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36分19秒1 大畑 光3408 ガレージオーティスｵｵﾊﾀ ﾋｶﾙ

36分35秒2 鍵 勇気3452 橋本市役所ｶｷﾞ ﾕｳｷ

37分02秒3 田島 優3407 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ

38分54秒4 花尻 誉拡3425 神戸市拳連ﾊﾅｼﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ

40分26秒5 松尾 高良3431 京都久野病院ﾏﾂｵ ﾀｶﾖｼ

41分01秒6 後藤 泰敬3401 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾀｶ

42分19秒7 吉川 智也3404 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ

42分24秒8 布留川 高嗣3419 ハラザップﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ

44分00秒9 本田 耕志3414 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ

44分34秒10 松原 一功3417 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｯｺｳ

47分09秒11 西田 恭一郎3410 長濱製作所ﾆｼﾀﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

48分20秒12 片山　真吾3402 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝｺﾞ

48分31秒13 高阪 達也3455 ｺｳｻｶ ﾀﾂﾔ

48分58秒14 石神　朋広3457 ｲｼｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ

49分33秒15 西垣 勝正3434 ﾆｼｶﾞｷ ｶﾂﾏｻ

49分58秒16 大原 義伸3459 ｵｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

50分26秒17 小倉 宏章3415 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｱｷ

50分37秒18 吉田 脩平3423 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

52分04秒19 安村　弘史3430 ﾔｽﾑﾗ ﾋﾛｼ

52分09秒20 伊坂 訓明3436 エソールｲｻｶ ｸﾆｱｷ

52分13秒21 滝口　和成3435 アズビル京都ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ

52分37秒22 近藤 勝久3442 無しｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｻ

52分44秒23 村井　裕哉3461 ｱｽﾞﾋﾞﾙ京都株式会社ﾑﾗｲ ﾋﾛﾔ

53分40秒24 軽尾　紳也3451 一般ｶﾙｵ ｼﾝﾔ

54分13秒25 青山 雄一3433 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

54分27秒26 森本 晶3421 ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ

54分34秒27 亀井 孝明3420 ｶﾒｲ ﾀｶｱｷ

54分53秒28 山田 雄亮3445 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

54分54秒29 松本 尚志3438 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

55分09秒30 春田 侑紀3447 ﾊﾙﾀ ﾕｳｷ

55分41秒31 今井　春樹3467 ｲﾏｲ ﾊﾙｷ

56分02秒32 乾　翔之助3448 ｲﾇｲ ｼｮｳﾉｽｹ

56分09秒33 渡邊 浩平3450 ウェブワークスﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

57分44秒34 竹村　祐亮3456 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｽｹ

57分45秒35 梶谷 敦3464 ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾂｼ

57分52秒36 越智 裕一郎3453 ｵﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ

58分04秒37 中村 弘樹3427 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ

59分08秒38 峯岸 春樹3441 ﾐﾈｷﾞｼ ﾊﾙｷ

59分17秒39 田原 耕平3460 ﾀﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ

59分20秒40 藤井 正司3454 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｼ

59分21秒41 田井　正信3418 ﾀｲ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間00分38秒42 池上 大原3411 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲｹﾞﾝ

1時間01分32秒43 渡辺 秋典3416 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾘ

1時間02分09秒44 山野 寛知3409 ﾔﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ

1時間02分10秒45 尾藤　友胤3465 ﾋﾞﾄｳ ﾄﾓﾂｸﾞ

1時間02分24秒46 藤本　将太3469 ツクシ走ろう会ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ

1時間02分39秒47 秦 潤一郎3444 プラスラボラトリーﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間03分07秒48 佐々木 哲3428 ｻｻｷ ｱｷﾗ

1時間03分29秒49 上田 昌紀3446 ｶﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間05分20秒50 内田 悠吾3432 ピノスｳﾁﾀﾞ ﾕｳｺﾞ
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1時間06分23秒51 西本 圭吾3440 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1時間07分18秒52 中村　成行3412 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾘﾕｷ

1時間08分21秒53 安井　匠3424 ﾔｽｲ ﾀｸﾐ

1時間10分01秒54 青木 直人3437 ｱｵｷ ﾅｵﾄ

1時間11分10秒55 萩原 進司3426 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

1時間12分02秒56 小池 靖志3466 ｺｲｹ ﾔｽｼ

1時間12分35秒57 渡邉 賢彦3439 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｺ

1時間14分48秒58 奥村 拓之3405 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間16分37秒59 森 大策3403 ２９ＭＦＫﾓﾘ ﾀﾞｲｻｸ

1時間20分21秒60 南口　貴史3458 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ

1時間20分43秒61 岡田　泰守3449 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ

1時間23分15秒62 下村 容規3429 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ
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