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1時間11分46秒1 下村 悟1295 パナソニックホームズｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ

1時間13分19秒2 竹村 真一1223 小野市ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間14分04秒3 今西 智信1235 マソ練ｲﾏﾆｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ

1時間14分50秒4 中井 芳聡1212 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎﾅｶｲ ﾖｼｱｷ

1時間16分49秒5 大木 一範1294 宮津市陸協ｵｵｷ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間17分43秒6 西川 誠1253 パナソニックﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ

1時間19分04秒7 浅田 俊彦1226 ユニバーＳＣｱｻﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

1時間19分44秒8 梶山 鉄平1258 ｶｼﾞﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

1時間19分59秒9 松政 正之1232 ﾏﾂﾏｻ ﾏｻﾕｷ

1時間20分45秒10 松永 良太1270 西練ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間23分20秒11 西村 友弘1211 Ｔｅａｍ．ＡＴＫﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ

1時間23分32秒12 野木 真智1281 いずもんずﾉｷﾞ ﾏｻﾄﾓ

1時間23分35秒13 永田 雄次1247 こーひーらんなーﾅｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間23分38秒14 乙村 直人1283 Ｔ－ＳＱＵＡＲＥｵﾄﾑﾗ ﾅｵﾄ

1時間23分46秒15 足立 高義1289 福知山ジョギングクラブｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾖｼ

1時間25分43秒16 為井 智也1209 ﾀﾒｲ ﾄﾓﾔ

1時間25分45秒17 後藤 泰敬1291 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾀｶ

1時間25分48秒18 芝野 元気1277 途中が丘ＲＣｼﾊﾞﾉ ｹﾞﾝｷ

1時間26分33秒19 三木 健司1274 ホシデンＡＣﾐｷ ｹﾝｼﾞ

1時間26分39秒20 永山 智貴1278 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ

1時間26分55秒21 西川 崇1260 洛陽不動産鑑定ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ

1時間26分55秒22 山内 博之1299 ガゼル西賀茂ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ

1時間27分06秒23 西村 淳1250 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間27分27秒24 福田 晴幸1204 ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ

1時間27分59秒25 園田 佳範1222 三田谷ＪＣｿﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間28分00秒26 安達 哲哉1243 ぐっちらんらんｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ

1時間28分02秒27 玉田 智也1298 ﾀﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ

1時間28分20秒28 碓井 文隆1216 ｳｽｲ ﾌﾐﾀｶ

1時間28分23秒29 大塚 真弘1207 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾛ

1時間28分30秒30 酒井 慎也1227 ｻｶｲ ｼﾝﾔ

1時間29分07秒31 高橋 哲1422 サトウ練習会ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ

1時間29分14秒32 甲斐 豊健1290 太陽が丘ＪＣｶｲ ﾄﾖﾀｹ

1時間29分23秒33 平田 哲朗1246 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間29分34秒34 形部 邦昌1301 亀岡市役所ｷﾞｮｳﾌﾞ ｸﾆﾏｻ

1時間29分49秒35 黒田 亮1272 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間30分12秒36 西田 安彦1251 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

1時間30分30秒37 和久 弥1249 ﾜｸ ﾋｻｼ

1時間30分32秒38 谷口 和徳1259 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間30分41秒39 李 京浩1240 ホシデンＡＣﾘ ｷｮﾝﾎ

1時間30分43秒40 織部 修一1276 第７普通科連隊ｵﾘﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ

1時間31分02秒41 近藤 隆1208 こんちゃんクラブｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ

1時間31分09秒42 河合 勝雄1205 ｶﾜｲ ｶﾂｵ

1時間31分34秒43 山下 茂1365 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ

1時間32分11秒44 吉村 佳祐1239 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間32分44秒45 南 浩明1269 走る大山崎男ﾐﾅﾐ ﾋﾛｱｷ

1時間33分58秒46 寺井 正和1284 寺井三兄弟ﾃﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ

1時間34分34秒47 大角 一生1233 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ

1時間34分36秒48 森廣 和久1242 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾋｻ

1時間34分44秒49 濱元 靖典1237 ﾊﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

1時間35分25秒50 参田 整二1293 ｻﾝﾀﾞ ｾｲｼﾞ
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1時間35分55秒51 今井 道則1261 ＷＲＣｲﾏｲ ﾐﾁﾉﾘ

1時間36分07秒52 山本 薫1224 西賀茂ランナーズﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ

1時間36分09秒53 本庄 康人1265 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾋﾄ

1時間36分11秒54 佐藤 昭則1280 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ

1時間37分12秒55 岡本 康志1279 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｼ

1時間37分14秒56 田口 忠司1218 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1時間37分18秒57 川勝 義隆1268 そうまぐみｶﾜｶﾂ ﾖｼﾀｶ

1時間37分39秒58 柳 徹1245 ﾔﾅｷﾞ ﾄｵﾙ

1時間37分52秒59 清水 宏修1244 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間38分08秒60 高橋 敬太1300 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

