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1時間16分50秒1 浜田 勝義2168 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂﾖｼ

1時間17分43秒2 佐古 武彦2064 ｻｺ ﾀｹﾋｺ

1時間18分29秒3 谷口 隆司2128 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間19分23秒4 岡野 祥平2019 ｵｶﾉ ｼｮｳﾍｲ

1時間19分54秒5 三村 義雄2067 ﾐﾑﾗ ﾖｼｵ

1時間25分05秒6 三輪 圭司2070 ﾐﾜ ｹｲｼﾞ

1時間25分17秒7 関　伸也2026 ｾｷ ｼﾝﾔ

1時間29分16秒8 佐野 正義2066 ｻﾉ ﾏｻﾖｼ

1時間29分43秒9 岡本 哲2018 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ

1時間31分20秒10 加藤　孝幸2020 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間32分02秒11 畑中 健二2163 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

1時間32分18秒12 入江 正彦2157 ｲﾘｴ ﾏｻﾋｺ

1時間32分27秒13 内田 豪幸2156 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹﾕｷ

1時間34分48秒14 長尾　竜彦2140 ﾅｶﾞｵ ﾀﾂﾋｺ

1時間35分34秒15 西川 耕史2108 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間36分51秒16 末永 裕之2180 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分03秒17 竹弘 信行2131 ﾀｹﾋﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間38分06秒18 五島　儀久2053 ｺﾞｼﾏ ﾖｼﾋｻ

1時間39分06秒19 船谷 裕司2115 ﾌﾅﾀﾆ ﾕｳｼﾞ

1時間39分16秒20 豊嶋 忠夫2176 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾀﾞｵ

1時間39分17秒21 川中　和幸2113 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ

1時間39分23秒22 雛倉 啓多2103 ﾋﾅｸﾗ ｹｲﾀ

1時間39分51秒23 猪熊 弘樹2137 ｲﾉｸﾏ ﾋﾛｷ

1時間40分43秒24 後藤田 淳2055 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間40分59秒25 櫛引 敬嗣2046 ｸｼﾋﾞｷ ﾀｶｼ

1時間43分24秒26 原田　晋吾2048 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間43分31秒27 大加戸 秀樹2121 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間43分34秒28 村上 徹達2118 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷｼｹﾞ

1時間44分06秒29 森谷 聡2101 ﾓﾘﾀﾆ ｻﾄﾙ

1時間44分26秒30 山地 裕之2073 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分52秒31 大藪 巨樹2123 ｵｵﾔﾌﾞ ﾅｵｷ

1時間45分14秒32 三村 晃一2068 ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁ

1時間45分27秒33 田中 裕之2145 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間45分30秒34 杉谷 昭雄2104 ｽｷﾞﾀﾆ ｱｷｵ

1時間46分31秒35 髙内　善2191 ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ

1時間46分37秒36 籔床 洋平2190 ﾔﾌﾞﾄｺ ﾖｳﾍｲ

1時間47分14秒37 浜口 寛2167 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

1時間47分57秒38 柏木 亮2161 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳ

1時間48分14秒39 榎並 秀樹2011 ｴﾅﾐ ﾋﾃﾞｷ

1時間48分37秒40 吉川 拓雄2035 ﾖｼｶﾜ ﾀｸｵ

1時間48分58秒41 加藤 隆2021 ｶﾄｳ ﾀｶｼ

1時間49分22秒42 牛若 公一2040 ｳｼﾜｶ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間49分40秒43 竹原 隆司2130 ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ

1時間49分57秒44 佐原 正樹2063 ｻﾊﾗ ﾏｻｷ

1時間50分10秒45 面手 一義2181 ｵﾓﾃ ｶｽﾞﾖｼ

1時間50分43秒46 出田 修2085 ｲﾃﾞﾀ ﾂﾄﾑ

1時間50分52秒47 岩橋 徹也2029 ｲﾜﾊｼ ﾃﾂﾔ

1時間50分54秒48 井上 陽一2008 ｲﾉｳｴ ﾖｳｲﾁ

1時間51分17秒49 吉末 謙二2038 ﾖｼｽｴ ｹﾝｼﾞ

1時間51分35秒50 興梠 和義2045 ｺｳﾛｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ
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1時間51分49秒51 蟹井 修三2022 ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ

1時間52分02秒52 辰巳 謙三2124 ﾀﾂﾐ ｹﾝｿﾞｳ

1時間52分21秒53 清水 茂2106 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間52分30秒54 菊地 泰博2031 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ

1時間52分37秒55 中山 士郎2132 ﾅｶﾔﾏ ｼﾛｳ

1時間52分37秒56 八束 雄司2164 ﾔﾂｶ ﾕｳｼﾞ

1時間52分47秒57 田畑 史朗2146 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾛｳ

1時間53分31秒58 矢作 豪2185 ﾔﾊｷﾞ ﾂﾖｼ

1時間53分47秒59 四方 孝平2079 ｼｶﾀ ﾀｶﾋﾗ

1時間53分47秒60 乾　史憲2025 ｲﾇｲ ﾌﾐﾉﾘ

1時間53分59秒61 菊池 宏2032 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ

1時間53分59秒62 川良 正治2114 ｶﾜﾗ ﾏｻﾊﾙ

1時間54分36秒63 西田 穣2109 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間55分13秒64 梅本 洋一2160 ｳﾒﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

1時間55分32秒65 福島 郁男2172 ﾌｸｼﾏ ｲｸｵ

1時間56分00秒66 小田 健司2089 ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間56分12秒67 岩下 真一2027 ｲﾜｼﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間56分28秒68 藤原 修2153 ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｻﾑ

1時間56分33秒69 後藤 勝彦2054 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋｺ

1時間57分17秒70 高草　大次郎2060 ﾀｶｸｻ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

1時間58分04秒71 多田　年男2120 ﾀﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間58分07秒72 和田 庄治2186 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

1時間58分11秒73 巽 泰2125 ﾀﾂﾐ ﾕﾀｶ

1時間58分32秒74 押川　弘典2017 ｵｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

1時間58分41秒75 中島 晃2134 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾗ

1時間58分44秒76 米田　敏之2174 ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間59分01秒77 増尾 厚史2117 ﾏｽｵ ｱﾂｼ

1時間59分11秒78 戸野 隆弘2052 ﾄﾉ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分17秒79 門間　博通2183 ｶﾄﾞﾏ ﾋﾛﾐﾁ

1時間59分21秒80 藤 彰吾2150 ﾌｼﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間59分30秒81 守屋 浩一2084 ﾓﾘﾔ ｺｳｲﾁ

1時間59分52秒82 柴田 正明2081 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｱｷ

2時間00分22秒83 戸川 直樹2050 ﾄｶﾞﾜ ﾅｵｷ

2時間00分53秒84 藤元 義之2151 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

2時間01分22秒85 土井 一記2148 ﾄﾞｲ ｶｽﾞｷ

2時間01分24秒86 角金 幸治2023 ｶﾄﾞｶﾈ ｺｳｼﾞ

2時間01分27秒87 尾持　勝彦2166 ｵﾓﾁ ｶﾂﾋｺ

2時間02分03秒88 吉田 一也2036 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間02分36秒89 藤田 亘2154 ﾌｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ

2時間02分37秒90 山中 高弘2074 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

2時間02分55秒91 池田 政典2129 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間03分19秒92 籠井 雅人2189 ｶｺﾞｲ ﾏｻﾄ

2時間03分31秒93 高尾 信太郎2061 ﾀｶｵ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間04分00秒94 蔭山 修史2009 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

2時間04分03秒95 山本 研人2077 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ

2時間04分15秒96 馬場 巌2158 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｲﾜｵ

2時間04分26秒97 上田 通雅2095 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁﾏｻ

2時間04分33秒98 山浦 裕2071 ﾔﾏｳﾗ ﾕﾀｶ

2時間04分36秒99 森川 賢悟2100 ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｺﾞ

2時間05分11秒100 安田 修2005 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ
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2時間05分55秒101 上垣 晴久2094 ｳｴｶﾞｷ ﾊﾙﾋｻ

2時間06分05秒102 若槻 明2083 ﾜｶﾂｷ ｱｷﾗ

2時間06分34秒103 松岡 幸成2091 ﾏﾂｵｶ ﾕｷﾅﾘ

2時間06分38秒104 芦田 哲也2003 ｱｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間06分54秒105 福岡 数彦2170 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

