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38分57秒1 内田　武史3861 パナソニックＬＳｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ

41分47秒2 芦田 孝3831 ランコネｱｼﾀﾞ ﾀｶｼ

41分52秒3 松見　誠二3855 途中ヶ丘ＲＣﾏﾂﾐ ｾｲｼﾞ

42分47秒4 上田 幸司3803 ガゼル西賀茂ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ

42分54秒5 堀田 雅3856 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ

45分20秒6 北出 光彦3827 日本通運ｷﾀﾃﾞ ﾐﾂﾋｺ

47分51秒7 三宅 文彦3805 ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ

47分56秒8 中井　和彦3854 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

49分12秒9 足立 克己3821 あなこんだ猪名川ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾐ

49分28秒10 中嶋 雅孝3863 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ

49分39秒11 大森 久也3844 ｵｵﾓﾘ ﾋｻﾔ

49分59秒12 北浜 俊哉3825 宝が池ＳＴＣｷﾀﾊﾏ ﾄｼﾔ

50分05秒13 川北 浩志3824 ｶﾜｷﾀ ﾋﾛｼ

50分52秒14 山田 宏3870 チームＩＤＥﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

52分02秒15 皿谷 和久3838 ｻﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｻ

53分21秒16 松下　浩明3829 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｱｷ

53分43秒17 桂　初彦3820 ｶﾂﾗ ﾊﾂﾋｺ

54分00秒18 岡田 誠二3839 ｵｶﾀﾞ ｾｲｼﾞ

54分25秒19 仲谷　行雄3813 ﾅｶﾀﾆ ﾕｷｵ

54分48秒20 北尾 直3812 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ

55分36秒21 岩崎 辰也3830 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾔ

55分59秒22 長谷川 幸信3843 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ

56分07秒23 宮﨑　充司3823 柏原ランナーズﾐﾔｻﾞｷ ｱﾂｼ

56分40秒24 川端　常太3807 にんたまランナーズｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾈﾀ

56分50秒25 ツダ コウセイ3862 ﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ

57分08秒26 森川　聖輔3816 ライスランﾓﾘｶﾜ ｾｲｽｹ

57分18秒27 澤田 直隆3832 楽風ランナーズｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ

57分49秒28 栗山 聡史3802 ｸﾘﾔﾏ ｻﾄｼ

57分53秒29 村田 和浩3835 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

58分08秒30 井上 裕之3840 フジクラｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

58分23秒31 堀江 達夫3857 ﾎﾘｴ ﾀﾂｵ

58分51秒32 岩田　秀一3850 ｲﾜﾀ ｼｭｳｲﾁ

59分05秒33 伊藤 正浩3811 わかちやんＦＲＣｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

1時間01分09秒34 西村　俊明3847 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｱｷ

1時間01分18秒35 内貴 崇3841 ﾅｲｷ ﾀｶｼ

1時間01分37秒36 岸本 昭彦3864 ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ

1時間01分55秒37 田村 孔聡3837 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ

1時間02分15秒38 村山 英隆3853 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間02分20秒39 土屋 正治3865 ﾂﾁﾔ ﾏｻｼﾞ

1時間03分40秒40 畑段 隆浩3822 チームらくちんﾊﾀﾀﾞﾝ ﾀｶﾋﾛ

1時間04分07秒41 服部 正次3809 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間04分17秒42 熱田　友宏3866 ｱﾂﾀ ﾕｳｺｳ

1時間04分24秒43 園田　耕司3858 ｿﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間04分26秒44 野村　隆俊3828 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

1時間04分37秒45 中本　浩3806 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間04分53秒46 平和 清久3834 ﾋﾗﾜ ｷﾖﾋｻ

1時間05分41秒47 鷲谷　卓也3867 ﾜｼﾀﾆ ﾀｸﾔ

1時間06分29秒48 原添 勉3836 ﾊﾗｿﾞｴ ﾂﾄﾑ

1時間06分40秒49 阪口 昌昭3815 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ

1時間06分45秒50 小川 衛3845 ｵｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ
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1時間06分52秒51 山内 浩3851 ヨセアツメﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間06分53秒52 桑田　浩3842 カンカン倶楽部ｸﾜﾀ ﾋﾛｼ

1時間06分56秒53 片山　謙治3848 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間06分59秒54 梶 博3810 ｶｼﾞ ﾋﾛｼ

1時間07分11秒55 鈴木　和之3874 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ

1時間07分15秒56 東川 喜昭3826 ﾄｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ

1時間07分39秒57 山田 洋一3869 コジャックＲＣﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

1時間07分41秒58 三舩 司郎3804 ﾐﾌﾈ ｼﾛｳ

1時間08分07秒59 小竹　茂夫3859 ｺﾀｹ ｼｹﾞｵ

1時間08分13秒60 岡崎 和久3801 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ

1時間08分55秒61 尾崎 幸次3817 ｵｻﾞｷ ｺｳｼﾞ

1時間10分24秒62 羽田 信晴3852 ヨセアツメﾊﾈﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ

1時間11分06秒63 大森　英樹3846 ｵｵﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ

1時間11分36秒64 人見 秀敏3873 ﾋﾄﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間13分40秒65 山口 智史3849 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ

1時間13分42秒66 久保 眞一郎3808 ｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間15分03秒67 岡田 芳郎9031 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾛｳ

1時間15分25秒68 瀬川 幸弘3872 ランピースｾｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ

1時間15分50秒69 樋口　孝臣3860 うな良ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｵﾐ

1時間24分50秒70 近藤　昭夫3818 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ

1時間38分18秒71 井上 秀徳3833 ＫＳＲｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ
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