石ランニン組

829 笠木　良平 名古屋法務局

830 高野　伸一 小布施町役場

831 山崎　泰志 東伯郡陸協

832 塩見　祐一

833 賀原　基樹 大晃機械工業株式会社

834 二平　哲也 糸魚川市陸協

835 金子　康幸

836 長澤　泰輔 まどかＲＣ

837 吉田　栄嗣

838 石原　知洋 雲南市陸協

839 川崎　達也

840 中村　徹

841 西村　丈治 アトミクラブ

842 芝田　裕一 鳥城会

843 八垣　圭一郎 チーム１００

844 山田　陽康 裁判所

845 松比良　剛

846 久保田　祥伍 クラブＲ２北海道

847 渡部　克彦 吉田浜クラブ

848 小田原　雅己 Ｅランナーズ

849 石津　和紀 ＯＢＲＣ

850 金藤　侑輝 まどかＲＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

851 松藤　龍治 川崎市陸協

852 菊地　誠耶 西宮市陸上競技協会

853 田邊　稜志 広大トライアスロン部

854 末田　慎一郎 横浜都筑ＡＣ

855 樋口　究 長崎長与ＡＣ

856 入江　卓也 ランデザイン

857 小島　成久 ウイングフットＲＣ

858 竹中　剛

859 真子　輝

860 清永　大輔 Ｋ３ＦＡＬＣＯＮ

861 金平　晃 藤徳物産株式会社

862 古江　剛志 ブレイクスルー

863 三村　義則

864 小畠　隆幸 倉敷福田走友会

865 佐藤　和哉 弘前公園ＲＣ

866 濱本　昇征 クラブＲ２九州

867 田村　禎章 ＫａＪＡＣ

868 西尾　健汰 関西学院大学

869 森　竹志 長崎長与ＡＣ

870 吉田　直弘 本城陸上クラブ

871 堀尾　勇 脚膝倶楽部

872 鯵坂　健治 トヨタ九州ＲＣ

873 天野　利弘

874 上原　哲也 太田市陸上競技協会

875 久保　光法

876 渡邉　隆志

877 玉木　良和

878 伊藤　隼 ルチャドール

879 上田　伸也

880 舟木　正明 佐賀陸上競技協会

881 湊　政昭 本城陸上クラブ

882 森　茂樹

883 長島　潮 大阪市役所

884 平林　直樹 和歌山マスターズ

885 田中　秀雄 メガ・エッグ

886 瀬古　和宏 ＡＩＨＯ

887 野口　将利 弁釜函館

888 加藤　秀之 松江北山陸友会

889 熊谷　伸之 益田市陸上競技協会

890 沖　和夫 本郷アスリートクラブ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

891 横山　光亮 福マラＲＣ

892 春日　昇 スーパーマンクラブＦ

893 三輪　哲寛 サンテック

894 眞鍋　幸宏

895 三木　輝彦

896 黒澤　雅臣 アンフィニＲＴ

897 山本　強志 山口県庁

898 根本　貴弘 ウルトラプロジェクト

899 西條　元康 宇部市役所

900 中倉　真之 京都第一赤十字病院

901 正林　淳 佐世保陸協

902 武居　和義 岩国市陸協

903 釜谷　茂樹 北極星ＡＣ

904 成井　勇二

905 野方　誠 滋賀マスターズ

906 佐藤　卓志 株式会社トクヤマ

907 高橋　宏一郎 Ｔｅａｍ　ＯＪＣ

908 永井　良一 足笑山走

909 淺野　太洋 福井赤十字病院

910 谷口　尚樹 東ソー

911 出口　隆寿 大分陸協

912 平松　直人 東京陸協

913 村上　豊

914 礒村　寿志 防府走龍会

915 岡本　利明 博多陸友会

916 小永井　心 酒ＲＵＮ

917 山本　健 道北陸協

918 渡辺　隆昭 萩市陸協

919 宮島　謙史

920 黒川　理 富士セントラル

921 堀　和也 岡山クラブ

922 岡村　武

923 天野　龍平 ガチＲＵＮ？

924 藤井　俊洋 福山消防ＲＣ

925 久世　展也

926 渡辺　貴裕 日医ジョガーズ

927 会本　信秀 ハリアーズ

928 町頭　政尚 ｍｍｄ

929 武居　将史

930 森園　貴啓 スサラ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

931 青木　翼 ＳＷ四日市

932 大河原　宏樹

933 高岩　洋輔 アクシアン

934 末長　語

935 比留間　真 川崎市陸協

936 羽布津　慎一

937 牧原　哲也

938 森川　真吾

939 東　元治 大阪マスターズ

940 山根　一洋

941 道上　博 大濠ランナーズ

942 白川　敏行

943 楠　拓晃

944 力石　明久

945 中村　吉史

946 大谷　真稔 筑豊陸上クラブ

947 三ヶ尻　一郎 ポレポレ

948 青木　崇晃 亀さんランナーズ

949 篠塚　卓也

950 小澤　麻季夫 高座郡陸協

951 三浦　幸一郎 舞鶴ランニングクラブ

952 森元　英樹 はりきりマンボウ

953 山本　広夢 ピッツキューブＲＣ

954 矢部　和義 倉敷福田走友会

955 加藤　基行 内田治療院陸上部

956 山根　真一

957 劉　彥廷 中都陸上競技

958 今村　謙次 村山探検隊

959 上村　俊郎 福岡陸協

960 原　敏雄 刀水アスリート倶楽部

961 山根　幸三 オコジョ

962 井上　貴史 丸美屋

963 坂田　真朗 仙台矯正管区

964 山本　弘隆 アイム製作所

965 小田　剛正

966 内田　孝史 四日市ＴＦＣ

967 中田　亮一郎 コーナーポンド

968 森　孝博

969 森山　泰宜 東海カーボン

970 山田　洋治 宇部興産



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

971 伊藤　裕治 エビトラＡＣ

972 星野　和久 ＦＲＡＣ北九州

973 永松　良市 福岡市役所

974 森本　寿

975 稲葉　大輔 小倉ＳＡＴ

976 大石　祐三 福岡友走ＲＣ

977 綿末　友樹 海響ＡＣ

978 佐々木　雄一 下関陸上競技協会

979 矢野　博章 狭山池夕焼けラン

980 宇高　裕喜

981 山本　順也 山陽小野田陸協

982 羅　雁倫

983 和田　健志 名大倶楽部

984 中本　洋志

985 長井　隆俊 キャボット

986 伏見　直

987 山中　晋太郎

988 西村　暢也

989 前田　佑史 天空六風の会

990 石川　大五郎 快体健歩ＲＣ

991 五島　啓太 ランコネ

992 渡辺　哲夫 大分ＵＭＣ

993 坂井　俊介 野田市電子

994 末廣　雅利 大阪陸協

995 三宅　賢 福岡市消防局

996 中山　真志

997 馬場　秀和 ＯＮＩＯＮ

998 齋藤　謙一

999 山口　正広 枚方マスターズ

1000 尾花　明大 海上自衛隊

1001 白井　宏樹 富山陸協

1002 中間　茂雄 水ラン

1003 林　辰治 沖縄陸協

1004 久保田　典利士

1005 松本　茂 兵庫ハンモックＡＣ

1006 十二里　拓哉 狭山池夕焼けラン

1007 多田　興真

1008 瀧浦　光樹

1009 玉村　恒夫 大阪渋ラン

1010 時任　直彦 厚生労働省



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1011 射場本　綾

1012 村上　誠吾 ＩＲＳ

1013 伊藤　佑輔 東京速度男子

1014 佐藤　裕二

1015 日野　将也 黒柴めい

1016 水谷　雄貴 ＢＬＵＥ　ＢＬＡＣＫ

1017 寺西　利之 アミトラ

1018 松本　充弘 大分ＵＭＣ

1019 本村　尚武 武雄高校教員

1020 高見　直樹 広島国際学院中高教員

1021 竹入　英樹 広島市役所

1022 上山　祥史

1023 白石　幸一 ＫＦＲ

1024 田村　一明 松山建装社

1025 渡辺　宣彦

1026 奥田　康久 宇部興産

1027 神田　輝夫 マツダＡＣ

1028 藤木　隆裕 クラブＲ２九州

1029 伊藤　健一 東京陸協

1030 宮口　洋毅

1031 井上　勝博 ドリームアシスト

1032 桑田　展宏 府中市陸協

1033 小本　欣伸

1034 辻　康一 ＣＲ２東日本

1035 上野　力 アトミクラブ

1036 今西　祐太

1037 本木　央

1038 神谷　威一郎 岐阜陸協

1039 柴田　孝一 さだまさし研究会

1040 森下　正起 プラテクノ

1041 坂見　努 ＳＡＴ

1042 西山　英志

1043 白石　昭司 西日本病院

1044 山川　春夫 鉄人皆生

1045 久保　貴史

1046 末田　昭彦 下関消防

1047 中島　啓

1048 石田　昌志 麦わらの七味

1049 田中　裕紀 行橋市役所

1050 中村　雄二 熊本山鹿ＲＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1051 河田　佑 静岡陸協

1052 坂口　豊

1053 高田　裕巳 東京陸協

1054 船津　典孝 佐賀広域消防局

1055 大崎　浩次 フリーダムＲＣ

1056 伊藤　栄志 クラブＲ２中日本

1057 應潟　雄一 柳井市役所

1058 中坪　創 ＵＡＣ

1059 沖村　卓美 山口県庁

1060 平野　幸一

1061 永安　誠

1062 坪田　太郎 佐藤工業

1063 永田　隆行

1064 菅井　泰良

1065 富田　英史 大川東中学校職

1066 石川　篤 羽鳥Ｆランナーズ

1067 尾中　一哉

1068 馬渡　範久 ひとなり

1069 荒木　伸一

1070 安藤　研策

1071 高木　渉

1072 田中　康博

1073 宇土　貴大

1074 藤井　琢也 滋賀陸協

1075 岩下　朋亨 博多陸友会

1076 村山　崇

1077 村上　正

1078 荒谷　直史 室蘭栄高校教員

1079 田中　翔 ＲＵＮＷＥＢ

1080 高岡　正直 松山陸協

1081 武田　和也 千葉陸協

1082 西本　将典 ハムちゃんず

1083 三田　博史 芦屋浜ＡＣ

1084 金澤　純

1085 武上　公一 丸亀スタジアムＪＣ

1086 中子　祐二 なかこギターアンサン

1087 岡本　康宏 狭山池夕焼けラン

1088 梅谷　安雄

1089 板橋　貴裕 ソニック福岡ＲＣ

1090 武末　博明



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1091 前田　一至 ＫＳＬＲ

1092 村田　弘行 姶良市役所

1093 山下　誠一

1094 井上　直志 愛知マスターズ東三河

1095 井上　雅人

1096 牧野　浩二 水資源機構

1097 昇　秀一 鹿児島狂犬夜走

1098 松金　拓哉 リップル

1099 一ノ枝　亮輔 長門フリーランニング

1100 三木田　裕司

1101 小西　明伸 あさひなはる

1102 下迫田　義昭

1103 中島　正文 岡山白壁

1104 峯　大祐 双陽社

1105 舛田　裕道 庄原赤十字病院

1106 永井　豊 東京陸協

1107 岩永　浩 長崎桜町ＪＣ

1108 塩田　紘之

1109 菅本　和彦 ＹＭＦＧ

1110 登根　健一

1111 石井　貴

1112 大畑　輝公 中郡陸協

1113 尾崎　功一

1114 津島　正広 東ソー

1115 中川　英樹 クラブＲ２西日本

1116 藤原　考志 自衛隊海田

1117 田谷　誠之

1118 田上　公親 Ｒｉｓｅ熊本

1119 山本　達雄

1120 吉岡　康博 千里ランラン

1121 高橋　系輔 倉敷市役所

1122 横山　剛 ランウェブ

1123 白井　隆志 山口消防

1124 深井　善範 クラブＲ２西日本

1125 今長　浩一 尼崎ナイトラン

1126 入江　義則 本城陸上クラブ

1127 川口　大貴 塩グループ

1128 坂本　知則

1129 前田　浩紀 ルチャドール

1130 福田　康一郎 ＮＲランナーズ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1131 細井　秀之 福井県庁