2時間06分55秒106 藤原 浩久2152 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾋｻ

2時間07分11秒107 塩谷 聡2013 ｼｵﾀﾆ ｻﾄｼ

2時間08分02秒108 澁谷 浩行2188 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ

2時間08分06秒109 萱原 伸也2024 ｶﾔﾊﾗ ｼﾝﾔ

2時間08分12秒110 市成 昇寛2080 ｲﾁﾅﾘ ﾉﾘﾋﾛ

2時間08分26秒111 松本　司2093 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ

2時間08分29秒112 田村　誠2143 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間09分16秒113 筒井 宏明2149 ﾂﾂｲ ﾋﾛｱｷ

2時間09分31秒114 野村 康明2184 ﾉﾑﾗ ﾔｽｱｷ

2時間09分36秒115 戸田　公紀2051 ﾄﾀﾞ ｺｳｷ

2時間10分59秒116 奥山 天2014 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｼ

2時間11分14秒117 山田 敏一2076 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ

2時間12分02秒118 福井　泰2169 ﾌｸｲ ﾔｽｼ

2時間12分03秒119 吉田 修2037 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ

2時間12分34秒120 棚瀬 正明2126 ﾀﾅｾ ﾏｻｱｷ

2時間12分51秒121 福島 浩2173 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ

2時間13分32秒122 宮武 秀男2039 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾃﾞｵ

2時間13分34秒123 井口 武士2007 ｲﾉｸﾁ ﾀｹｼ

2時間14分08秒124 大西　貴輝2122 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾃﾙ

2時間14分18秒125 幡司　位則2162 ﾊﾀｼ ﾀｶﾉﾘ

2時間14分51秒126 三村 和宏2069 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間15分24秒127 栗林　保好2047 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾖｼ

2時間15分27秒128 小竹 勲2088 ｺﾀｹ ｲｻｵ

2時間15分35秒129 山口 明伸2072 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ

2時間15分45秒130 斉藤 寛2110 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ

2時間16分15秒131 園田　哲也2012 ｿﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ

2時間16分20秒132 藤本 周作2155 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｻｸ

2時間16分56秒133 中鉢 和幸2136 ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ

2時間17分27秒134 本田 栄作2179 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲｻｸ

2時間17分35秒135 上田 眞示2096 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間17分48秒136 森山 俊幸2099 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｼﾕｷ

2時間17分56秒137 荒木 義彦2056 ｱﾗｷ ﾖｼﾋｺ

2時間19分22秒138 井ノ口 旭2006 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ

2時間19分22秒139 石川 泰2112 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ

2時間19分23秒140 中村 徹也2133 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ

2時間20分30秒141 朝日 寛和2138 ｱｻﾋ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間21分07秒142 村田 康弘2119 ﾑﾗﾀ ﾔｽﾋﾛ

2時間21分13秒143 渡邉　英樹2147 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間21分34秒144 中島 俊峰2135 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾐﾈ

2時間22分56秒145 城下 隆広2097 ｼﾛｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間24分26秒146 高原 博直2059 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ

2時間24分32秒147 吉川 敬三2034 ﾖｼｶﾜ ｹｲｿﾞｳ

2時間24分39秒148 生駒 修2107 ｲｺﾏ ｵｻﾑ

2時間25分25秒149 牛尾 純平2041 ｳｼｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間25分46秒150 早田 幸久2116 ｿｳﾀﾞ ﾕｷﾋｻ
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2時間25分48秒151 橋本　隆成2043 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾅﾘ

2時間25分48秒152 橋本　弘成2042 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ

2時間26分02秒153 信原　俊彦2098 ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾄｼﾋｺ

2時間26分18秒154 山﨑　泰央2078 ﾔﾏｻｷ ﾔｽｵ

2時間27分12秒155 木村 崇寿2182 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋｻ

2時間28分29秒156 谷　俊次2127 ﾀﾆ ﾄｼﾂｸﾞ

2時間30分14秒157 奥田 兆映2015 ｵｸﾀﾞ ﾁｮｳｴｲ

2時間32分03秒158 吉岡 伸泰2033 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ

2時間32分06秒159 高梨　一男2062 ﾀｶﾅｼ ｶｽﾞｵ

2時間34分33秒160 荒木 哲2057 ｱﾗｷ ｻﾄｼ

2時間34分55秒161 長谷川 真2139 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2時間39分51秒162 松下 祐一2092 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｲﾁ

2時間41分19秒163 和田 知孝2187 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ

2時間43分09秒164 古吟 精二2049 ｺｷﾞﾝ ｾｲｼﾞ

2時間47分58秒165 片山 太秀2175 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

2時間51分01秒166 永田 ショウ造2010 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間52分51秒167 馬場 達生2159 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾂｵ
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