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41分22秒1 江本 雄介1015 エモト ユウスケ

41分45秒2 酒井 晴己1020 サカイ ハルキ

42分32秒3 伊藤 貴章1023 イトウ タカフミ

43分21秒4 中田 佳尚1014 ナカダ ヨシタカ

43分36秒5 山名 満男1075 ヤマナ ミツオ

43分38秒6 木下 光1006 キノシタ ヒカル

43分39秒7 桑野 公大1004 クワノ コウタ

44分12秒8 福島 諭1009 フクシマ サトシ

44分27秒9 井手 貴正1034 イデ タカマサ

44分50秒10 岩本 正三1007 イワモト マサミ

46分08秒11 田代 一徳1013 タシロ カズノリ

46分35秒12 茶屋田 剛1094 チャヤダ ツヨシ

47分01秒13 綿貫 隼翔1031 ワタヌキ ハヤト

47分32秒14 塚田 壱咲1039 ツカダ イッサ

47分47秒15 小野 智昭1035 オノ トモアキ

47分57秒16 森 靖英1026 モリ ヤスヒデ

48分05秒17 森山 亮之1032 モリヤマ アキユキ

48分27秒18 井上 光弘1027 イノウエ ミツヒロ

48分30秒19 中島 裕樹1005 ナカシマ ユウキ

48分40秒20 馬場 士道1043 ババ シドウ

48分54秒21 金納 巧1301 キンノウ タクミ

49分09秒22 平 誠司1061 タイラ セイジ

49分30秒23 綿貫 善夫1030 ワタヌキ ヨシオ

49分35秒24 木下 響1044 キノシタ キョウ

49分44秒25 飯野 夏1146 イイノ ナツ

49分54秒26 橋本 浩一1025 ハシモト コウイチ

50分02秒27 山口 昂大1016 ヤマグチ コウタ

50分20秒28 松下 徹1028 マツシタ トオル

50分33秒29 日高 慎太郎1113 ヒダカ シンタロウ

50分50秒30 中島 英治1038 ナカシマ ヒデハル

50分54秒31 轟 和成1057 トドロキ カズナリ

51分28秒32 中道 健太1053 ナカミチ ケンタ

51分49秒33 和田 義弘1024 ワダ ヨシヒロ

52分02秒34 古賀 和則1070 コガ カズノリ

52分51秒35 相園 雄志1029 アイゾノ ユウジ

53分10秒36 堀下 昌浩1062 ホリシタ マサヒロ

53分30秒37 井上 靖1046 イノウエ ヤスシ

53分38秒38 原口 敏昭1018 ハラグチ トシアキ

54分00秒39 熊丸 陽亮1210 クママル ヨウスケ

54分00秒40 軽部 登1042 カルベ ノボル

54分03秒41 角 裕二郎1068 スミ ユウジロウ

54分31秒42 権藤 實1041 ゴンドウ ミノル

55分17秒43 野瀬 岩男1066 ノセ イワオ

55分37秒44 西本 直生1056 ニシモト タダオ

55分39秒45 本田 栄司1304 ホンダ エイジ

55分59秒46 ひっくす じえむす1058 ヒックス ジエムス

56分06秒47 村山 辰也1150 ムラヤマ タツヤ

56分22秒48 加藤 善満1211 カトウ ヨシミツ

56分27秒49 橋本 大樹1112 ハシモト ダイジュ

57分22秒50 小林 久人1120 コバヤシ ヒサト
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57分30秒51 鶴 信弘1107 ツル ノブヒロ