1132 末永　崇洋 長府製作所

1133 西村　勲

1134 齋木　進 ＣＲ．ｍ

1135 西村　淳

1136 金谷　重人 ヤンボー

1137 佐藤　泰之 ＧＲｌａｂ

1138 里見　謙二 ｅＡ愛知

1139 手塚　一朗 松山マスターズ

1140 野仲　典理 ミズベリング

1141 橋田　剛 海満隊

1142 寺山　透

1143 飯塚　剛

1144 永野　一敏 ｆｏｒｍｕｌａＫ

1145 畑中　康仁

1146 三上　満 Ｌ＆Ｒ

1147 田村　幸大 大隅鹿屋病院

1148 難波　宏光 Ｒｉｓｅ熊本

1149 岡本　正樹 高松農業高校

1150 林田　隆志

1151 愛甲　宏 ハムちゃんず

1152 寺澤　敏行

1153 新見　直人

1154 石村　祐之 南仙台走友会

1155 中村　英治 ポポロＡＣ

1156 唐井　努 岡山陸競

1157 見藤　正規 肩脊楽走会

1158 井上　康太

1159 嘉藤　修一 ＦＴＣ

1160 地引　光二 高知市役所

1161 山内　裕正

1162 山本　幹人

1163 木村　保 青春スポーツ

1164 榊田　智章

1165 富澤　裕行

1166 細川　寛 クリソス

1167 飯沼　義照 愛知陸上競技協会

1168 井上　哲一 苅田与原ＲＣ

1169 佐田　晃樹 ＮＮＢ

1170 椙本　英嗣 とらくま



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1171 梶谷　昌弘

1172 松田　圭介

1173 和田　健一 下関市役所

1174 駒井　令 ガチＲＵＮ

1175 樽見　豊

1176 小原　祐介

1177 植田　君明 鹿児島狂犬夜走

1178 小林　康博

1179 佐々木　卓郎

1180 実重　誠吾 身から出たサビ

1181 藤原　史裕 宇部興産

1182 加納　侑士

1183 佐川　正之 アスワン山荘

1184 佐久間　健治

1185 原田　篤志 アルテップ

1186 藤光　俊彰 大濠ランナーズ

1187 粟津　紀弘

1188 大久保　孝志 山口県庁

1189 樽見　雄翔

1190 野田　大介 ＴＡＲＣ東京

1191 今村　慎二

1192 加藤　英忠 名城ＡＲＣ

1193 出口　武志

1194 井上　正明

1195 織田　陽一

1196 木原　岳彦 あすリードＲＣ大阪

1197 中村　健一 片町走ろう会

1198 村中　歩

1199 松岡　英彦

1200 石川　大輔

1201 上田　浩 出光興産徳山

1202 大森　智泰 やすむらぐみ

1203 櫻井　不二男 ｅＡ大阪

1204 中尾　嘉宏

1205 中島　三智 スズラン

1206 楠本　篤 ＭＲＣ佐世保・黒島

1207 仙台　幹雄 尼崎市陸協

1208 児嶋　拓也

1209 佐竹　康博

1210 土屋　和彦



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1211 中尾　聡志 横浜市陸協

1212 陶山　隆史 鳥取陸協

1213 大塚　英博 宇部・山陽小野田消防

1214 権　優一 ｉｇ岡山ランナーズ

1215 管田　光喜 ＦＲＣ福岡

1216 添田　知宏 立川市陸上競技協会

1217 福田　大輔 トーホーコーヒー

1218 津留　秋弘 ＪＪＢＢＲＣ

1219 藤澤　玲央 東京陸協

1220 米　敬寛

1221 児玉　宜紀 マツダＴＣ

1222 廣松　幹紀 大川市役所

1223 若林　和文 ＫＤＤＩ

1224 戸田　剛

1225 古谷　俊治 ＦＵＮＣＯＭＥ

1226 増山　修次 萩市役所陸上部

1227 池田　顕一郎 ランニングチーム別府

1228 亀崎　史暁 東京陸協

1229 福原　崇之 広島赤十字・原爆病院

1230 大野　高洋 ランニングチーム別府

1231 深沢　裕樹

1232 原田　丈継

1233 福﨑　徹 福岡陸協

1234 後藤　猛志

1235 讃井　人志 福岡県庁

1236 樋口　敬洋 樋口歯科医院

1237 笹原　正人

1238 服部　輝志

1239 梶山　元生

1240 高原　徹 芦屋浜ＡＣ

1241 三ツ田　達彦 湯梨浜町陸上部

1242 吉野　博 麦茶がぶ飲み会

1243 児玉　亮一 広島県庁ＲＣ

1244 山本　純二 山口市消防本部

1245 岡内　嘉利 大分ランナーズＨＩ

1246 梅崎　和幸

1247 小野　晃稔

1248 平井　克典 あすリードＲＣ大阪

1249 藤井　圭介 ＭＣＬＳ

1250 前山　和敏 ハイウインドＲＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1251 新澤　英典 ウルプロ

