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3部　男子ハーフマラソン40～49歳
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スタート： 10:40:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

1時間10分40秒1 下村　悟1602 パナソニックホームズｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ

1時間12分09秒2 佐古 武彦1711 サブゼロ但馬ｻｺ ﾀｹﾋｺ

1時間13分43秒3 大木 一範1460 Ｎプロジェクトｵｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間15分18秒4 今西 智信1519 マソ練ｲﾏﾆｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

1時間16分28秒5 西川 誠1653 パナソニックﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ

1時間17分56秒6 三村 義雄1585 積水ソフランウイズﾐﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間19分26秒7 田中 大輔1489 京セラＡＣﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

1時間19分35秒8 古川 英治1644 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ

1時間19分43秒9 大西 一也1717 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ

1時間20分04秒10 松政 正之1466 浪速ＡＣﾏﾂﾏｻ ﾏｻﾕｷ

1時間20分50秒11 三田村 健史1587 ﾐﾀﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間21分29秒12 馬場 健次1427 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間22分24秒13 新発田 秀明1656 三段池ＲＣｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間23分28秒14 田上 直樹1525 イセゴム工業ﾀｶﾞﾐ ﾅｵｷ

1時間23分42秒15 布施 賢太郎1423 布施接骨院ﾌｾ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間24分08秒16 稲葉 健1406 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝ

1時間24分47秒17 山内 博之1420 ガゼル西賀茂ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間25分53秒18 井之上 健1688 結核予防会兵庫県支部ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

1時間25分56秒19 鈴木 英毅1428 あすリード大阪ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間26分12秒20 大塚 真弘1662 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾛ

1時間26分19秒21 中江 守1414 ﾅｶｴ ﾏﾓﾙ

1時間26分19秒22 松田 弘貴1682 京都府警察ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間27分01秒23 小寺 洋司1508 小寺石油（株）ｺﾃﾗ ﾖｳｼﾞ

1時間27分12秒24 西澤 憲之1694 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

1時間27分14秒25 亀田 仁1583 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾄｼ

1時間27分21秒26 秦　敏洋1507 鴨川走ＲＵＮ会ﾊﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間27分45秒27 中村 正志1695 横浜都筑ＡＣﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間27分47秒28 平手 友純1612 ﾋﾗﾃ ﾄﾓｽﾞﾐ

1時間27分56秒29 西村 淳1592 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間28分26秒30 宮出 佳明1496 京都陸協ﾐﾔﾃﾞ ﾖｼｱｷ

1時間28分46秒31 森田 敏之1598 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾕｷ

1時間28分51秒32 高澤 裕幸1509 太陽が丘ＪＣﾀｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分57秒33 橋田 耕一1563 ピーマンﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間29分24秒34 大角 一生1566 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

1時間29分37秒35 安達 哲哉1479 グッチランランｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ

1時間30分00秒36 森 康文1541 ﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ

1時間30分48秒37 砂田 耕治1628 スイートネス・ボンバーズｽﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間30分52秒38 古賀 正和1540 ｺｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間31分27秒39 小松 和人1668 神戸市陸協ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾄ

1時間31分28秒40 平田 哲朗1511 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間31分31秒41 上田　昌弘1709 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間31分45秒42 南 浩明1405 走る桂男ﾐﾅﾐ ﾋﾛｱｷ

1時間31分53秒43 加藤 潤一1578 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間31分58秒44 須山 弘之1458 ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間32分09秒45 山下 直高1556 チーム西川ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾀｶ

1時間32分09秒46 西川 崇1520 洛陽不動産鑑定ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ

1時間32分21秒47 田栗 伸二1522 ﾀｸﾞﾘ ｼﾝｼﾞ

1時間32分42秒48 水上　隆之1530 アイビックスﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾕｷ

1時間32分52秒49 塩田 淳平1591 ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間33分10秒50 西田 裕幸1618 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
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1時間33分13秒51 松田 祐治1622 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間33分18秒52 山岡 正樹1661 ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ

1時間33分45秒53 李 京浩1464 ホシデンﾘ ｷｮﾝﾎ

1時間33分46秒54 國田 裕幸1495 ハレルヤｸﾆﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間33分52秒55 小川 喜弘1485 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間34分34秒56 和久 弥1532 ﾜｸ ﾋｻｼ

1時間34分43秒57 和田　圭司1579 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ

1時間34分47秒58 岡田 賢治1651 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間34分58秒59 寺井　正和1531 寺井三兄弟ﾃﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ

1時間35分02秒60 谷口 昌史1713 チームみなもﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ

