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1時間22分00秒1 柿原 貴次2227 柿原整体治療院ｶｷﾊﾗ ﾀｶｼﾞ

1時間33分07秒2 高橋 良典2259 滋賀陸協ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

1時間34分19秒3 大西　人志2234 ウッディＲＣｵｵﾆｼ ﾋﾄｼ

1時間36分26秒4 亀嶋 慎一2204 ｶﾒｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間38分54秒5 池成 治2245 金曜走ろう会ｲｹﾅﾘ ｵｻﾑ

1時間39分02秒6 門 祐輔2253 ﾓﾝ ﾕｳｽｹ

1時間39分57秒7 山本 泰典2269 加悦走友会ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

1時間40分26秒8 岩崎 利幸2282 舞鶴クラブｲﾜｻｷ ﾄｼﾕｷ

1時間40分42秒9 田中 一2214 ＷＡＣﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

1時間43分09秒10 三宅 荘介2221 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ

1時間43分53秒11 市野 和彦2287 桂酔走楽団ｲﾁﾉ ｶｽﾞﾋｺ

1時間45分40秒12 糸井 郁夫2202 ｲﾄｲ ｲｸｵ

1時間46分42秒13 福谷 憲児2223 福谷製作所ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

1時間47分42秒14 榎本　康二2203 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間49分26秒15 内田 隆三2242 宝が池ＳＴＣｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ

1時間49分49秒16 川本 晴彦2237 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ

1時間50分04秒17 前野 伸吉2270 ﾏｴﾉ ｼﾝｷﾁ

1時間51分27秒18 細見　均2235 チーム　くわの里ﾎｿﾐ ﾋﾄｼ

1時間51分55秒19 鈴木 修二郎2236 京ＲＵＮ走ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

1時間52分21秒20 西田 隆彦2265 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

1時間53分00秒21 大菅 進2251 ｵｵｽｶﾞ ｽｽﾑ

1時間53分37秒22 野々口 徹2219 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

1時間54分11秒23 中川 勝仁2226 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｼﾞ

1時間54分20秒24 桜井　一2246 ｻｸﾗｲ ﾊｼﾞﾒ

1時間54分31秒25 河原 義明2256 壬生走龍会ｶﾜﾊﾗ ﾖｼｱｷ

1時間54分36秒26 山本 明2233 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ

1時間54分53秒27 佐々木 恒光2201 ｻｻｷ ﾂﾈﾐﾂ

1時間55分18秒28 藤浪　幹也2288 京都ＹＥＧ楽風ﾌｼﾞﾅﾐ ﾐｷﾔ

1時間56分27秒29 三上 雅之2264 ミカミ住宅ﾐｶﾐ ﾏｻﾕｷ

1時間56分53秒30 豊岡　満男2230 ﾄﾖｵｶ ﾐﾂｵ

1時間57分31秒31 吉岡 均2222 ﾖｼｵｶ ﾋﾄｼ

1時間58分11秒32 大西 巧2212 ＭＵＴＢｵｵﾆｼ ﾀｸﾐ

1時間58分19秒33 西川 嘉洋2257 ザバスﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間58分26秒34 都原　和満2206 ﾄﾊﾗ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間58分40秒35 中村 喜英2271 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ

1時間59分16秒36 原口 久輝2249 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋｻﾃﾙ

2時間01分07秒37 川辺 民昭2213 ＲＩＫＵＤＯｶﾜﾍﾞ ﾀﾐｱｷ

2時間03分19秒38 岸田 年弘2286 コジャックＲＣｷｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

2時間03分58秒39 藤田 正2275 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ

2時間04分37秒40 黒田 巧2248 楽風ランナーズｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ

2時間04分47秒41 岡澤 章好2229 スポセンランナーズｵｶｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ

2時間05分07秒42 金南 秀樹2285 ｷﾝﾅﾝ ﾋﾃﾞｷ

2時間07分13秒43 井関　康宏2278 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ

2時間09分12秒44 岩田 仁2228 おーい！たまらんｲﾜﾀ ﾋﾄｼ

2時間09分12秒45 小山 明彦2239 カツラ電工ｺﾔﾏ ｱｷﾋｺ

2時間11分44秒46 尾崎 吉晃2280 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾃﾙ

2時間12分32秒47 槌田　俊秀2241 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間12分52秒48 鞭 通2250 ﾑﾁ ﾄｵﾙ

2時間13分14秒49 辻 隆司2272 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ

2時間13分39秒50 太田 英一2217 ｵｵﾀ ｴｲｲﾁ
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2時間14分27秒51 吉田　昌治2211 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ

2時間14分37秒52 佛田 秀治2268 大村中学校ﾌﾞﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ

2時間15分09秒53 城下　輝治2247 ｼﾛｼﾀ ﾃﾙｼﾞ

2時間15分48秒54 大町 真二2208 太陽が丘ＪＣｵｵﾏﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間15分51秒55 佐々木　繁夫2254 ｻｻｷ ｼｹﾞｵ

2時間16分25秒56 吉川 裕康2240 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ

2時間16分33秒57 山根 修一2225 ﾔﾏﾈ ｼｭｳｲﾁ

2時間17分36秒58 波多野 裕之2231 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間20分01秒59 石田 高仁2266 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ

2時間20分46秒60 西村 保彦2260 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾋｺ

2時間21分15秒61 向 達哉2258 ﾑｶｲ ﾀﾂﾔ

2時間21分30秒62 川橋 豊2220 醒泉ランナーズｶﾜﾊｼ ﾕﾀｶ

2時間22分34秒63 村田 孝二2283 ＫＴＢホノルル会ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ

2時間23分15秒64 小澤　司2244 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ

2時間23分44秒65 田中　宏和2276 個人ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間24分41秒66 池ノ上　晃一2274 池ノ上医院ＲＣｲｹﾉｳｴ ｺｳｲﾁ

2時間26分21秒67 廣岡 嘉明2273 ピノスﾋﾛｵｶ ﾖｼｱｷ

2時間26分25秒68 髙木　靖2216 走たろうﾀｶｷﾞ ﾔｽｼ

2時間26分27秒69 荒木　吉彦2252 根来峠ランｱﾗｷ ﾖｼﾋｺ

2時間30分50秒70 九谷田 義之2263 ｸﾀﾆﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間35分57秒71 山梨 彰一2207 京都ＹＥＧ楽風ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｲﾁ

2時間40分09秒72 雨森 治2279 ｱﾒﾓﾘ ｵｻﾑ

2時間41分03秒73 黒木 潔2284 ｸﾛｷ ｷﾖｼ
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