1252 前田　清

1253 向井　哲也

1254 中原　薫 チームのぐち

1255 箕迫　剛 ゴッドイーバー

1256 向井　良徳 スサラ

1257 安永　文浩 福岡陸協

1258 楠山　尚人 自分越えＲＣ

1259 中島　研貴

1260 橋本　洋右 静岡陸連

1261 北崎　翔馬 東京陸協

1262 岩田　知和

1263 繁永　博行

1264 藤井　輝昭 あじす走ろう会

1265 福村　航 徳山中央病院

1266 高岡　春幸 大阪陸協

1267 中本　行宏 広島鉄人会

1268 津田　純二

1269 後藤　洋一

1270 鈴田　真之

1271 山岡　正也 小金井おじ練

1272 森長　孝太 トップギア広島

1273 諏訪　順 マロンちゃん

1274 関野　涼平 川崎市陸協

1275 坂田　正明 Ｋｏｕｍｅ道場

1276 松下　幸一 ＭＲＣ佐世保

1277 遠藤　健

1278 佐々木　和夫 萩市陸上競技協会

1279 北村　剛一 はると　よしき

1280 野正　辰紀 ガチＲＵＮ

1281 出原　寛之 広島県庁

1282 芦原　昌行 Ｅランナーズ

1283 浦川　誠一 ＭＲＣ佐世保

1284 瀬戸口　宏行 宇部興産

1285 橋本　満 ＫＪＯ

1286 金山　紀彦

1287 松村　祐輔

1288 谷野　孝尚

1289 西　健志 Ｋ３　ＦＡＬＣＯＮ

1290 天野　貴 田村池亀走会２



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1291 住永　悟司 Ｅランナーズ

1292 荻野　詔司

1293 前原　幸司

1294 山内　栄作

1295 金丸　公宣

1296 松並　裕之

1297 高　君成

1298 古屋　清隆 Ｍ＆Ｍ

1299 大城　政樹

1300 村上　和宏

1301 村上　陽一 熊本ＣＡＣ

1302 細井　浩之 東京陸協

1303 岡本　勝幸 浦和駄馬の会

1304 大橋　敦 輝走倶楽部

1305 柏原　敏郎 三重マスターズ

1306 酒井　勝

1307 須藤　孝洋 ｅＡ東京

1308 桑原　聖二

1309 佐々木　洋大

1310 松尾　裕之 大分市役所

1311 平松　敬人 あいち健康の森

1312 江夏　修治 スサラ

1313 吉川　信行 ブルーミング

1314 元岡　勝

1315 皆見　治男 熊本陸協

1316 武西　輝

1317 駒形　知之 東京陸協

1318 中嶋　勇

1319 藤田　昌宏

1320 若林　春樹

1321 財前　廣和 ランニングドリーマー

1322 塚本　肇 福山市職ＲＣ

1323 岡本　和也 岩国市役所

1324 髙橋　寛和 ブリヂストン防府

1325 古木　秀明 ＧＧＲＣ熊本

1326 植平　晋 大阪陸協

1327 河田　庸平 京都陸協

1328 佐々木　大輔 ニッポンランナ－ズ柏

1329 指山　浩志 ニッポンランナーズ

1330 橋爪　明



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1331 相馬　竜太

1332 上村　武 福岡陸上競技協会

1333 田中　正徳 あまおうＲＣ

1334 寺内　浩

1335 坂本　秀典 無所属

1336 能登原　賢治 ブリヂストン

1337 伊藤　周徳

1338 宇都宮　利宏 大濠ランナーズ

1339 島田　智明 河内長野ＲＣ

1340 柿沼　真一 ＴｅａｍＯｋｏｊｏ

1341 藤本　剛毅

1342 赤間　光男 維新ランナーズ

1343 桐原　篤史 猛走会

1344 楢林　秀記 萩市民病院

1345 松田　庄平 名古屋市役所走友会

1346 鈴木　慶樹 静岡陸協

1347 松田　耕治 代々木公園ＲＣ

1348 武田　浩志 隠岐駅鈴クラブ

1349 吉松　敏郎

1350 松本　浩 海上保安庁

1351 住野　泰弘

1352 増沢　和彦

1353 白崎　涼介

1354 福尾　龍平

1355 櫻江　紀雄 光市陸協

1356 那須　雅之

1357 松冨　裕文 ブリヂストン防府

1358 北垣　純一

1359 高松　伸二 東筑ラン倶楽部福岡

1360 北　寿一 ニッポンランナ

1361 森　亮平

1362 渡邊　雄一

1363 福原　康弘 加古川市陸協

1364 赤松　淳 福井陸協

1365 山下　裕二

1366 森上　慎哉

1367 高松　治 周南市役所

1368 内藤　敬信 ＷｉｎｄＲｕｎ

1369 池田　佳隆 ナイトランＡＣ

1370 廣田　定之 ：クラブＲ２九州



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1371 貞森　慎二

1372 相川　保澄 ニッポンランナーズ

1373 石井　邦博

1374 岩名　大樹 のらのら

1375 佐藤　慎治 げんかいＡＣ

1376 宮本　晃輔

1377 佐藤　啓史

1378 庄井　貴昭 海響ＡＣ

1379 佐々木　雅典

1380 倉原　郁

1381 前田　敏秀 ａｒｃ滋賀

1382 中原　久登 ＳＳランナー

1383 圓山　和久 東急ハンズＲＣ

1384 奥平　芳宏

1385 豊田　源太郎 別府マラソンクラブ

1386 長谷　悠紀

1387 大坪　伸弥 ＳＦＤ

1388 吉田　剛

1389 飯田　栄治 ＷｉｎｄＲｕｎ

1390 宮下　修 うさおＲＣ

1391 小田　吉哉

1392 井上　欣也 クラブＲ２西日本

1393 岸田　吉史

1394 池上　孝人 ＬＡＣ

1395 石橋　誉臣 ガチラン？

1396 竹下　岳 赤旗走友会

1397 井上　忍 三井化学

1398 平田　裕章 鈴らん保育園

1399 山吹　州克 株式会社伸友

1400 江口　達也 佐賀陸協

1401 河村　和彦

1402 庄司　剛 京都陸協

1403 川田　実

1404 北村　浩之 日医ジョガーズ

1405 中川　一郎

1406 藤山　恭啓

1407 三矢　昭治 安城更生病院

1408 上利　英史

1409 相馬　勝 アトミクラブ

1410 島川　順
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1411 登　弘光 トミテック

1412 橋本　眞

1413 西松　敏昭

1414 若松　和光

1415 甲斐　貢史

1416 前田　優二 海響ＡＣ

1417 中根　英人

1418 中川　清正

1419 山口　一之 竜ヶ山クラブ

1420 農木　秀二 大分陸協

1421 岩井　昇平

1422 松田　直樹

1423 井上　武法 トップギア広島

1424 宝迫　達也 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！

1425 坂西　孝久

1426 渡邉　浩平 ナイトランＡＣ

1427 吉村　裕幸 ｆｏｒｍｕｌａＫ

1428 角　達朗 ＬＡＣ

1429 古賀　靖 ＦＲＣ福岡

1430 藤中　紀男

1431 八木　保

1432 佐藤　貴宏 青梅市陸上競技協会

1433 久保田　敦雄 チーム久保田

1434 内藤　誠

1435 小川　誠司 福岡陸協

1436 満永　英明 トヨタＳＣ

1437 川田　浩貴 ＳＣＣ

1438 高橋　良典 滋賀陸協

1439 加藤　裕一郎

1440 木本　康一 東洋鋼鈑

1441 瀬尾　康二

1442 西巻　聖

1443 古本　大 枚方マスターズ

1444 清水　靖士

1445 松田　淳一 ユニホームのアリス

1446 久保田　晃 島本走友会

1447 山本　浩史 ｉｇ広島ランナーズ

1448 田中　一憲

1449 保坂　好久 ナチュラルフーズ

1450 谷　雅彦 三和商事（株）
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1451 松田　一洋

1452 高木　聡

1453 中津原　悠介

1454 浅枝　寛之 松月堂製パン

1455 高木　貴史 帝人エンジ

1456 布田　裕一 流星塾

1457 桝村　浩太郎

1458 井出　武志 丸善雄松堂

1459 田口　雅史 本城陸上クラブ

1460 丸林　祐一 Ｆ．Ｎ．Ｍ

1461 後藤　友彦

1462 池内　一朗 丹沢ＴＲ

1463 吉村　祐太郎 下関病院

1464 木下　純一 大西陸上部

1465 岡田　学 福マラＲＣ

1466 畑岡　誠也 ＢＥＬＩＥＶＥ

1467 鎌田　義勝 岐阜市役所ＲＣ

1468 沖塩　豊武 クラブＲ２

1469 浜栗　昌彦

1470 林　征生 門司港運（株）

1471 大出　泰久 ＣＲ２中日本

1472 作本　浩司 クラブＲ２九州

1473 中嶋　南紀 エエヤン

1474 鎌井　幸則 三重陸協

1475 佐藤　高志

1476 濵田　卓也

1477 中田　肇 ＴＫＤ

1478 羽賀　野歩 東京陸上競技協会

1479 庄司　浩 横浜市陸協

1480 横川　貴史

1481 町田　浩康 オランジーナ

1482 水川　航生 ＣＣＣ

1483 上森　政宏

1484 久徳　守 クラブＲ２九州

1485 田雑　雅広 ＮＴＰ－ＭＲＣ

1486 舟橋　健

1487 山本　宏光

1488 青木　隆 足柄下郡陸協

1489 小林　寛幸 ランスポットＲＣ

1490 松内　満
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1491 岸　香久彦 魂の走り

1492 吉岡　義法

1493 福田　強 川越走友会

1494 池田　秀樹 ボルケーノ

1495 潟山　翼 第３輸送航空隊

1496 有富　智哉 関西外国語大学

1497 松原　豊 神戸市陸協

1498 道本　英徳

1499 鎌田　英明

1500 松本　順 ＦＵＮＣＯＭＥ

1501 中村　和弘 福井陸協

1502 石田　直也

1503 栗山　裕規 外環はしろう会

1504 安納　信博 千代田走友会

1505 藤川　信久 ポレポレ

1506 小林　隆太

1507 佐多　悦成 ＳＣＣ

1508 杉山　毅 大阪陸協

1509 田井　浩気 神奈川走ろう会

1510 野溝　健史 名古屋ＡＯＩ　ＲＣ

1511 榮福　修二

1512 藤垣　聡司 桑名走友会

1513 前田　英徳 まどかＲＣ

1514 谷川　幸司

1515 福地　敬司

1516 武内　聖憲

1517 中島　大地

1518 吉村　孝喜

1519 藤井　俊成

1520 木村　亮太郎 ＭＲＣ

1521 岡本　壮太郎

1522 長澤　弘明 長澤塾

1523 島田　義三

1524 森本　竜朗 医みやうちＲＣ

1525 小川　浩一郎 チーム東公園

1526 柿田　智和

1527 前田　満弘 東ソー

1528 河田　英樹 縦走登山

1529 梅舎　慎二 東ソー

1530 平尾　健一 下関市役所
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1531 井手　善彦 長崎市陸協