57分43秒52 深田 高貴1124 フカダ タカキ

57分49秒53 権藤 健市1305 ゴンドウ ケンイチ

57分53秒54 戸田 堅1117 トダ ケン

58分07秒55 山口 隆志1055 ヤマグチ タカシ

58分09秒56 江渕 信啓1204 エブチ ノブヒロ

58分27秒57 東 英世1079 ヒガシ ヒデヨ

58分45秒58 森田 欣明1050 モリタ ヨシアキ

58分50秒59 松下 卓1010 マツシタ タク

59分16秒60 山下 次郎1074 ヤマシタ ジロウ

59分17秒61 栗原 伸年1152 クリハラ ノブトシ

59分19秒62 中村 賢一1073 ナカムラ ケンイチ

59分21秒63 工藤 博文1049 クドウ ヒロフミ

59分56秒64 大石 哲男1092 オオイシ テツオ

1時間00分10秒65 岩本 清1090 イワモト キヨシ

1時間00分17秒66 中島 和男1115 ナカシマ カズオ

1時間00分20秒67 安田　正基1119 ヤスダ　マサキ

1時間00分27秒68 上城 政浩1098 ウエンジョウ マサヒロ

1時間01分10秒69 中村 朋宏1059 ナカムラ トモヒロ

1時間01分30秒70 田中 寛1182 タナカ ヒロシ

1時間01分40秒71 山崎 靖弘1091 ヤマサキ ヤスヒロ

1時間01分58秒72 竹内 隆1093 タケウチ タカシ

1時間02分11秒73 穴井 良久1063 アナイ ヨシヒサ

1時間02分16秒74 野上 望1158 ノガミ ノゾム

1時間02分22秒75 宮崎 政弘1045 ミヤザキ マサヒロ

1時間03分02秒76 大里 貞登1126 オオサト サダト

1時間03分06秒77 田嶋 孝義1071 タジマ タカヨシ

1時間03分48秒78 早川 朝幸1084 ハヤカワ アサユキ

1時間04分00秒79 角田 怜央1121 カクタ レオ

1時間04分18秒80 古賀　明則1215 ｺｶﾞ　ｱｷﾉﾘ

1時間04分29秒81 安高 敏行1019 ヤスタカ トシユキ

1時間04分32秒82 有岡 直一1105 アリオカ ナオカズ

1時間04分40秒83 衞藤 将一1065 エトウ ショウイチ

1時間04分56秒84 柴田 誠1303 シバタ マコト

1時間05分03秒85 春本 徹1095 ハルモト トオル

1時間05分52秒86 松野 哲也1052 マツノ テツヤ

1時間06分06秒87 山内 繁臣1080 ヤマウチ シゲトミ

1時間06分15秒88 栗原　紳吾1114 ｸﾘﾊﾗ　ｼﾝｺﾞ

1時間06分25秒89 荒巻 一俊1160 アラマキ カズトシ

1時間06分29秒90 舟越 光彦1140 フナコシ ミツヒコ

1時間06分29秒91 佐野 法彦1133 サノ ノリヒコ

1時間06分33秒92 杉本 芳彦1139 スギモト ヨシヒコ

1時間07分12秒93 高倉 義光1154 タカクラ ヨシミツ

1時間07分24秒94 香田　岳之1183 ｺｳﾀﾞ　ﾀｹｼ

1時間07分29秒95 安田　信彦1169 ヤスダ　ノブヒコ

1時間07分34秒96 田中 耕一1163 タナカ コウイチ

1時間07分42秒97 橋本 達彦1102 ハシモト タツヒコ

1時間07分42秒98 橋本 幸平1033 ハシモト コウヘイ

1時間07分46秒99 石井 孝一1179 イシイ コウイチ

1時間07分57秒100 吉田 博士1151 ヨシダ ヒロシ
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1時間08分07秒101 中島 功一1188 ナカシマ コウイチ

1時間08分07秒102 山内 保信1083 ヤマウチ ヤスノブ

1時間08分20秒103 田中 正人1111 タナカ マサト

1時間08分28秒104 梅野 和彦1109 ウメノ カズヒコ

1時間08分45秒105 原 九州男1130 ハラ クスオ

1時間08分47秒106 廣岡 健男1072 ヒロオカ タケオ

1時間08分58秒107 和田 和久1078 ワダ カズヒサ

1時間09分04秒108 米川 周吾1101 ヨネカワ シュウゴ

1時間09分36秒109 三苫 勝1129 ミトマ マサル

1時間09分50秒110 吉里　博1216 ﾖｼｻﾞﾄ　ﾋﾛｼ

1時間10分13秒111 服巻 啓二1097 ハラマキ ケイジ

1時間10分15秒112 平尾 貴志1116 ヒラオ タカシ

1時間10分35秒113 上城 俊行1087 ウエンジョウ トシユキ

1時間10分58秒114 末石 清二1200 スエイシ セイジ

1時間11分21秒115 小野 栄介1203 オノ エイスケ

1時間11分37秒116 三浦 久夫1177 ミウラ ヒサオ

1時間11分40秒117 小野 宏幸1187 オノ ヒロユキ

1時間12分56秒118 平川 忠雄1082 ヒラカワ タダオ

1時間13分44秒119 池田 智康1081 イケダ トモヤス

1時間14分36秒120 藤本 卓也1099 フジモト タクヤ

1時間15分01秒121 尾田 真一1168 オダ シンイチ

1時間15分03秒122 尾田 一貴1166 オダ カズタカ

1時間15分09秒123 上村 義則1192 ウエムラ ヨシノリ

1時間15分52秒124 神谷 誠1162 コウヤ マコト

1時間17分27秒125 末永 昌明1153 スエナガ マサアキ

1時間17分40秒126 吉田 昇1069 ヨシダ ノボル

1時間20分54秒127 斉藤 次徳1137 サイトウ ツギノリ

1時間21分28秒128 井上 誠治1306 イノウエ セイジ

1時間24分21秒129 武藤 博文1190 ムトウ ヒロフミ

1時間24分47秒130 橋本 浩1036 ハシモト ヒロシ

1時間26分15秒131 髙山 達三1184 コウヤマ タツミ

1時間26分39秒132 千倉 崚1170 チクラ リョウ

1時間27分20秒133 鉢田 正志1159 ハチダ マサシ

1時間28分12秒134 井手 真1047 大濠ランナーズイデ マコト

1時間28分29秒135 田中 秀和1171 タナカ ヒデカズ

1時間34分50秒136 黒木 保徳1142 クロキ ヤスノリ

1時間35分08秒137 権藤 敏博1198 ゴンドウ トシヒロ

1時間35分17秒138 谷口 悟1104 タニグチ サトル

1時間38分33秒139 秋山 瑛二1076 アキヤマ エイジ

1時間38分56秒140 岡本 辰美1207 オカモト タツミ

1時間43分55秒141 吉本 淳1180 ヨシモト ジュン

1時間44分43秒142 境 泰明1181 サカイ ヤスアキ

1時間49分47秒143 屈岡 俊1122 クツオカ タカシ

1時間50分42秒144 中原 克也1100 ナカハラ カツヤ
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