1時間38分19秒61 村上 健治1255 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ

1時間38分57秒62 小浜 武士1286 ｺﾊﾏ ﾀｹｼ

1時間38分59秒63 嵐 謙次郎1266 ｱﾗｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間39分23秒64 竹下　和宏1292 竹屋町　竹久ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間39分23秒65 谷内 裕樹1214 ﾔﾁ ﾋﾛｷ

1時間39分30秒66 中村 貴志1271 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間40分11秒67 安田 貴俊1241 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

1時間40分13秒68 野口　綱太1424 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ

1時間40分18秒69 舟橋 俊和1228 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ

1時間40分31秒70 比留間 栄一1234 ﾋﾙﾏ ｴｲｲﾁ

1時間40分48秒71 岡田 賢治1231 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間41分04秒72 菱田 英生1316 ﾋｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間41分09秒73 中西 良太1202 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ

1時間41分22秒74 山下 直高1263 村上学級ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾀｶ

1時間41分30秒75 益田 岳司1358 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間41分53秒76 山本 大五郎1219 ほるもん大五郎ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

1時間42分32秒77 田中 憲幸1297 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ

1時間42分44秒78 鈴木 啓介1275 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ

1時間43分03秒79 木村　勲1296 洛西TFRｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間43分34秒80 野瀬井 常樹1220 ﾉｾｲ ﾂﾈｷ

1時間43分35秒81 永徳 直己1321 ｴｲﾄｸ ﾅｵｷ

1時間43分49秒82 西原 寛貴1314 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ

1時間44分21秒83 大津 敬人1363 ｵｵﾂ ﾕｷﾋﾄ

1時間44分57秒84 木村 好孝1230 ｷﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

1時間45分03秒85 吉田 民洪1210 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾐﾋﾛ

1時間45分12秒86 巽 規全1302 ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ

1時間45分47秒87 石橋 威志1313 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹｼ

1時間45分53秒88 田村 尊彦1375 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

1時間46分23秒89 中道 宣人1264 ﾅｶﾐﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ

1時間46分33秒90 庄林 宏和1325 西日本電信電話ｼｮｳﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間47分02秒91 藤本 幸範1357 たこつぼ荘ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ

1時間47分18秒92 岡本 仁志1287 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間47分24秒93 西田 関1320 ﾆｼﾀﾞ ｾｷ

1時間47分32秒94 山崎 章宏1303 舞鶴ジュニアﾔﾏｻｷ ｱｷﾋﾛ

1時間47分46秒95 島田 裕士1206 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間47分59秒96 田中 宏紳1262 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間49分06秒97 谷 智行1347 ﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

1時間49分10秒98 齋藤 健1326 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ

1時間49分28秒99 木瀬 一将1330 京都ランナーズｷｾ ｶｽﾞﾏｻ

1時間49分43秒100 丸本 祐三1305 ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ
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1時間49分57秒101 山下 晋平1359 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間50分15秒102 楽得 能照1215 ﾗｸｴ ﾖｼﾃﾙ

1時間50分29秒103 杉山 直1340 ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾅｵ

1時間50分45秒104 西畑 耕治1367 ﾆｼﾊﾀ ｺｳｼﾞ

1時間50分59秒105 林 和弘1256 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間51分18秒106 水上 隆之1416 岩滝ＲＣﾐｽﾞｶﾐ ﾀｶﾕｷ

1時間51分50秒107 西村 康成1343 宇治市役所ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ

1時間51分53秒108 橋本 広明1336 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

1時間52分07秒109 松本 一希1308 株式会社ＤＦＣﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ

1時間52分20秒110 野口 和浩1333 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間52分22秒111 新垣 隆一郎1257 たまなおあんｱﾗｶｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

1時間52分44秒112 岡本 幸一1376 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ

1時間52分57秒113 山崎 雅司1360 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ

1時間53分23秒114 川口 桂司1356 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ

1時間54分52秒115 丹羽 隆介1252 舞鶴選抜ﾆﾜ ﾘｭｳｽｹ

1時間54分56秒116 横谷 宏明1229 ﾖｺﾀﾆ ﾋﾛｱｷ

1時間55分10秒117 髙橋 裕行1345 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分31秒118 西田 浩一1238 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間56分41秒119 田中 亮1317 堺電業株式会社ﾀﾅｶ ﾘｮｳ

1時間56分45秒120 大西 克久1201 ｵｵﾆｼ ｶﾂﾋｻ

1時間57分03秒121 渡邉 正樹1339 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

1時間57分09秒122 今井 裕典1348 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ

1時間57分15秒123 中根 準士1349 ﾅｶﾈ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間57分23秒124 田中 裕樹1267 読売ゴルフﾀﾅｶ ﾕｳｷ

1時間57分58秒125 岡安　博行1355 ｵｶﾔｽ ﾋﾛﾕｷ

1時間58分30秒126 草場 亨1370 ｸｻﾊﾞ ﾘｮｳ

1時間58分50秒127 森本 勝士1346 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾂｼ

1時間58分56秒128 清水 博之1364 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間00分05秒129 矢野 博之1288 ぽっぽＲＣﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間00分15秒130 佐藤 耕児1351 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間00分24秒131 服部 孝洋1352 近畿地整ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