1532 東　崇 ＢＥＬＩＥＶＥ

1533 三上　栄次

1534 森山　純二 福岡陸協

1535 北村　吾郎 ラン馬鹿走友会

1536 大坂　好和 ＢａＳＲＣ

1537 永瀬　亮 ランプロＲＣ

1538 石井　一夫 福岡陸協

1539 今西　尚嗣 ＮＡＲＡ－Ｘ

1540 井形　俊章 博多陸友会

1541 西澤　泉 横浜緑走友会

1542 大石　嘉昭

1543 遠藤　彰 ニクジョウ部

1544 大濵　博 ＷｉｎｄＲｕｎ

1545 諏訪部　崇 スカイトレイル

1546 深田　武彦 エキップ１７０

1547 若松　義昭 クラブＲ２九州

1548 岸本　英之 東京陸協

1549 三宅　貴大 芦屋市陸協

1550 平岡　可英 トップギア広島

1551 纐纈　義隆 大日本住友

1552 伊東　琢巳

1553 本間　寛

1554 佐々木　喬一郎 ＴＥＡＭ　ＶＩＶＡ！

1555 渡辺　康祐

1556 高木　俊希

1557 藤井　克人 株式会社大林組

1558 大谷　和弘 クＲ２西日本

1559 新名　亮太

1560 前田　喜代次 長浜水道企業団

1561 石田　由紀夫 大津屋

1562 横山　暢久 Ｒｉｓｅ熊本

1563 荒牧　智

1564 隠地前　良太

1565 喜多　智博 ＴＭクラブ

1566 吉田　智一 松江北山陸友会

1567 久保　勇輝 アイジ九州

1568 飯塚　裕介 多摩川クラブ

1569 藤　佑太 ミキハウス

1570 大野　順一 東海理化



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1571 小田　和朋 福マラＲＣ

1572 宮本　隆雄 走健塾

1573 増山　大輔

1574 渡邉　朝水 クラブＲ２西日本

1575 三郎丸　隆男 ＦＮＭ

1576 矢田　雅佳 福マラＲＣ

1577 山本　守 陽大・愛子の父

1578 村上　智彦 宇部陸協

1579 品川　耕輔

1580 永江　直 海響ＡＣ

1581 中尾　雄一

1582 村上　雅洋

1583 吉田　伸生

1584 児玉　成生 出光興産徳山

1585 三浪　正央 幸崎パイレーツ

1586 湯澤　浩司 えびすＲＣ

1587 水野　修一 ネバギブアツプ

1588 飯村　亮 ｅＡ東京

1589 佐々田　達成 長澤塾

1590 三宅　康夫

1591 古谷　拓郎

1592 畑瀬　英史 ＴＥＡＭ大虎

1593 宇都宮　修一

1594 長戸　和光 クラブＲ２九州

1595 松永　淳

1596 井手　直

1597 大平　英一

1598 麦尾　作郎

1599 大野　修平 リップル

1600 酒井　健吾 大分陸協

1601 平嶺　明光 かめさんくらぶ

1602 佐々木　恵一 高知市役所

1603 古屋　敬太

1604 玉野　勝則 ＭＦＲ

1605 黒瀬　裕昭

1606 鵜崎　彰

1607 岡田　英治 宇部市上下水道局

1608 筒井　昭彦 ＮＡＲＡーＸ

1609 前田　真一 中村建設

1610 阿部　友則 萩山口信用金庫



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1611 森田　和彦

1612 森本　和宏 岩国走ろう会

1613 吉村　友明 クラブＲ２九州

1614 塔野　功一郎

1615 渡邊　伸一

1616 和田　正博 大分ＵＭＣ

1617 石田　英士

1618 門口　亮太

1619 佐藤　弘 ＭＹＳＴＡＲ

1620 西　雄二 倉敷福田走友会

1621 岩木　学

1622 笠　吉雄

1623 佐藤　心仁

1624 三井　雅晴

1625 大原　順一 ◆水産大学校

1626 鄭　京昀

1627 中田　健一 大阪陸協

1628 高光　泰彰

1629 鷲崎　真一郎

1630 楢山　哲也

1631 初見　済

1632 矢田　圭司

1633 中村　克 ＴＯＷＡ自転車クラブ

1634 秋山　健太 横浜中央走友会

1635 前田　康佑 高知工科大学

1636 橋本　忠明 倉敷市役所走友会

1637 平奥　隆志 府中陸協

1638 石村　友宏 維新ランナーズ

1639 重道　五二 サタケ

1640 森　圭輔

1641 稲垣　良平 ブランローズ

1642 山口　博之

1643 松浦　誠一

1644 波光　勉

1645 藤原　靖明

1646 正地　康壮

1647 鈴木　啓

1648 上原　隆幸

1649 中島　治継 チームＺ

1650 北浦　健史



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1651 城戸　寿輝 トクヤマ

1652 井木　眞元 ＪＥＴ

1653 鈴木　誠

1654 大林　聖寛 神戸市陸協

1655 橋本　享忠 ＴＭランナーズ

1656 松田　昭博 山口県庁

1657 内田　明浩 別府マラソンクラブ

1658 田平　拓也

1659 藤田　佳伸

1660 築澤　正博 流通らんな～ず

1661 中戸　雅範 ＹＭＲＣ

1662 大根田　登志彦 ヤクルトヘルスフーズ

1663 平野　達也 ランビッツ

1664 芝﨑　元就 ＹＭＲＣ

1665 大竹　亮二 札幌陸協

1666 黒瀬　英明

1667 佐伯　康彦

1668 藤井　公明

1669 山辺　一郎

1670 吉岡　誠一郎 ラフラフＲＣ

1671 池田　靖成

1672 村上　一之 福岡陸協

1673 松岡　峻之

1674 木村　正顯 らっく

1675 平田　哲也

1676 中村　善昭 関門港湾建設

1677 徳永　俊昭 ガチラン？

1678 麓　英征

1679 内田　明 久留米走ろう会

1680 鳥羽　龍介 日鉄ステンレス

1681 松尾　聡 トクヤマ

1682 箕越　由一 黄金山陸上クラブ

1683 渡辺　史丸

1684 菊池　裕彦 三菱重工神戸

1685 伊東　輝彦 大藤医院

1686 岩本　俊哉

1687 村井　与志夫 富士松ＡＣ

1688 合田　浩二 キュアカイロまつやま

1689 田嶋　優気 本城陸上クラブ

1690 上田　裕明 ＧＭＲＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1691 大藤　道矢 うさおＲＣ

1692 井上　照幸

1693 小野　朋朗

1694 原田　隆史 らんぷらす

1695 神原　健

1696 中郷　智行

1697 山下　賢治 ＷｉｎｄＲｕｎ中四国

1698 鶴田　智久

1699 相本　直樹

1700 原田　健治

1701 森園　裕輝

1702 佐藤　高志 庄内ゆるラン

1703 西　哲郎 きゅーりＭＣ

1704 満木　誠

1705 木村　嘉孝

1706 硴塚　辰彦

1707 折井　孝裕

1708 福田　年秀

1709 平岡　武彦 砥部アスリート

1710 古志　修一

1711 藤田　弘行 クラブＲ２西日本

1712 島崎　康弘 豊橋技術科学大学教員

1713 井上　昭彦 ＬＡＣ

1714 井町　実成 萩慈生病院

1715 齋藤　聡司

1716 藤岡　賢治 横浜市陸上競技協会

1717 浅野　永希 大阪陸協

1718 内田　雄三 たかつかＲＣ

1719 牛見　貴陳 周南市陸協

1720 上村　太郎 月桂冠

1721 船越　充夫

1722 山脇　貴之

1723 西山　弘道

1724 川村　亮 熊本てれっと

1725 田野中　豊

1726 楠瀬　徹

1727 田淵　浩史 三菱電機

1728 山崎　尚司

1729 宮本　幸治

1730 上田　正紀



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1731 岡村　昭彦

1732 田口　克夫 茨城陸協

1733 匹田　順也

1734 太田　匡彦 ＵＡＣＪ押出加工滋賀

1735 松川　隆雄

1736 荒木　相善 長崎長与ＡＣ

1737 木下　輝彦

1738 徳富　貴行

1739 浅見　宗平 ＦＲＵＮ

1740 高橋　修司 別府市役所

1741 福田　裕顕 済生会富山病院

1742 藤田　卓彦

1743 田尾　友和

1744 亀田　行康 スーパーマンクラブ

1745 長谷部　崇 かぼす

1746 吉岡　信一 ＢＡ九州

1747 甲斐　泰弘

1748 河村　隆之 日立笠戸

1749 坂本　博嗣 福岡陸協

1750 星野　克茂 ＤＡＣ

1751 廣中　和久 室蘭栄高校

1752 吉野　匠 東京陸協

1753 西岡　敬亮 岩国市役所

1754 前田　敦行 愛知陸協

1755 斉藤　毅 東京陸上競技協会

1756 清　哲朗 あるいていこう

1757 中司　悠 宗像医師会病院

1758 飯田　泰祐

1759 北宅　久友

1760 信藤　肇

1761 田中　信彦

1762 奥田　達郎

1763 船越　修 福岡県資源活用研究セ

1764 重光　明典

1765 市橋　秀之

1766 足立　雄一郎 徳島大学ＴＪＰ

1767 大西　淳志 四日市ＴＦＣ

1768 山下　義憲

1769 吉冨　恭平 福岡大学

1770 宮崎　徳幸 福岡陸協



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1771 梶山　敏治 柳井市陸協

1772 大北　優 ＴＪＰ

1773 山下　泰輔 ＭＳＤ

1774 飛田　亮太郎 美祢ＦＤ

1775 小松　英晴

1776 今田　一広

1777 厨　裕之 福岡陸競

1778 内山　日出生 ＪＰＣ

1779 帖佐　秀己 ＭＲＣＳＡＳＥＢＯ

1780 井ノ口　祐治 家島ランナーズ

1781 松並　宏昌 光市役所

1782 福永　謙治 石峰ＲＣ

1783 古市　将司 大阪陸協

1784 安部　耕平 ＷｉｎｄＲｕｎ

1785 千川　宏幸

1786 葉狩　祐司 ｌｅａｆ

1787 松浦　康弘 狭山池夕焼けラン

1788 矢山　貴司

1789 甘利　厚

1790 秋吉　政和 下松市陸協

1791 飯尾　健 グラスルーツ

1792 内橋　和芳 水曜トライアル

1793 下口　哲也

1794 田浦　充 マツダＡＣ

1795 今津屋　貴宏 福岡陸協

1796 永野　寛高

1797 中平　渓

1798 川辺　啓伍 本城陸上クラブ

1799 中尾　嘉雄 昴西新校

1800 柳澤　雅樹 産業ＲＣ

1801 森中　博之

1802 四宮　翔二

1803 村田　信弘

1804 荻野　勇生 ハイウインド

1805 河野　聖 山口ＡＣ

1806 土居　哲也 愛媛陸協

1807 宮田　昌幸 ミニッツ３８

1808 中須賀　武

1809 福間　達哉

1810 柴田　実 ＦＮＭ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1811 小島　達也 アクシアン