1時間35分23秒61 北村 憲司1678 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間35分28秒62 畑野 貴博1506 何北５２～５３ﾊﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ

1時間35分51秒63 辻　貴生1638 ﾂｼﾞ ﾀｶｵ

1時間36分01秒64 森川 直人1623 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾄ

1時間36分16秒65 川勝 義隆1526 そうまぐみｶﾜｶﾂ ﾖｼﾀｶ

1時間36分29秒66 石橋 重俊1408 帝国警備ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ

1時間36分34秒67 今井 拓也1465 舞鶴走ろう会ｲﾏｲ ﾀｸﾔ

1時間36分53秒68 前田 昌亮1603 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ

1時間37分04秒69 川田 祐樹1693 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間37分09秒70 森田 隆之1513 京信ＲＣﾓﾘﾀ ﾀｶﾕｷ

1時間37分14秒71 津田 寿夫1451 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間37分15秒72 川口 治1616 畑鉄工（株）ｶﾜｸﾞﾁ ｵｻﾑ

1時間37分19秒73 森岡 弘介1404 ＨＹＣﾓﾘｵｶ ｺｳｽｹ

1時間37分42秒74 川勝　芳明1574 ｶﾜｶﾂ ﾖｼｱｷ

1時間37分47秒75 関谷 茂俊1459 ｾｷﾔ ｼｹﾞﾄｼ

1時間37分51秒76 四方 孝平1454 日東精工ｼｶﾀ ﾀｶﾋﾗ

1時間38分02秒77 永井 嘉邦1409 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｸﾆ

1時間38分05秒78 藤井 栄一1669 大伸陸上部ﾌｼﾞｲ ｴｲｲﾁ

1時間38分12秒79 柴田 学1475 ランデザインｼﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間38分18秒80 木村　良1443 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間38分33秒81 丸本 祐三1624 ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ

1時間38分37秒82 浜田 真二1560 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間38分51秒83 上阪 英史1497 ｳｴｻｶ ｴｲｼﾞ

1時間38分53秒84 大黒 善広1421 チームよしﾀﾞｲｺｸ ﾖｼﾋﾛ

1時間39分13秒85 安井 孝彰1441 ﾔｽｲ ﾀｶｱｷ

1時間39分19秒86 安田 崇1617 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間39分41秒87 中井 健一1499 ﾅｶｲ ｹﾝｲﾁ

1時間39分54秒88 伊豆蔵 晃伸1549 ｲｽﾞｸﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間41分11秒89 楽得 能照1521 ﾗｸｴ ﾖｼﾃﾙ

1時間41分45秒90 横谷 宏明1672 ﾖｺﾀﾆ ﾋﾛｱｷ

1時間41分47秒91 田中 基1643 ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ

1時間41分51秒92 永楽 資士1593 えいらく　そうすけｴｲﾗｸ ﾓﾄｼ

1時間42分11秒93 木村 好孝1425 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間42分14秒94 佐藤 則之1562 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

1時間42分23秒95 ボゴシアン アラン1691 ﾎﾞｺﾞｼｱﾝ ｱﾗﾝ

1時間42分30秒96 嵐 謙次郎1480 ｱﾗｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間42分39秒97 足立 正憲1600 ここてんしんｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ

1時間42分47秒98 前野 航1482 わくわくランナーズﾏｴﾉ ｺｳ

1時間42分52秒99 川勝 敏1435 ｶﾜｶﾂ ｻﾄｼ

1時間43分08秒100 大塚 孝頼1573 大塚ファミリーｵｵﾂｶ ﾀｶﾖﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2019京都丹波ロードレース大会 -

3部　男子ハーフマラソン40～49歳
順位 記録 No. 氏名 フリガナ 所属

 2019/11/3

スタート： 10:40:00

 丹波自然運動公園

京都丹波ロードレース大会実行委員会 

1時間43分17秒101 田中　宏紳1604 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間43分40秒102 西堀 吾郎1676 ガゼル西賀茂ﾆｼﾎﾞﾘ ｺﾞﾛｳ

1時間43分42秒103 出野 洋司1571 京都コンサルタントｲﾃﾞﾉ ﾋﾛｼ

1時間43分43秒104 矢野 敦省1663 ﾔﾉ ｱﾂﾖｼ

1時間43分52秒105 舟橋 俊和1481 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ

1時間44分05秒106 大西 克久1706 ｵｵﾆｼ ｶﾂﾋｻ

1時間44分18秒107 木村　勲1534 JA京都市ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間44分30秒108 増田 大樹1652 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間44分33秒109 若城 直樹1518 チームたけにょんﾜｶｼﾛ ﾅｵｷ