2時間00分56秒132 藤田 豊和1372 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖｶｽﾞ

2時間01分23秒133 西川 仁1282 スーパートライﾆｼｶﾜ ﾋﾄｼ

2時間01分31秒134 樋口 篤司1327 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ

2時間01分37秒135 鈴木 直人8012 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ

2時間01分40秒136 芦田 哲也1379 ｱｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間02分11秒137 阪上 栄一1350 ｻｶｳｴ ｴｲｲﾁ

2時間02分37秒138 中川 太志1217 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ

2時間02分43秒139 小谷 洋平1341 ｺﾀﾆ ﾖｳﾍｲ

2時間05分03秒140 川本 一喜1354 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2時間05分10秒141 池田 豊若1366 ｲｹﾀﾞ ﾄﾖﾜｶ

2時間05分36秒142 内藤 智久1319 東入ル西入ルﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ

2時間06分25秒143 村上 真水1337 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｽｲ

2時間06分30秒144 森本 忠司1318 ぽっぽＲＣﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

2時間06分39秒145 中條 了1332 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ

2時間06分51秒146 小橋 孝行1381 ｺﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ

2時間06分53秒147 赤星 康久1338 ｱｶﾎｼ ﾔｽﾋｻ

2時間06分56秒148 山本 敏之1307 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

2時間07分44秒149 山内 誠二1331 ﾔﾏｳﾁ ｾｲｼﾞ

2時間09分23秒150 高徳 哲也1396 ﾀｶﾄｸ ﾃﾂﾔ
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2時間10分09秒151 田部 勇志1315 ﾀﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間10分10秒152 里田 吉孝1415 ｻﾄﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間10分29秒153 八木 智史1409 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ

2時間10分31秒154 上田 学1387 ｳｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

2時間10分46秒155 岡下 進1392 ｵｶｼﾀ ｽｽﾑ

2時間11分32秒156 杉森 広章1386 ｽｷﾞﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

2時間11分43秒157 伊吹 友博1368 ｲﾌﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

2時間11分45秒158 大坊 忠将1369 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ﾀﾀﾞﾏｻ

2時間12分03秒159 藤竹 俊輔1322 ＦＵＲＣﾌｼﾞﾀｹ ｼｭﾝｽｹ

2時間12分26秒160 井上 賢三1328 ｲﾉｳｴ ｹﾝｿﾞｳ

2時間13分39秒161 荒井 隆治1406 ｱﾗｲ ﾀｶﾊﾙ

2時間14分28秒162 山田 正人1377 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ

2時間14分40秒163 岡山　正太郎1310 群民の会ｵｶﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

2時間15分35秒164 中西 俊哉1399 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾔ

2時間15分59秒165 荻原 卓司1402 楽風ランナーズｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ

2時間16分22秒166 水谷 透1407 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｵﾙ

2時間16分23秒167 田中 慎二1412 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

2時間17分58秒168 河村 義昭1383 天龍会ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間18分19秒169 渥美 桂太1378 ｱﾂﾐ ｹｲﾀ

2時間18分22秒170 藤田 隆志1353 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

2時間18分55秒171 福永 浩之1418 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間19分10秒172 後藤 克彦1361 三谷商事株式会社ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋｺ

2時間20分08秒173 曽束 和司1203 ｿﾂｶ ｶｽﾞｼ

2時間20分29秒174 伊藤 憲司1410 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ

2時間21分00秒175 長尾 嘉浩1395 京都市職員さわやか会ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾋﾛ

2時間21分17秒176 中本 勝也1420 ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ

2時間23分36秒177 鈴木 直人1401 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ

2時間24分06秒178 多和 寛1411 ﾀﾜ ﾋﾛｼ

2時間24分22秒179 田里 茂雄1403 ﾀｻﾞﾄ ｼｹﾞｵ

2時間24分48秒180 木村 達也1393 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ

2時間25分24秒181 清瀬 尚之1384 ｷﾖｾ ﾅｵﾕｷ

2時間25分26秒182 乾 倫治1344 神谷紙器工業所ｲﾇｲ ﾄﾓﾊﾙ

2時間25分53秒183 四方 孝平1374 日東精工ｼｶﾀ ﾀｶﾋﾗ

2時間25分59秒184 林 亮1371 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ

2時間28分20秒185 玉林 文人1362 ﾀﾏﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾄ

2時間29分50秒186 宮地 耕平1421 ﾐﾔｼﾞ ｺｳﾍｲ

2時間30分18秒187 田中 良成1397 洛南天竜会ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ

2時間32分58秒188 中辻 正隆1388 ﾅｶﾂｼﾞ ﾏｻﾀｶ

2時間33分37秒189 平岡 敬介1323 ﾋﾗｵｶ ｹｲｽｹ

2時間33分57秒190 竹澤 喜信1404 ﾀｹｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間34分37秒191 足立 正1413 朝来市役所ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

2時間35分45秒192 林 譲也1419 福井厚生病院ﾊﾔｼ ｼﾞｮｳﾔ

2時間36分06秒193 藤原 英也1254 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾔ

2時間37分14秒194 稲上 収1373 ｲﾅｶﾞﾐ ｵｻﾑ
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