1812 横山　裕司

1813 平郡　彰

1814 大貝　保志 北九州

1815 松村　義憲

1816 岡田　英樹 ＬＡＣ

1817 本村　秀章 西彼杵郡陸協

1818 佐伯　秀雄

1819 高橋　晋吾

1820 荒澤　幹康 クラブＲ２西日

1821 河野　英之 東海カーボン

1822 高橋　衛 ランコネ

1823 山岡　正和

1824 北島　怜

1825 柴田　達也 岡垣町役場

1826 渡辺　秀樹 ソニック福岡ＲＣ

1827 平山　亮 湯布院ハンモックＡＣ

1828 前澤　隆

1829 木村　謙一 下関走ろう会

1830 兼清　直樹 ＩＨＩ瑞穂

1831 豊田　洋通 愛媛大学

1832 小場佐　雅浩 熊本てれっと

1833 金本　貴行

1834 高村　政則 本城陸上クラブ

1835 和田　直人

1836 野口　勇助

1837 大浜　崇

1838 高村　正樹

1839 谷口　賢志 たまねぎ共走連

1840 西田　正幸 大阪市中央卸売市場

1841 西本　司

1842 安部　淳人

1843 岩元　広哉 リップル

1844 宇野　秀一 宇野家

1845 嬉野　清次

1846 真野　雅博 三滝ＭＣ

1847 秋元　賢吾 六華ランナーズ

1848 野口　聡

1849 松本　康敬

1850 大亀　要介



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1851 近藤　智也

1852 宮野音　努 広島アスリート

1853 今田　隆之

1854 吉本　伸 ＦＳＲＣ７８

1855 小畠　和洋

1856 田中　隆博

1857 倉田　昇治

1858 糸川　剛 セイエル株式会社岩国

1859 江頭　大輔

1860 村上　友基

1861 斎藤　慎介 クラブＲ２西日本

1862 真壁　裕幸

1863 高岡　良樹

1864 廣瀬　英行 大阪陸協

1865 増野　稔 綾川ＡＣ

1866 小川　祐二

1867 宮下　慎也

1868 佐藤　弘隆 チーム３１００

1869 玉井　琢磨 モロモローズ

1870 佐藤　隆雄 宇部マテリアルズ

1871 岡本　和也 バイキング

1872 小田原　哲志 スーパーマン

1873 松本　大亮 福岡県庁

1874 京極　正明

1875 古賀　崇司 ミリカＡＣ

1876 竹内　雅之

1877 舞田　貴之 光市立大和総合病院

1878 熊石　浩司

1879 小清水　仁人 チームシノミヤ

1880 林　理 福岡県庁

1881 吉本　剛 ＳＨＭＣ

1882 宮本　裕士

1883 橋本　康弘

1884 高田　義仁 ＳＷＡＣ

1885 田村　幸夫

1886 土屋　徹秋 香川ＲＣ遊

1887 幾井　正典 まるＲＣ

1888 山田　誠治 山口県庁

1889 小嶋　太輔

1890 軸丸　真二



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1891 西田　勝男

1892 木畑　聡 別府マラソンク

1893 山西　文人 びはーれんＲＣ

1894 吉海　宏喜 西日本選抜

1895 野田　圭一

1896 小林　勝夫

1897 奈良迫　祥一 スサラ

1898 青木　英一 豊中グリーンクラブ

1899 平富　賢助 Ｒｉｓｅ熊本

1900 森　一晃

1901 菊川　智紀

1902 佐藤　敦史 狂喜ＲＵＮ部

1903 野一色　洋 ごうクレ

1904 新井　吉光 ＲＵＮＷＥＢ

1905 角　和幸 ＢＤＫ

1906 今中　剛

1907 牛尾　輝彦

1908 北森　仁志

1909 玉村　孝雄 上州アスリート

1910 上村　篤弘

1911 舛田　修二 フジグラン山口

1912 高取　勝彦 ホライゾン

1913 南　典孝 あすリードＲＣ大阪

1914 武田　充信 チーム　ウェーブ

1915 黒木　清己 戸畑共立病院

1916 杉本　高志 ＳＡＴ

1917 鈴木　立行 チームのぐちＲＣ

1918 河井　愛知

1919 久保　広 ＹＭＲＣ

1920 高科　雄

1921 阪田　雅明

1922 中馬　逸朗 あすリードＲＣ

1923 河合　潤一郎

1924 三村　勇樹

1925 坊　日出男

1926 堀切　基規

1927 川崎　徹也

1928 上村　幸久 宗像走ろう会

1929 平井　浩一

1930 浜崎　貴昭



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1931 浅沼　清

1932 宅島　豊人 ニチバン

1933 萩原　吉孝 ハギノＲＣ

1934 川島　淳 テレビ朝日

1935 虎口　幸生

1936 東　良一

1937 農山　一志

1938 徳原　峰男 周南市陸橋

1939 神藤　博之

1940 内山　正幸

1941 野田　順一 Ｎ＆Ａ

1942 入羽　武虎

1943 前田　昌一

1944 藤村　直樹

1945 加藤　佳英 室見川ＲＣ

1946 佐藤　尚喜

1947 利川　基秀 パナソニック

1948 福嶋　武則

1949 宮本　崇徳 山口県庁

1950 伊藤　新治 ＧＥＴＳＬＥＩ

1951 谷　常隆 リオン

1952 江島　賢一 宇佐市

1953 木戸　宏昭 やまぐちＥＲＣ

1954 小嶺　和置

1955 砥上　健太 フクロウの会

1956 守本　昌弘

1957 菊池　僚 東ソー

1958 中村　啓二 ＴｏｐＧｅａｒ広島

1959 中川　清隆

1960 都築　貞親

1961 池田　正和

1962 今野　真思

1963 愛川　誠二 横浜アスリートクラブ

1964 相見　真吾 松江北山陸友会

1965 土井　健士 林兼産業

1966 松本　政昭

1967 小峯　芳則 武蔵ウルトラ

1968 手嶋　和彦 ランニングチーム別府

1969 山崎　健一

1970 横山　隆志 オレンジハウス



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

1971 奥本　剛 庚午スマイル整骨院

1972 千丈　薫 ＹＭＲＣ

1973 岩田　友視

1974 田中　秀和 岡山大学

1975 濱田　洋輔

1976 西條　淳也 北九州ランニング

1977 椎橋　勇一 クラブＲ２東日本

1978 木村　圭

1979 竹下　浩二

1980 徳田　広信 ＮＴＴ九州ＲＴＣ

1981 野村　隆

1982 近藤　克彦 大西クラブ

1983 平井　知之 藤沢市陸協

1984 尾崎　隆 モルテン

1985 斉藤　法孝

1986 旙山　光雄

1987 伊藤　光浩

1988 景由　英夫

1989 坂田　敬之

1990 佐藤　東雄

1991 平本　誠二

1992 杉本　真人 日進ＲＣ

1993 杉森　智 ＴｅａｍＭｘＫ

1994 青木　勇輔 茨城ジョガーズ

1995 井形　芳則

1996 西濱　康朗

1997 杉浦　拓郎 松山マスターズ

1998 堀　雅之

1999 金子　俊幸

2000 児玉　幸信

2001 駒井　説夫

2002 鶴丸　年一

2003 美藤　陽一 廿日市高等学校

2004 元木　康人

2005 中前　道明 北摂を走ろう

2006 高橋　聖

2007 堀田　治彦 ｅＡ三重

2008 別所　宏和

2009 松井　達也 松井アルファス

2010 織田　幸一 ＧＭＲＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2011 伊野　建治 Ｒｕｎ４ｕ

2012 三村　恭弘

2013 井上　佳昭 中電工業株式会社

2014 植松　正樹

2015 岡野　健 高浜走友会

2016 成瀬　達也

2017 齋藤　直也 姫路市陸協

2018 上山　剛

2019 藤井　聖 防府市立佐波小学校

2020 小田　昌彦

2021 藤林　道郎 杉並区陸協

2022 布川　洋一 福リハ

2023 長井　弘幸

2024 有田　義隆

2025 山田　淳司 福岡陸協

2026 松田　卓也

2027 阿部　智光 大阪陸協

2028 田中　博之 豊中グリーンクラブ

2029 逢坂　寛裕 チーム全力少年

2030 手嶋　大介 岩国男坂

2031 永瀬　譲二 ラミリート

2032 阪上　真一

2033 大平　真裕 クラブＲ２西日本

2034 村山　智法

2035 太田　浩明 岡山白壁

2036 大平　真 とまランジャー

2037 野花　秀人

2038 松橋　透

2039 濱田　恭彰 姫路市陸上競技協会

2040 天野　浩一

2041 生川　城亜 グランシエル

2042 三宅　博久 もみのき病院脳外科

2043 平岡　泰晴

2044 大内　龍爾

2045 佐々木　力 福マラＲＣ

2046 田中　博幸 宇部興産

2047 岩井原　瑞穂

2048 山田　隆信

2049 岩崎　正幸

2050 友永　啓太 そして大海原へ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2051 岡口　喜彦 福マラＲＣ

2052 山口　信彦 大分陸協

2053 井手　孝

2054 田中　俊朗

2055 小松　伸太郎 藤山消防団

2056 清野　高志

2057 横手　智

2058 水野　雄一 愛知陸協

2059 井渕　晃

2060 秋貞　匡宏 呉信用金庫

2061 藤中　渉

2062 村上　元気

2063 武　和彦 タケノコクラブ

2064 北村　善彦 サクラヘアー

2065 船橋　雄亮 北九州ランステ

2066 栫　宏隆

2067 井上　健一 Ｒ×Ｌプラス

2068 片山　憲治

2069 佐々木　孝 Ｆｒｅｅｍａｘ

2070 徳永　晴久 中津市陸協

2071 今井　秀樹 東洋鋼鈑

2072 野川　雅弘

2073 佐藤　元洋 ごうぎんクラブ

2074 中野　宗博 国東市陸協

2075 佐藤　聖二

2076 猪狩　良介

2077 生島　洋一 ランコネ

2078 柚木　健次 ＹＦＲＣ

2079 平田　健

2080 古閑　嗣人

2081 三浦　重範 ＲＲＴ

2082 吉井　竜太 宗像市走ろう会

2083 伊藤　英二

2084 佐々木　玄洋

2085 植田　久義 下関走ろう会

2086 仲野　浩章 福津市役所ＲＣ

2087 綿貫　洋 毎日新聞社

2088 高山　龍一 美東ランニングクラブ

2089 村上　浩二

2090 福島　正晴



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2091 田中　正樹 ディンプス

2092 間嶋　勇人 ランジョク中国

2093 本田　浩一郎 静岡地方法務局

2094 宮島　周 山走麦酒会

2095 上田　龍之介

2096 山本　達也 小林農林ＡＣ

2097 和田　雅臣 大分陸協

2098 杉町　善徳 福マラＲＣ

2099 梅崎　康典 徳島ＦＲＣ

2100 山下　孝之 彩ファイターズ

2101 水野　孝一郎 グランシエル

2102 脇坂　隆之 ＲｏｃｋＲＵＮ

2103 橋本　直人 横浜いずみ走友会

2104 志賀　祐介

2105 藤井　慎一郎

2106 田村　浩司 山口日赤

2107 藤元　崇裕 大阪陸協

2108 大高　一彰 グラスルーツＡＣ

2109 泉　栄吉

2110 河内　篤

2111 西本　晋司 フューチャー

2112 谷口　岳彦 ＡＣ子龍

2113 大野　宏明 ホワイトオヤジ

2114 野内　正裕 かえるかわうち

2115 久保田　賢一

2116 岩中　理人 あすリードＲＣ

2117 熊本　圭祐 ＭＲＣサセボ

2118 吉開　仁彦

2119 金本　辰也

2120 上本　尚弘 エイト

2121 黒田　敏広 玲走

2122 中村　良

2123 中山　秀喜

2124 山本　栄助

2125 山田　紀之 北九州

2126 森山　将行

2127 小方　文吾

2128 加藤　聖也

2129 川又　洋一

2130 村上　英雄 大分ＵＭＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2131 金沢　守 金沢守クリニッ

