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1時間18分10秒1 辰己 義隆2132 大阪長居ＡＣﾀﾂﾐ ﾖｼﾀｶ

1時間21分48秒2 岡田 夏来2014 尼崎ＮＲｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ

1時間22分23秒3 井上 武2013 ケンコーマヨネーズｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

1時間22分36秒4 神﨑　輝人2111 ｶﾝｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ

1時間23分21秒5 川辺　敬2070 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｼ

1時間28分35秒6 中川 茂明2184 リコージャパンﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｱｷ

1時間30分24秒7 大島 久登2053 ｵｵｼﾏ ﾋｻﾄ

1時間31分09秒8 船谷 裕司2185 県庁篠山ゆっくり走ろう会ﾌﾅﾀﾆ ﾕｳｼﾞ

1時間31分21秒9 戸谷 和博2110 ﾄﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間31分22秒10 高 容康2007 ｺｳ ﾋﾛﾔｽ

1時間31分32秒11 松井 一男2024 府庁ランナーズﾏﾂｲ ｶｽﾞｵ

1時間31分38秒12 小川　卓2182 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間33分31秒13 宮武 広一2154 京ＲＵＮ走ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛｲﾁ

1時間34分07秒14 山田 裕彦2158 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

1時間34分45秒15 辻横　常久2073 ﾂｼﾞﾖｺ ﾂﾈﾋｻ

1時間36分10秒16 杉島 秋一郎2141 日本郵船ｽｷﾞｼﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

1時間36分20秒17 今井　靖人2076 工務店ランナーｲﾏｲ ﾔｽﾄ

1時間38分31秒18 藤田 直也2162 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ

1時間39分00秒19 竹内 康行2081 ＮＴＴＤＡＴＡﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ

1時間40分05秒20 松本 繁巳2101 京大病院ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾐ

1時間40分14秒21 本城 一夫2169 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ

1時間42分17秒22 藤原 真志2021 ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間42分22秒23 西山 政吾2087 塔南同窓会ＲＴﾆｼﾔﾏ ｾｲｺﾞ

1時間42分44秒24 大西　学2161 ｵｵﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間43分06秒25 湯浅 浩史2019 アウトローﾕｱｻ ﾋﾛｼ

1時間43分21秒26 中村 正史2003 奈良市役所ＲＣﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ

1時間43分39秒27 中見　信治2090 福知山市ウィークエンドﾅｶﾐ ｼﾝｼﾞ

1時間44分31秒28 岩丸 和彦2144 ｲﾜﾏﾙ ｶｽﾞﾋｺ

1時間44分50秒29 岡野 哲也2035 ｵｶﾉ ﾃﾂﾔ

1時間45分01秒30 小林 賀津雄2172 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾞｵ

1時間45分11秒31 水間 浩嘉寿2142 三段池ｒｃﾐｽﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間45分28秒32 東 洋司2044 近畿ランジョグﾋｶﾞｼ ﾖｳｼﾞ

1時間46分22秒33 高谷 尚志2036 ﾀｶﾔ ﾀｶｼ

1時間46分44秒34 松原　武司2051 京都府道路公社ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹｼ

1時間46分50秒35 宇野　元2105 ｳﾉ ﾊｼﾞﾒ

1時間47分25秒36 平井 健治2106 ホシデンﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ

1時間47分35秒37 福沢 眞彦2082 ぷちﾌｸｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間47分43秒38 森口 裕次2174 アミノ奈良ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

1時間48分04秒39 松野 宏2067 ＷＪＲﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ

1時間48分05秒40 芝野 孝佳2091 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾖｼ

1時間48分11秒41 高嶋 稔2011 ﾀｶｼﾏ ﾐﾉﾙ

1時間48分31秒42 嶋田 一徳2015 能登川走遊会ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間49分07秒43 能口 正信2042 グッチランランﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間50分01秒44 吉本 智2159 ﾖｼﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間50分07秒45 谷口 広久2057 グリーンベルﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

1時間50分18秒46 吉田 匠2123 Ｋ＋ランニングクラブﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間50分40秒47 なつはら ひろあき2066 ﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間50分40秒48 大山 康晴2017 ｵｵﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ

1時間50分47秒49 堂下 和治2002 トラッキーﾄﾞｳｼﾀ ｶｽﾞﾊﾙ

1時間50分50秒50 菱谷 健次2058 京都炭山修行走ﾋｼﾀﾆ ｹﾝｼﾞ
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1時間51分19秒51 村上 治2167 三菱電機ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ

1時間51分22秒52 正田 克成2126 ｼｮｳﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ

1時間51分29秒53 清水 浩幸2138 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分30秒54 梶谷 美道2133 ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾐﾁ

1時間52分11秒55 光頼 信広2143 ﾐﾂﾖﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間52分38秒56 中村 和浩2078 仙人山の会ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間52分43秒57 八田　和夫2072 サンダーバードﾊｯﾀ ｶｽﾞｵ

1時間52分52秒58 高野 敬久2173 ＲＪﾀｶﾉ ﾀｶﾋｻ

1時間52分56秒59 森脇 節雄2153 ﾓﾘﾜｷ ｾﾂｵ

1時間53分04秒60 植野 俊弘2168 ｳｴﾉ ﾄｼﾋﾛ

1時間53分28秒61 石田 清之2080 ｲｼﾀﾞ ｷﾖﾕｷ

1時間53分33秒62 汐崎　裕一2046 ｼｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

1時間53分47秒63 野村 誠2001 カフェランナーﾉﾑﾗ ﾏｺﾄ

1時間53分57秒64 永井 秀之2095 花ノ木ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間54分54秒65 杉原 道生2119 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾁｵ

1時間55分11秒66 長濱 直樹2055 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｵｷ

1時間55分13秒67 熊谷 泰一2166 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｲﾁ

1時間55分30秒68 河原　照行2023 ｶﾜﾊﾗ ﾃﾙﾕｷ

1時間56分10秒69 田嶋 浩之2008 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分18秒70 川瀬 祥之2032 ｶﾜｾ ﾖｼﾕｷ

1時間56分26秒71 四方　豊2107 ｼｶﾀ ﾕﾀｶ

1時間56分29秒72 船木 秀則2134 ゴンジロウﾌﾅｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間56分39秒73 深見 宜隆2097 彌栄自動車ﾌｶﾐ ﾖｼﾀｶ

1時間56分47秒74 松本　行治2018 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ

1時間56分51秒75 小野 数彦2157 ｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ

1時間56分53秒76 田中 真2130 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

1時間57分00秒77 中島　徹2092 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ

1時間57分46秒78 松山 茂2069 ﾏﾂﾔﾏ ｼｹﾞﾙ

1時間58分27秒79 赤星 和雄2180 ｱｶﾎｼ ｶｽﾞｵ

1時間58分49秒80 高木　一彦2064 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間59分08秒81 菊池 達也2093 ニッシャ走龍会ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ

1時間59分09秒82 有田 一彦2098 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ

1時間59分10秒83 北垣内 健二2033 ｷﾀｶﾞｲﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間59分18秒84 西脇 眞次2041 ﾆｼﾜｷ ｼﾝｼﾞ

1時間59分34秒85 室矢 和祐2006 ﾑﾛﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分34秒86 斧 泰三2118 ｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ

1時間59分45秒87 三宅 浩2164 ﾐﾔｹ ﾋﾛｼ

2時間00分00秒88 木村 和義2100 ＰＳＣＳ亀岡ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ

2時間00分19秒89 松川 光伸2116 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ

2時間00分59秒90 沢辺 保範2025 ｻﾜﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ

2時間01分25秒91 渡部　好信2074 ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間01分27秒92 平岡　俊二2062 ﾋﾗｵｶ ｼｭﾝｼﾞ

2時間01分51秒93 堤 弘治2045 ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ

2時間01分55秒94 久保 高志2135 久保競走部ｸﾎﾞ ﾀｶｼ

2時間02分06秒95 白波瀬　眞2056 ｼﾗﾊｾ ﾏｺﾄ

2時間02分17秒96 木村 達也2086 小川珈琲株式会社ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間02分25秒97 山本 潔2175 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ

2時間02分29秒98 多田 佳憲2034 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

2時間02分31秒99 上村 康樹2099 ｳｴﾑﾗ ﾔｽｷ

2時間03分05秒100 玉尾 宜之2063 お～い？　たまＲＵＮ！ﾀﾏｵ ﾖｼﾕｷ
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2時間03分44秒101 森川 信男2060 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾌﾞｵ

2時間04分24秒102 辻 寛2151 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ

2時間04分37秒103 尾野 利哉2112 ＫＳＲｵﾉ ﾄｼﾔ

2時間04分43秒104 戸川　哲哉2129 ﾄｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

2時間05分12秒105 滝花 郁男2071 ＩＱＯ倶楽部ﾀｷﾊﾅ ｲｸｵ

2時間05分20秒106 荻野 功2114 ｵｷﾞﾉ ｲｻｵ

2時間05分42秒107 小西池 龍男2089 ＰＳＣＳｺﾆｼｲｹ ﾀﾂｵ

2時間05分49秒108 栗林　保好2012 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖｼ

2時間06分15秒109 田中 晃一2075 ラン友ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

2時間06分51秒110 大宮司 博2026 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ﾋﾛｼ

2時間07分32秒111 西谷 勝2040 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾙ

2時間07分50秒112 中佐 昌弘2084 ﾅｶｻ ﾏｻﾋﾛ

2時間08分54秒113 今安　博和2077 イマヤスＨＧｲﾏﾔｽ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間09分02秒114 掃部 直樹2048 ｶﾓﾝ ﾅｵｷ

2時間09分06秒115 重松 忠士2059 ｼｹﾞﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ

2時間09分39秒116 川守 英昭2010 ｶﾜﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間09分58秒117 菊池 隆広2054 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ

2時間10分48秒118 杉浦 和明2103 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞｱｷ

2時間11分30秒119 春田　和哉2125 ﾊﾙﾀ ｶｽﾞﾔ

2時間11分39秒120 田中 辰次2043 京都炭山修行走ﾀﾅｶ ﾀﾂｼﾞ

2時間11分48秒121 広里 光昭2016 ﾋﾛｻﾄ ﾐﾂｱｷ

2時間12分21秒122 谷　武夫2037 ﾀﾆ ﾀｹｵ

2時間12分31秒123 番川 修一2049 ＦＦＡﾊﾞﾝｶﾜ ｼｭｳｲﾁ

2時間12分51秒124 牧野 聡2005 ﾏｷﾉ ｻﾄｼ

2時間13分28秒125 端 正史2094 医療法人はし医院ﾊｼ ﾏｻｼ

2時間14分12秒126 橋本 剛2038 京都生活協同組合ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間14分41秒127 黒岩 正威2170 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾀｹ

2時間14分57秒128 小池　隆通2165 ｺｲｹ ﾀｶﾐﾁ

2時間14分57秒129 木本 省二2004 ｷﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

2時間16分30秒130 大槻　誠2128 ｵｵﾂｷ ﾏｺﾄ

2時間17分55秒131 佐野　稔2181 ｻﾉ ﾐﾉﾙ

2時間18分00秒132 安岡 利幸2088 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ

2時間18分15秒133 田中 健二2085 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間18分40秒134 上杉 典久2028 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾘﾋｻ

2時間19分22秒135 和田 徹矢2029 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間20分26秒136 三宅 敏行2117 ﾐﾔｹ ﾄｼﾕｷ

2時間20分38秒137 大屋 立史2047 ｵｵﾔ ﾀﾂｼ

2時間20分41秒138 山本 誠二2137 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ

2時間21分35秒139 森　友保2160 大鳴内橋記念館ﾓﾘ ﾄﾓﾔｽ

2時間21分38秒140 小林 達弥2122 楽風ランナーズｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

2時間24分57秒141 馬杉　庄ニ2061 ﾏｽｷﾞ ｼｮｳｼﾞ

2時間26分32秒142 松浦　利明2146 ﾏﾂﾗ ﾄｼｱｷ

2時間26分36秒143 信原 秀雄2150 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ

2時間26分46秒144 西田 俊明2113 武庫川スポーツクラブﾆｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ

2時間28分15秒145 三上 泉2083 船井走友会ﾐｶﾐ ｷﾖｼ

2時間28分49秒146 佐近 大祐2027 ｻｺﾝ ﾀﾞｲｽｹ

2時間29分34秒147 松嶺 政成2109 ﾏﾂﾐﾈ ﾏｻﾅﾘ

2時間29分58秒148 村上　敏康2147 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾔｽ

2時間31分09秒149 上田　良次2148 丹波を愛する男ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

2時間38分02秒150 塚本　洋2050 ネズリス研究所ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ
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2時間39分07秒151 玉川 正記2102 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｻｷ

2時間39分18秒152 西窪 一2079 ﾆｼｸﾎﾞ ﾊｼﾞﾒ
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