1時間44分37秒110 中山 英樹1512 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間44分42秒111 平山 義規1670 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ

1時間44分58秒112 高山 篤1637 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ

1時間45分29秒113 石原 淳史1674 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間45分36秒114 武田 正信1505 エクステリア武田ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間45分38秒115 樋川 藤人1548 ﾋｶﾜ ﾌｼﾞﾄ

1時間45分39秒116 絹川 陽土1648 ｷﾇｶﾞﾜ ｱｷﾄ

1時間45分51秒117 深尾 洋也1712 ジックﾌｶｵ ﾋﾛﾔ

1時間46分01秒118 笹田 直稔1544 ｻｻﾀﾞ ﾅｵﾄｼ

1時間46分41秒119 中井 範一1679 ﾅｶｲ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間46分50秒120 金井 健作1543 ｶﾅｲ ｹﾝｻｸ

1時間47分15秒121 船越　洋介1432 走たろうﾌﾅｺｼ ﾖｳｽｹ

1時間47分24秒122 中西　浩一1557 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間47分58秒123 井岡 宣人1516 ｲｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾄ

1時間48分21秒124 高井 克実1467 ﾀｶｲ ｶﾂﾐ

1時間48分39秒125 田村 健至1658 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間48分43秒126 西田 浩一1524 ３Ｍランニング同好会ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間48分48秒127 川上 隆太1463 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾀ

1時間48分54秒128 田中 賢治1498 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間49分03秒129 曽束 和司1649 ｿﾂｶ ｶｽﾞｼ

1時間49分27秒130 山本 篤史1705 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間49分35秒131 高嶋 宏行1403 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間49分42秒132 高科 健二1716 ﾀｶｼﾅ ｹﾝｼﾞ

1時間49分50秒133 山崎 晃司1665 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間49分50秒134 内藤 智久1550 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ

1時間50分01秒135 片平 義則1683 船井走友会ｶﾀﾋﾗ ﾖｼﾉﾘ

1時間50分02秒136 入江 達宏1473 ｲﾘｴ ﾀﾂﾋﾛ

1時間50分16秒137 釆尾 直久1412 ｳﾈｵ ﾅｵﾋｻ

1時間50分18秒138 浜野 俊一1500 ﾊﾏﾉ ｼｭﾝｲﾁ

1時間50分25秒139 市野 琢也1704 ｲﾁﾉ ﾀｸﾔ

1時間50分42秒140 高岸 秀樹1565 村田機械株式会社ﾀｶｷﾞｼ ﾋﾃﾞｷ

1時間50分50秒141 小野　富雄1569 ｵﾉ ﾄﾐｵ

1時間50分50秒142 斎藤 実1589 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

1時間51分12秒143 柴野 光伸1424 ｼﾊﾞﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ

1時間51分26秒144 中川 嘉人1411 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾄ

1時間51分27秒145 北相模 克美1514 ｷﾀｻｶﾞﾐ ｶﾂﾐ

1時間51分30秒146 河村 義昭1568 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ

1時間51分34秒147 由村 晋也1515 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝﾔ

1時間51分43秒148 小杉 隆浩1586 ｺｽｷﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間51分43秒149 畑山 航1581 ﾊﾀﾔﾏ ﾜﾀﾙ

1時間51分47秒150 小島　直人1718 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾄ
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1時間51分52秒151 野原 英行1666 ﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間52分04秒152 山内 哲也1457 ﾔﾏｳﾁ ﾃﾂﾔ

1時間52分06秒153 前田 裕樹1456 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間52分11秒154 平岡 敬介1686 ﾋﾗｵｶ ｹｲｽｹ

1時間52分17秒155 渥美 桂太1445 チーム大菅ｱﾂﾐ ｹｲﾀ

1時間52分49秒156 鈴木 章博1439 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

1時間52分56秒157 加部 吉拡1546 ｶﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間53分07秒158 中原 つとむ1527 やんちゃ村ﾅｶﾊﾗ ﾂﾄﾑ

1時間53分09秒159 ポーレ パトリス1677 ﾎﾟｰﾚ ﾊﾟﾄﾘｽ

1時間53分30秒160 田路 博行1434 ﾄｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分39秒161 井村 貴富1477 ｲﾑﾗ ﾀｶﾄﾐ

1時間53分39秒162 藤田 亘1436 ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ

1時間53分52秒163 安達 知希1576 京都もりた倶楽部ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｷ

1時間53分54秒164 馬場 寛1640 無所属ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間54分06秒165 山本 大五郎1584 ほるもん大五郎ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

1時間54分24秒166 武山 潤1476 ﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

1時間54分49秒167 木村 典生1582 ｷﾑﾗ ﾉﾘｵ

1時間54分59秒168 広瀬 昌三1469 ﾋﾛｾ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間55分17秒169 草野 英昭1611 ｸｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間55分27秒170 永田 知史1577 呑むために走れ！ﾅｶﾞﾀ ｻﾄｼ

1時間55分28秒171 西村 陽介1413 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ

1時間56分01秒172 白石　達郎1631 ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾛｳ

1時間56分37秒173 矢野 毅1450 ﾔﾉ ﾂﾖｼ

1時間56分49秒174 小西　健太1570 ﾗｸﾄｰﾀｸｼｰｺﾆｼ ｹﾝﾀ

1時間57分02秒175 篠田 稔1629 ｼﾉﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間57分02秒176 森田 久志1702 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ

1時間57分07秒177 片岡 史朗1680 ｶﾀｵｶ ﾌﾐｵ

1時間57分18秒178 上野 美光1490 ｳｴﾉ ﾖｼﾐﾂ

1時間57分33秒179 山本 力1558 祝園走ろう会ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ

1時間57分34秒180 徳岡 理英1620 ﾄｸｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間57分57秒181 西田 関1487 ﾆｼﾀﾞ ｾｷ

1時間58分33秒182 田中 寛穂1448 ﾀﾅｶ ﾋﾛｵ

1時間58分34秒183 池田 豊若1659 ｲｹﾀﾞ ﾄﾖﾜｶ

1時間58分57秒184 山本　敏之1595 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

1時間59分03秒185 万所 幸喜1645 ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ

1時間59分14秒186 八木 智史1452 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ

1時間59分16秒187 村上 真水1484 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｽｲ

1時間59分23秒188 藤田 豊和1660 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間59分36秒189 池尻 佑也1601 ｲｹｼﾞﾘ ﾕｳﾔ

1時間59分50秒190 梅原 成徳1446 梅原歯科医院ｳﾒﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ

2時間00分01秒191 中村 洋平1632 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ

2時間00分26秒192 山尾 卓也1703 ﾔﾏｵ ﾀｸﾔ

2時間00分34秒193 古河 靖之1690 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾕｷ

2時間00分38秒194 江崎 剛1619 ｴｻﾞｷ ｺﾞｳ

2時間00分47秒195 西村 真介1689 木村石油ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｽｹ

2時間00分48秒196 高岡 寿樹1630 ﾀｶｵｶ ﾄｼｷ

2時間01分36秒197 稲積 崇1588 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾀｶｼ

2時間01分39秒198 藤林 晃一1472 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ

2時間02分01秒199 長島　裕介1615 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ

2時間02分26秒200 宮本 泰男1594 摂津支援ＴＲＫﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｵ
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2時間02分33秒201 大久保 敦史1417 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ

2時間02分35秒202 後藤 弘雅1554 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ

2時間02分46秒203 佐藤　耕児1523 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間02分51秒204 芦田　昌夫1430 走たろうｱｼﾀﾞ ﾏｻｵ

2時間03分19秒205 芦田 哲也1407 ｱｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間03分32秒206 金子 昭1697 ｶﾈｺ ｱｷﾗ

2時間03分46秒207 山本 和弘1501 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間03分47秒208 野口 宗裕1605 ﾉｸﾞﾁ ﾑﾈﾋﾛ

2時間04分22秒209 三賀森 勲1426 ﾐｶﾓﾘ ｲｻｵ

2時間04分38秒210 渡邉 正樹1626 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

2時間04分44秒211 神谷 雅広1673 ｶﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ

2時間04分48秒212 関　清一郎1642 ｾｷ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間04分55秒213 西川 隆広1667 城陽市教育委員会ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

2時間05分01秒214 篠原 充1494 ｼﾉﾊﾗ ﾐﾂﾙ

2時間06分00秒215 田村 忠1609 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ

2時間06分44秒216 荻原 卓司1535 楽風ランナーズｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間07分17秒217 花村 匠1503 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾐ

2時間08分04秒218 若林 毅1580 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ

2時間08分09秒219 藤井 信之1655 メタボーズﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間08分29秒220 山岡 寛由1715 池ノ上医院ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾖｼ

2時間08分38秒221 下野 国明1468 ｼﾓﾉ ｸﾆｱｷ

2時間08分52秒222 住山 香1575 楽風ランナーズｽﾐﾔﾏ ｶｵﾙ

2時間09分07秒223 柳川 恭徳1641 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ

2時間09分09秒224 堀川 徹1613 ﾎﾘｶﾜ ﾄｵﾙ

2時間09分28秒225 鳥居 広明1447 ﾄﾘｲ ﾋﾛｱｷ

2時間09分41秒226 山根　文彦1681 ﾔﾏﾈ ﾌﾐﾋｺ

2時間09分53秒227 細川　浩史1504 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ

2時間09分56秒228 松尾 篤志1559 ﾏﾂｵ ｱﾂｼ

2時間10分16秒229 山本 昌史1401 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ

2時間10分30秒230 西村 博一1551 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間10分33秒231 安達 秀豊1561 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾖ

2時間10分49秒232 小林 誠1478 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

2時間10分54秒233 糸井 陽介1633 ｲﾄｲ ﾖｳｽｹ

2時間11分01秒234 山崎　武1646 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ

2時間11分14秒235 橋本 真1517 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間11分46秒236 浦川　智道1627 ｳﾗｶﾜ ﾄﾓﾐﾁ

2時間12分00秒237 飯田 秀明1635 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間12分11秒238 倉 卓也1596 ｸﾗ ﾀｸﾔ

2時間12分17秒239 東 憲司1597 あんこ子会・欅坂走行会ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

2時間12分19秒240 広瀬 公1419 ＷＨＯＯＰＥＥﾋﾛｾ ｺｳ

2時間12分46秒241 堀 幸信1449 ﾎﾘ ﾕｷﾉﾌﾞ

2時間12分47秒242 乾　倫治1621 神谷紙器工業所ｲﾇｲ ﾄﾓﾊﾙ

2時間12分57秒243 中村 昌修1552 ユニスﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間14分26秒244 平岡 成介1608 楽風ランナーズﾋﾗｵｶ ｾｲｽｹ

2時間14分38秒245 今泉 博文1614 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ

2時間14分56秒246 菱田 篤1699 ﾋｼﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間15分05秒247 石川 賢一1684 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ

2時間15分12秒248 杉田 健一1657 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間15分14秒249 小東 功英1696 醍醐病院ｺﾋｶﾞｼ ﾉﾘﾋﾃ

2時間15分39秒250 坂根 幸夫1675 ｻｶﾈ ﾕｷｵ
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2時間16分39秒251 大村 紳太郎1701 ｵｵﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間17分06秒252 田中　良成1536 洛南天竜会ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ

2時間17分14秒253 城田 恵児1483 ｼﾛﾀ ｹｲｼﾞ

2時間18分32秒254 足立 裕樹1429 けんこウサギｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ

2時間18分50秒255 岩田 拓也1533 ｲﾜﾀ ﾀｸﾔ

2時間18分59秒256 加賀山 伸1471 ｶｶﾞﾔﾏ ｼﾝ

2時間21分21秒257 土田 雅昭1545 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間21分26秒258 増山 裁一1698 ﾏｽﾔﾏ ﾀﾂﾋﾄ

2時間23分41秒259 西村 文孝1529 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ

2時間23分59秒260 上西 剛1687 ｳｴﾆｼ ﾂﾖｼ

2時間24分05秒261 長濱 治1664 ﾅｶﾞﾊﾏ ｵｻﾑ

2時間24分13秒262 片山 栄二1510 ｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ

2時間24分33秒263 佐々木　隆夫1710 ｻｻｷ ﾀｶｵ

2時間24分42秒264 狩野 洋行1671 ｶﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間25分33秒265 田中　裕之1444 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間26分59秒266 中澤 直人1528 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵﾄ

2時間28分08秒267 八木 眞太郎1572 ﾔｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間29分10秒268 木村 達也1625 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間29分16秒269 廣瀬 和彦1547 燦設計室ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋｺ

2時間29分47秒270 河野 宏行1493 ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間30分11秒271 鹿嶋 新1442 ｶｼﾏ ｱﾗﾀ

2時間31分13秒272 浅野 健二1567 ｱｻﾉ ｹﾝｼﾞ

2時間32分46秒273 森田 悠嗣1555 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間37分44秒274 西牧 章博1606 ﾆｼﾏｷ ｱｷﾋﾛ

2時間38分11秒275 松山 雅和1700 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ

2時間38分31秒276 船岡 剛1639 まーかいがーずﾌﾅｵｶ ﾂﾖｼ
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