2132 練鼻　和義 Ｔｅａｍ－ＺＡＣ

2133 土屋　敦彦

2134 松田　剛

2135 中嶋　健一 福岡陸協

2136 由浅　明 マツダ

2137 平田　修也 みやこどりＡＣ

2138 十河　洋一 坊っちゃん

2139 豊田　就志

2140 臼井　宏之

2141 小野　竜一 別府ＭＣ

2142 石橋　英二

2143 真鍋　平登 ＡＢＴＲ

2144 戸塚　清

2145 松永　健裕

2146 赤田　隆一

2147 七座　武史

2148 下村　周一 岡小路ランナーズ

2149 高橋　聖史 京都陸協

2150 友村　浩二郎

2151 清水　明彦 東京陸上競技協会

2152 和野　義彦 あまおうＲＣ

2153 小沢　正志 枚方マスターズ

2154 竹村　聡志 多治見

2155 田代　賢二郎 ツアラーＳ改

2156 靏木　佑 上ヶ原アスリート

2157 南　昭浩 福岡陸上競技協

2158 猪俣　孝一郎 国東市役所

2159 大道　武史 大道ＡＣ

2160 福永　剛 大分陸協

2161 佐藤　俊之 横浜市陸協

2162 小川　健一 大分陸協

2163 石川　清明 知多走友会

2164 金子　浩 防府郵便局

2165 大西　基聖

2166 花宮　久夫 はなみや接骨院

2167 藤木　悠平 ち～む怪速亭

2168 広末　徹

2169 鶴田　浩 椎中駅伝部

2170 江口　邦和



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2171 丸益　一光 アスレックＲＣ

2172 北村　浩二 博多陸友会

2173 有馬　靖史 埼玉陸上競技協会

2174 北　哲雄 福井陸協

2175 高井　真 鳥取陸協

2176 坂本　浩二 トップギア広島

2177 民法　勝司

2178 吉谷　邦宏

2179 内田　強

2180 海岸　亨

2181 小西　勝也 穂波ＦＲＣ

2182 三田村　俊治

2183 石倉　崇成

2184 波多野　純一

2185 吉永　光輝

2186 吉行　順一 ガチＲＵＮ

2187 竹田　宏司

2188 古屋　隆 山口市陸上競技協会

2189 渡部　勇 システムスクエア

2190 常楽寺　寛

2191 佐川　彰 トップギア広島

2192 吉松　孝時

2193 中島　徹 ＡＲＣ東京

2194 村上　信幸 熊本てれっと

2195 増永　諭

2196 黒澤　巧 楓ＡＣ

2197 小松　俊介 ＫＲＰ

2198 近藤　浩志

2199 千葉　大五郎 三菱三原

2200 岩本　修一

2201 中村　英史 クラブＲ２西日本

2202 加嶋　淳

2203 合田　昌盛

2204 井上　智博 ＧＭＲＣ

2205 丸山　正雄

2206 日下　浩二 吉寅商店ＲＣ

2207 八田　淳 西日本新聞社

2208 党　健市

2209 久保田　吉文

2210 森　貴紀



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2211 辻　義一

2212 隈　信一郎 福岡陸協

2213 池田　誠司

2214 隅田　耕作

2215 森　誠司 ＴＲＡＳＯＬ

2216 石川　和弘 下関工科高校

2217 池本　嘉親 高美が丘走遊会

2218 白石　英則 川越走友会

2219 松井　達彦

2220 田中　国彦 アスレック

2221 前田　誠

2222 頴原　周太郎

2223 渡辺　英来 豊中グリーンクラブ

2224 北岡　司 愛媛陸協

2225 神出　健児 花もゆランナー

2226 柴崎　秀樹 大阪西北ＲＣ

2227 三井　純一

2228 後藤　義英 Ｇ党ランナーズ

2229 宇都宮　洋一

2230 箕田　亨

2231 井口　源文

2232 小林　勇人 静岡陸協

2233 池田　厚 長崎マスターズ

2234 石田　英明 長州楽走会

2235 福永　圭吾 松本卓商事

2236 八木　隆治 愛媛労災病院

2237 弘中　和則 山口県中央会

2238 山本　晃義 戸畑共立病院

2239 中司　祐典

2240 辻仲　尚起

2241 永松　大作

2242 米澤　治文

2243 中川　博

2244 落合　克俊 クラブＲ２西日本

2245 塚原　和彦

2246 中村　正敏 ｅА東京

2247 河野　和博 熊ラン

2248 美山　俊一 チームウインノザキ

2249 浅原　基宏

2250 池本　眞一



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2251 柴田　文規 フットパーク

2252 中村　高弘

2253 小林　弘忠 ＮＮＢ

2254 新宅　正人 クラブＲ２西日本

2255 野村　倫夫

2256 野崎　征一郎

2257 小田　幸紀 延岡市陸協

2258 河村　一文

2259 浦川　学

2260 玉井　喜己和

2261 松井　徳行 エンジン技術部

2262 井上　孝一 福岡陸協

2263 中田　世一 ７８

2264 加藤　好吉

2265 三串　武史 ＩＧ九州ランナーズ

2266 馬喰田　重樹 余土走ラン会

2267 岡本　武哉 池田泉州銀行

2268 新井　教夫 小月タイヤ工業所

2269 富田　克幸

2270 石綿　真史

2271 伴　信彦 浦和駄馬の会

2272 森井　一 チームはやて

2273 中原　祥隆 アルサ

2274 宮崎　亮太

2275 植手　健嗣 中村

2276 塩満　匡幸

2277 末延　健太 ＩＧ九州ランナーズ

2278 徳永　昌久 岡田病院

2279 須知　淳

2280 野口　幹雄

2281 高瀬　靖二

2282 玉井　康博

2283 池田　冨美彦 アクシアン

2284 江藤　隆姿 クラブＲ２九州

2285 吉森　元彦

2286 堂野　智史 メビラン

2287 中村　元治 ＡＯＩ　ＲＣ

2288 杉山　勝寛

2289 長尾　覚 福山レーシング

2290 石橋　久哉 国立市陸上競技協会



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2291 杉村　久雄 エスアスリーツ

2292 田中　誠志

2293 山村　龍史 脊振縦走向上委員会

2294 梶原　義行 榊原病院

2295 後藤　良彰

2296 大場　祐臣

2297 山本　真 ＹＡＮＢＯ

2298 時藤　満徳 スマイリーエンジェル

2299 井上　恒晴

2300 磨田　徹

2301 中島　新一

2302 羽出山　仁 ケイヴイシー

2303 加藤　益夫 呉阿賀北

2304 伊藤　昌彦 福岡陸協

2305 西村　昌和 株式会社西村屋

2306 福井　明 ＯＴＣ

2307 山口　保視

2308 伊賀上　哲 一人部活

2309 檜山　幸夫 東京陸協

2310 川口　浩範

2311 境　兵庫 室見川ＲＣ

2312 川上　浩明

2313 松本　悟 愛媛陸協

2314 向久保　亨 イーエー東京

2315 向来　俊彦

2316 藤田　義夫 ｅＡ愛知

2317 笹野　浩昭 ＧＭＲＣ

2318 前田　浩明 走る山ねこや

2319 後山　慎一 藤山消防団

2320 佐藤　豪 ブリヂストン

2321 白井　聡

2322 鍵山　大輔

2323 堀内　敬三 八尾アスリート

2324 今井　顯

2325 岩田　行弘 愛知陸協

2326 田中　信義

2327 浅羽　和男

2328 井上　睦夫 山口市陸協

2329 谷　征章 福岡陸協

2330 野尻　誠



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2331 沼倉　宏 東京陸協

2332 仲村　龍治 ＧＲＡＳＰ

2333 角田　和義 出光興産徳山

2334 片山　卓

2335 森田　昌明

2336 金子　健 走る山ねこや

2337 兼原　達也

2338 大島　久登

2339 菊本　亮

2340 西岡　誓吾

2341 宮本　博昭

2342 佐伯　辰徳

2343 長谷川　哲哉

2344 水田　昭平

2345 迎　晃 佐世保市消防局

2346 小川　喜弘

2347 河原　辰哉 防府市役所

2348 下村　和広

2349 樋口　弘行 福岡陸協

2350 笹田　雅彦 明走会

2351 水沼　和之

2352 川井　和行

2353 宮本　光良

2354 宮地　克典 庄内ＲＴ

2355 高橋　潤一 福岡陸協

2356 眞藤　和徳

2357 木村　信夫 防府市陸上競技協会

2358 内田　慶 サクラヘアーＲＣ

2359 土井　仁太 富士商株式会社

2360 中尾　孝浩 菊池アスリート

2361 斎藤　健太

2362 柴田　伸也 ＳＡＴ

2363 清家　涼

2364 丹羽　知嗣 トップギア広島

2365 古川　一弥

2366 義経　裕一

2367 犬丸　智晶 塚川第一病院

2368 井根　健 芦屋浜ＡＣ

2369 上原　祥嗣

2370 山口　信太郎



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2371 市川　博明

2372 熊井　敏明 東京陸協

2373 桑原　達 横浜市立大学

2374 魚住　恒三 下関市役所

2375 沖原　正敏 チームケンズ

2376 栗本　峰雄

2377 園田　隆洋 チームかぼす

2378 青木　弘介

2379 大山　忠徳

2380 高溝　敏幸 あすリードＲＣ大阪

2381 松浦　義人 Ｒｕｎ　Ｗａｖｅ

2382 小川　喜由 ブルーミング

2383 下司　峰夫

2384 白井　潤

2385 高津　智仁 チームＴＫ

2386 小林　正史

2387 松崎　公平 埼玉大井ＲＣ

2388 浅野　知広

2389 奥崎　貴憲 トップギア広島

2390 谷川　巧 北九州市立大学

2391 徳重　雅樹 山口県庁

2392 信重　卓司 本郷ＡＣ

2393 古谷　晃嗣

2394 宮原　登美勝

2395 宮下　剛 ゼロベース福岡

2396 窪田　孝

2397 熊野　貴史 福岡陸上競技協

2398 田島　正晃 新別府病院

2399 江口　晋悟

2400 蟹谷　保

2401 長岡　淳一 大分陸協

2402 岡田　法臣

2403 銭花　圭

2404 本川　真吾

2405 谷口　友洋 岡山クラブ

2406 大家　政明

2407 川口　卓也

2408 谷合　正明

2409 重枝　豊実

2410 原田　義彦



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2411 稲田　哲博 ラフラフＲＣ

2412 井上　雅洋

2413 佐藤　進

2414 山下　脩宏

2415 青山　浩介 ＣＲ２西日本

2416 神野　洋一 ビクトリーＭＳ

2417 高嶋　健 福岡陸協

2418 吉澤　学

2419 河原　晴明

2420 山本　拓哉

2421 鎌手　路雄

2422 中園　恭史

2423 鈴木　教義 武蔵野市陸協

2424 渡　直人 弥富出張所

2425 林　雅彦

2426 平岡　一主

2427 八木　清治

2428 花房　幸司 大阪市役所

2429 板井　欣二 福岡陸協

2430 植田　勇一 ＬＡＣ

2431 徳留　和弘 ＢＤＫ

2432 松木　勉

2433 井上　貴裕

2434 栫井　正行 スサラ

2435 三好　幸三 ＦＵＮＣＯＭＥ

2436 清水　徳雄 チーム■しみず

2437 戸土　光徳

2438 野村　彰彦

2439 内山　貴博

2440 幸田　和貴 ＬＡＣ

2441 内田　智也 わしこＲＣ

2442 生方　健 うぶラン

2443 森田　健明 大阪魂

2444 吉野　卓郎

2445 松本　勲

2446 工藤　英信 竹田市陸協

2447 土井　隆徳 もっくんよっくん防府

2448 岡野　正和 大分ＵＭＣ

2449 吉田　淳二 東山口信用金庫

2450 曽我部　浩 今治アスリートクラブ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2451 渡邉　聖吾

2452 渡邊　光 チーム黒豹

2453 谷川　弘一 エネクス

2454 高森　強 赤田酒類販売（株）

2455 東　基生

2456 松本　尚志

2457 勝田　聡一

2458 上村　泰正

2459 佐伯　寛 ブリヂストン防府

2460 宮本　吉照

2461 吉岡　寿

2462 朝倉　徹次 大阪陸協

2463 亀井　宏

2464 岸上　信彦

2465 上岡　昇 東温市

2466 橋本　利和

2467 平原　明久 福マラＲＣ

2468 冨士原　修司

2469 松田　敏彦 クラブＲ２西日本

2470 石谷　享司

2471 佐々木　博文 水曜トライアル

2472 程野　芳光 保内図書館

2473 佐々木　洋

2474 林　國義 福岡マスターズ

2475 深見　直紀 チームカケル

2476 坂本　利孝 ポレポレ

2477 明本　一郎

2478 北村　栄治 ラン友

2479 菊入　健太郎

2480 中間　和朝 沖縄陸上競技協会

2481 内野　勇介 福岡陸協

2482 江藤　亨 香春町役場

2483 大藤　勝美 小笠山ＲＣ

2484 村上　徹

2485 長尾　学 湾岸

2486 井町　洋平 クラブＲ２九州

2487 木村　栄男

2488 林　武弘 吹田カメの子会

2489 坪根　健 香春町役場ＲＣ

2490 徳永　修二 ＴＥＡＭ　ＳＲＭＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2491 早稲田　稔 Ｖ．Ｖ

2492 執柄　裕二 福岡陸協

2493 内山　文夫

2494 金田　陽佑

2495 南出　隆博 防府市役所

2496 小田　正己 宝町ランクラブ

2497 長村　直樹 ハシトマ

2498 山田　幸一

2499 井上　正嗣

2500 北森　芳徳 ベンゲル部

2501 鈴川　篤志

2502 関根　伸二

2503 河本　哲夫

2504 園田　義史

2505 福田　智雪 ガチＲＵＮ？

2506 高見　賢次 広島総合病院

2507 今林　功

2508 岩城　督史

2509 中村　亮

2510 川村　武 オホーツク陸協

2511 村上　耕平

2512 多々納　智史 ハブ

2513 吉浦　稔

2514 多地　健祐

2515 藤由　隆一

2516 池本　良二 亜熱沙ＡＣ

2517 岩﨑　三夫 ランナーズ山口

2518 相原　幸由

2519 小島　大 仏果スカイクラブ

2520 中野　浩史

2521 久原　四郎

2522 松井　隆幸

2523 馬場　克也 福岡陸協

2524 甲木　秀弘

2525 村田　健一 サンフラン

2526 坪郷　道則 ＡＬＬＯＵＴ

2527 山田　貴嗣

2528 増田　泰典 滋賀マスターズＡＣ

2529 北野　正明 淀川ランナーズ

2530 吉田　裕将 マツダ株式会社



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2531 上杉　尚正

2532 笹岡　寛和 八尾アスリート

2533 津山　貴嗣 ＭＲＣ　ＳＡＳＥＢＯ

2534 釘宮　秀敏

2535 林　昌宏

2536 森田　宗一

2537 上野　隆蔵 福岡陸協

2538 坂本　裕之

2539 植田　真樹 Ｒｕｎ　ＵＰ

2540 稲葉　伸理 トライ・アミーゴス

2541 戸成　正憲 クラブＲ２九州

2542 玉木　達也 株トクヤマ

2543 北村　治一郎 ジャパンエースＴＣ

2544 中村　憲治

2545 長谷川　和正

2546 島谷　誠仁 司法書士ＲＵＮ

2547 原田　三千丈 維新ランナーズ

2548 石川　大介 長澤塾

2549 冨永　治郎

2550 中野　敦 ＧＭＲＣ

2551 藤田　竜介 ＲＵＮ２９

2552 松元　克暢

2553 村上　博秋 大分県立歴史博物館

2554 寺﨑　耕太郎 佐世保市消防局

2555 浅井　健一 茨城陸協

2556 藤本　祐介 三菱ケミカル

2557 木村　純也 マツダ防府

2558 桑原　秀和

2559 徳永　博明

2560 佐竹　英幸 東京陸上競技協会

2561 上津原　啓輔

2562 平野　亮 福マラＲＣ

2563 松林　高紀

2564 吉藤　和也

2565 三谷　誠 飯塚市立病院

2566 百瀬　彰宏

2567 大瀬良　忠 日鉄テックスエ

2568 佐久間　和隆 チームあだち

2569 塚本　春寿

2570 加茂　伸之



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2571 杉原　一誠

2572 田結庄　将岳 ナイトランＡＣ

2573 峯岸　陽一

2574 末冨　寛志 海響ＡＣ

2575 江内田　周 筑前新宮ＲＣ

2576 國弘　行正 長州楽走会

2577 仲島　武志 ＧＭＲＣ

2578 坂口　和久 （株）パソナ

2579 玉田　裕昭

2580 中村　弘文

2581 松田　幸治

2582 山崎　亮二 スマイリー

2583 中川　務

2584 早坂　篤 仙台市立病院

2585 森本　多賀雄 なにわＭＣ

2586 福山　幹浩

2587 古本　直樹 大阪陸協

2588 久家　優一

2589 好本　智一

2590 川崎　貴博

2591 馬場　伸孝 おかげさま株式会社

2592 三奈木　聡 山口銀行

2593 佐々野　憲一

2594 嵐　英人 シガーズ

2595 佐藤　茂幸 チーム３１０

2596 妹尾　則之 桃太郎夢クラブ

2597 山本　良明 らはく会

2598 青井　亮介 ガチＲＵＮ

2599 田熊　弘幸 ガラタン

2600 小林　求 岡山大学病院

2601 藤田　寿房

2602 大西　健司 東京陸協

2603 川村　俊英

2604 伊藤　昌人 ラッコランナー

2605 阪本　良雄 ＦＲＡＣ北九州

2606 塩田　雅

2607 中村　政年 ぎふ県庁ＡＣ

2608 西村　知宣 トップギア広島

2609 梅崎　幸弘

2610 堀越　健



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2611 鮎川　義照 宗像走ろう会

2612 牛見　誠

2613 都留　実 ＳＯＲ

2614 殿山　哲也

2615 永濵　英樹

2616 岡村　周亮

2617 久篠　康範 日本地研

2618 矢川　光臣 倉敷化工株式会社

2619 村上　幹

2620 米野　壽昭

2621 岡　良行

2622 落合　壮治

2623 本木　浩久 東京陸協

2624 大沼　慎也 慶大陸上同好会

2625 武村　一郎 Ｔ．ＶＩＶＡ！

2626 和田　正典

2627 坪内　伸治

2628 増田　雅海 ＩＰＰＯ

2629 守田　野歩

2630 松熊　伸浩 海響ＡＣ

2631 掛江　雅昭

2632 川内　晃司 神戸市陸上競技協会

2633 河原　善高 愛知マスターズ

2634 藤村　憲章

2635 関口　武史

2636 松田　太源 百花繚・ＲＵＮ

2637 岩田　恭典 大阪陸協

2638 岡田　智昭

2639 藤井　一彦 夜市マラソン

2640 小原　隆夫 マリーナＡＣ

2641 柴尾　和徳 ＬＡＣ

2642 牛嶋　幸治

2643 小野　哲

2644 水谷　喜輝 ＣＲ２中日本

2645 竹崎　亨也

2646 林　健一 日鉄ステンレス

2647 光長　央人 ウイングフット

2648 川﨑　智則 山口ランネット

2649 帆秋　圭司 ＳＴＦＰ

2650 平山　雅之 クラブ東北



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2651 杉原　潤

2652 石井　健司 石井医院

2653 山本　勝也

2654 形山　健一 ぴんぐう会

2655 本村　哲久 おおみや整形外科

2656 井関　嘉礼

2657 大塚　徹

2658 末永　輝昌 オート電機ＲＣ

2659 天野　和明 大阪陸協

2660 池田　敏治

2661 保科　保

2662 生嶋　圭二 ＹＭＲＣ

2663 平野　和章 ＳＣＦ

2664 丸山　崇範

2665 井上　慎也 湯布院ハンモックＡＣ

2666 江波戸　康志 横浜市陸協

2667 久米　隆道 熊本山鹿ＲＣ

2668 仲　徹 岩国医療

2669 山本　雅裕

2670 勝本　精二 クラブＲ２日本

2671 藤川　裕志

2672 千本　徳文 伊藤忠商事陸上競技部

2673 高瀬　智

2674 藤原　大輔

2675 友田　正幸 ＯＢＲＣ

2676 竹嶌　信之 長久手ＲＣ

2677 土蔵　康司 チームもぐら

2678 野尻　慎一

2679 村中　巧

2680 元垣内　隆史 Ｒ×Ｌプラス

2681 木成　憲弘

2682 佐藤　陽一 福岡陸協

2683 波多野　耕三 山口ランネット

2684 馬場　敬明

2685 和田　晃二 狭山池夕焼ラン

2686 上村　将道

2687 笹川　浩一

2688 西岡　健一

2689 長冨　元一

2690 徳永　啓 アミノ下関



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2691 秋山　和孝

2692 浅野　晃弘

2693 池崎　市弥

2694 坪井　政信 歩いていこう

2695 松本　寛樹 福岡陸協

2696 浦田　英明 白十字病院

2697 有馬　孝幸

2698 山本　克己

2699 柏木　和夫 Ｊｏｙなーず

2700 堀江　靖洋 宗像走ろう会

2701 山田　一成 維新ランナーズ

2702 田口　浩一 スーパーマンク

2703 服部　正一

2704 新宮　栄二

2705 清水　美智雄

2706 内田　直樹

2707 真野　善夫

2708 林　信太郎 春日市役所

2709 吉川　智也

2710 坂本　敏吏

2711 小畑　正浩

2712 清水　稔夫

2713 阿部　正太郎 周南市立富田西小学校

2714 後藤　龍弥

2715 油嶋　和義

2716 大橋　亮

2717 濱田　健次 福岡ニコニコ走ろう会

2718 藤野　孝司 ウイングフット

2719 大長　千太郎

2720 安部　勝善

2721 加藤　悟 あまねとかなめ

2722 井筒　敦司

2723 初宿　亨 ａｒｃ滋賀

2724 岩田　誠

2725 村上　宜也 Ｔ２００Ｋ大西

2726 田邊　正敏

2727 伊津野　真也 ランニング福岡クラブ

2728 上杉　嘉邦 若ちゃんＦＲＣ

2729 森田　雄一

2730 江島　泰志



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2731 山本　吉信

2732 山本　優太

2733 尾崎　哲也

2734 森　千昭

2735 西久保　祥 大濠ランナーズ

2736 岡本　和也

2737 前野　卓也

2738 柴崎　裕史 ブラック企業の星

2739 丹生　築

2740 内藤　裕之

2741 香山　茂平

2742 有田　英文

2743 西野　浩 坂本塾

2744 井樋　直孝

2745 高橋　匡輝

2746 毛利　力

2747 郡　宜則

2748 櫻田　和夫

2749 生方　宏顕 うぶラン

2750 小林　章哉 健康アドバイザー

2751 中原　浩一

2752 影平　篤志

2753 田畑　知法

2754 岩本　尊宣

2755 新福留　康浩 ＪＦＥスチール

2756 守永　康幸

2757 尾崎　隆志

2758 伊藤　達哉

2759 嶋津　賢士

2760 管　慎哉

2761 田井中　宏 えとうラン

2762 国好　俊輔 ランピース

2763 永川　良文 ブレイクスルー

2764 小泉　信 ゼーハー倶楽部

2765 西田　雅博 気まぐれラン！

2766 出田　篤司

2767 真柄　利光

2768 宮本　敦 東京陸協

2769 沓抜　正夫

2770 木戸　久夫



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2771 西田　光宏

2772 渡辺　博樹 北海道羽幌町役場ＲＣ

2773 藤井　親良

2774 山岡　健人 松山マスターズ

2775 國光　宏典

2776 小林　一夫 福住病院

2777 石田　和男

2778 垂水　真希

2779 桑原　誠二

2780 貞平　慎太郎 ほうふしやくしょ

2781 道免　憲司

2782 目黒　淳美

2783 町田　誠司 維新ランナーズ

2784 本田　智章 パリマラソン

2785 宇田　康久 河西ランニングクラブ

2786 山本　諒馬 チーム伝熱

2787 加藤　元志 ニッポンランナーズ

2788 上野　敦弘 熊本てれっと

2789 河井　秀作

2790 黒川　真道 東京陸協

2791 林　尚紀 コンパスランニング

2792 嶋谷　英二

2793 宮岡　修二

2794 山本　豊

2795 飯村　節夫 あすリードＲＣ大阪

2796 河村　正博

2797 三宅　宗靖 ＴＪＰ

2798 百合野　安夫 善通寺日曜走ろう会

2799 高山　和久

2800 宮園　直之

2801 玄馬　顕一

2802 土谷　喜輝

2803 有德　弘道

2804 神谷　満俊

2805 松尾　博文

2806 松田　篤史

2807 松本　義幸

2808 吉野　隆司 山陰ランクラブ

2809 大西　一嘉

2810 渡辺　哲 酒と泪と弘とランナー



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2811 梅田　敏生

2812 林　幹太 松田

2813 高島　健一

2814 浦川　寿郎

2815 井上　伸太郎

2816 宍戸　義弘

2817 岡田　克彦

2818 杉浦　竜夫

2819 谷森　一欽

2820 原田　成臣 下松陸競

2821 荒木　良一

2822 尾澤　邦明

2823 ふくなが　かずおみ

2824 松本　雄平

2825 岡田　義浩

2826 山下　充

2827 米田　幸司

2828 小林　陽平

2829 村田　功 ＭＥＩＨＯ

2830 金崎　淳 萩慈生病院

2831 田脇　紳次

2832 原　伸一 原　医院

2833 藤井　悦男 防府消防

2834 山本　昌樹

2835 平松　智弘 北九州ランステ

2836 三宅　健正

2837 竹原　隆司

2838 丸上　直人

2839 宮脇　陽路

2840 宮嶋　誠二

2841 田中　康二 セコム

2842 岡部　隆男 ＫＮＭ

2843 山根　浩司 トリヤマ

2844 岩崎　健太郎

2845 中村　信好 走遊快クラブ

2846 森重　敦

2847 竹田　邦雄 トップギア広島

2848 小松　和広

2849 中村　耕二

2850 津田　誠 クラブ中日本



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2851 大嶋　孝志 九州大学

2852 三戸岡　裕政

2853 上野　茂実

2854 加藤　健志

2855 藤原　正見

2856 横井　理人

2857 井上　守 東ソー

2858 高橋　真紀 福岡みらい病院

2859 竹森　朋巳

2860 小柳　洋一 ＧＭＲＣ

2861 茅根　靖典 一橋ＡＣ

2862 平松　誠之

2863 末永　聡

2864 神徳　宗一郎 クラブＲ２西日本

2865 濱本　浩 大阪陸協

2866 松村　剛 大阪刀根山ＭＣ

2867 岩下　剛

2868 木戸　浩之 福岡陸協

2869 宮田　泰之 維新ランナーズ

2870 藤野　正礼 福マラＲＣ

2871 田中　宏幸 雨雲軍団

2872 泊　宗正

2873 藤本　祐二

2874 上野　隆

2875 中森　一也

2876 志田　恒一 福マラＲＣ

2877 鎭波　正明 ランナーズ山口

2878 沖野　和善

2879 佐々木　啓二

2880 中武　憲秀

2881 重久　健一

2882 道津　敬文 ＴＭランナーズ

2883 岡嶋　賢幸 山口県庁

2884 高安　宏征 フル百回楽走会

2885 豊増　弘

2886 小野　一彦 三協モータース

2887 関本　圭介

2888 浦谷　正

2889 藤永　敬治 ＪＦＳ

2890 首藤　央久 家島ランナーズ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2891 山筋　晃

2892 藤田　次夫

2893 深松　博文

2894 岩村　雅通

2895 淺田　典宏

2896 勝藤　雄二 大分ＵＭＣ

2897 谷崎　朋広 ジョグトリップ

2898 門脇　敏也

2899 小篠　純一

2900 池上　健太 あびこクラブ

2901 西川　和秀 アミノ下関

2902 島田　靖史 ちんすこう

2903 野口　仁

2904 渡辺　賢治

2905 谷口　幸二 ＷｉｎｄＲｕｎ

2906 吉川　貢司

2907 前田　直樹

2908 中尾　浩史

2909 城島　和浩 白石共立病院

2910 太田　恭平

2911 川原　勝彦 チームびっけ

2912 河野　秀喜 ＤＣＳ

2913 北栄　雅人 ＦＣランナーズ

2914 井生　初

2915 佃　啓介

2916 荒瀬　一郎

2917 加藤　諭 山口労災病院

2918 岸田　竜太郎

2919 村尾　知博 クラブＲ２中日本

2920 木村　敏広 豊中グリーン

2921 市瀬　悟 アルカンシェル

2922 藤村　孝 三菱重工下関

2923 古川　哲也 Ｌカメリア

2924 行武　浩

2925 藤本　泰三

2926 矢引　純一郎 老体ＡＳ

2927 藤田　佳樹

2928 北口　隆吾

2929 小野　正義 山口銀行

2930 藤井　浩司



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2931 岡部　琢治 マツダ（株）

2932 川上　雅敏

2933 末次　渉

2934 岡城　哲也 福岡市役所

2935 下永　博巳

2936 岸田　勝

2937 吉戸　修 獣神

2938 臼井　宏一 大分ＵＭＣ

2939 下小浦　孝仁 維新ランナーズ

2940 椎橋　誠 日産自動車九州

2941 柳　孝祐 トレーナールーム天神

2942 中嶋　泰隆

2943 野﨑　修

2944 山縣　靖 山口消防

2945 深井　敦

2946 河村　吉純 ペルピエ岡山

2947 坂本　哲雄

2948 椙山　一秀 防府市役所

2949 山本　直樹 ＭＴＣ

2950 阿部　周平 フォーリーフ嶋

2951 谷本　智志

2952 能野　礼児

2953 岡部　力

2954 勝又　昭 走快ねっとＲＣ

2955 堀池　誠

2956 山田　英幸

2957 村上　行信 オールドリバー

2958 下山　櫻人 桃太郎夢クラブ

2959 高橋　和也

2960 山本　雄太

2961 渡辺　正悟 住友林業

2962 沢井　雄一郎 ＳＲＣ

2963 坂口　悟 ＣＲ２中日本

2964 田嶋　哲 チームいちぐち

2965 國本　哲広

2966 大木　一宏 福マラＲＣ

2967 奥　賢晴

2968 田中　哲洋

2969 河村　裕介

2970 平田　雅彦



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

2971 賀門　武士 三協モータース

2972 尾上　洋介

2973 佐々木　基成 あすリード大阪

2974 岩田　理

2975 信太　裕之 信太会計事務所

2976 松原　達成

2977 岡林　紀一

2978 景山　高幸 広島アルミ

2979 伊藤　克敏

2980 沖谷　卓矢 広島トヨペット

2981 齊藤　真治

2982 伊藤　正行 森宗スマイルＲＣ

2983 清水　弘幸 にはん

2984 谷川　清志 山口ランネット

2985 昆　圭一郎

2986 藤原　晃央

2987 中村　勇也

2988 萬谷　篤史

2989 志水　哲朗 福マラＲＣ

2990 福永　眞治

2991 國安　宏俊

2992 島津　智紀

2993 田村　雅一 宇部市立厚東小学校

2994 伊藤　俊一郎 日本弁理士会

2995 小笠原　泰章 チーム久保田

2996 木下　元気

2997 隈本　伸生

2998 立場　寛之

2999 上野　泰司

3000 山本　徳生

3001 山本　篤真 Ｈ．Ｋ．Ｊ

3002 丸山　明宏

3003 久保　良一

3004 竹中　一浩

3005 山田　信裕

3006 藤田　正彦

3007 池谷　康弘 山口ＦＧ

3008 阿部　朗 ＧＥＴＳＬＥＩ

3009 徳重　篤志 防府市消防本部

3010 和田　浩宜 ＤＮＣ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

3011 平岡　正樹

3012 庄田　真人 クラブＲ２東日本

3013 相原　宏紀 愛媛陸協

3014 山下　武

3015 頼岡　実

3016 石丸　勝明

3017 徳脇　錬児

3018 宮地　善明

3019 武居　秀明 マツダ防府

3020 木村　真也

3021 竹下　英俊

3022 坂下　雅昭 福マラＲＣ

3023 上田　宏幸

3024 田中　諒

3025 森田　芳秋 諌早ＪＣ

3026 小原　宏朗

3027 藤井　伸浩

3028 入江　輝好 穀検健脚会

3029 右田　享丈

3030 加藤　正彦 ゆうひ

3031 藤﨑　晋也 ＪＡ兵庫六甲

3032 三戸　育治

3033 松下　素 筑後市立病院

3034 大村　一文 北九州ランステ

3035 楠　成人

3036 中山　博雄 ＧＭＲＣ

3037 西山　優太

3038 中　雅史

3039 石村　英治 吉川工業

3040 宮﨑　滝也

3041 土屋　修 クロスランクラブ

3042 藤中　聡

3043 山本　和彦

3044 木山　一成 空飛ぶ農民

3045 清水　満幸

3046 森　健治 大分

3047 兵頭　永一 アグサス

3048 田中　一規

3049 福田　崇

3050 宮坂　学



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

3051 木戸　崇公 ヤンボーＳＣ

3052 堀川　秀司

3053 中島　和博

3054 武富　孝一

3055 高尾　英正 アンブレラ

3056 阿部　康弘 防府市消防署

3057 林　勝也

3058 石井　陽児 鹿児島

3059 光永　昭博

3060 吉田　鉄彦

3061 木村　一雄

3062 豊田　進司 奈良県総合医療センタ

3063 柳　和宏

3064 熊本　淳

3065 福田　豊

3066 前川尻　真司 黄金山ＡＣ

3067 西出　裕輔

3068 後藤　幸雄

3069 有井　健雄

3070 梅森　竜吾 ブリヂストン防府

3071 小森　孝史 ゼンリン

3072 松下　浩教 ブンカメ

3073 加藤　明

3074 中村　隆之

3075 栗栖　照久

3076 若林　守 ＴＥＡＭ２５

3077 妹尾　守清 あすリードＲＣ大阪

3078 山時　慎一

3079 長谷川　真吾

3080 荒牧　正豪 チーム１００

3081 沖村　仁志 ＲＴマンボウ

3082 多井　友和

3083 御園生　幹彦

3084 小口　陽介 チームちんすこう

3085 西永　浩司

3086 佐藤　匠 ＮＲＡ｀Ｓ

3087 千葉　晃義 愛媛労災病院

3088 田中　宏志 福マラＲＣ

3089 高原　一公 Ｒ×Ｌプラス

3090 大井　幹雄 維新ランナーズ



ゼッケン番号 氏名 所属

大会参加者リスト　＜マラソン男子の部＞

3091 安田　正己 リスタート

3092 安藤　僚裕

3093 小野　政直

3094 原田　一就

3095 米丸　直正 チームドンベイ

3096 村田　耕三

3097 福元　誠 ＧＥＴＳＬＥＩ

3098 辻　浩明

3099 大澤　元一 スマートＲＣ

3100 柴田　勇人

3101 三浦　実

3102 柴田　信之 九電ハイテック

3103 白土　浩一 あめちゃん。

3104 手嶋　修一 ＯＢＲＣ

3105 杉野　哲生

3106 正木　学 ＡＴＡグータロウ月島

3107 長澤　克明

3108 只野　健

3109 沖中　寛 山口ランネット

3110 末廣　康之 維新ランナーズ

3111 築地　義信

3112 村岡　嗣政 山口県庁

3113 大田　淳夫 山口県庁

3114 竹本　敬史 山口県庁

3115 宮田　和俊

3116 橋本　徳和 小郡ランクラブ

3117 植常　勝正 ＴＬＣ

3118 三隅　功一

3119 横川　大輔 Ｍラン

3120 藤崎　悟 湘南ＲＣ

3121 久保　克彦 Ｂ＆Ｉ

3122 川本　周平 川本走友会

3123 大久保　泰宏 マルボーサ

3124 堀町　弘明

3125 木邑　駿 広島経済大学


