
- 2016あざいお市マラソン -

ハーフマラソン一般男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:30:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間09分09秒1 岡野　徹3 ｵｶﾉ ﾄｵﾙ 兵庫県

1時間11分40秒2 清水　智也1 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 守山市

1時間13分48秒3 中村　恒博16 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈﾋﾛ 大阪府

1時間13分49秒4 松政　正之15 ﾏﾂﾏｻ ﾏｻﾕｷ 大阪府

1時間14分19秒5 水島　彰宏5 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ 草津市

1時間14分50秒6 中江　誠9 ﾅｶｴ ﾏｺﾄ 近江八幡市

1時間15分02秒7 川西　治雄71 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ 野洲市

1時間15分12秒8 中村　敦13 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 大阪府

1時間15分19秒9 伊藤　耕二34 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間15分54秒10 竹村　修平66 ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 大阪府

1時間16分34秒11 上田　譲7 ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ 大阪府

1時間16分37秒12 鶴田　純也49 ﾂﾙﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県

1時間16分40秒13 赤井　亮太18 ｱｶｲ ﾘｮｳﾀ 大津市

1時間16分47秒14 辻　勇62 ﾂｼﾞ ｲｻﾑ 京都府

1時間17分27秒15 竹ノ内　祐一116 ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳｲﾁ 奈良県

1時間17分38秒16 井上　隆史12 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 兵庫県

1時間17分46秒17 伊藤　雅紀29 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 三重県

1時間17分53秒18 橋本　悠樹25 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 京都府

1時間17分55秒19 荒木　秀介24 ｱﾗｷ ｼｭｳｽｹ 京都府

1時間18分24秒20 加賀爪　亮多郎43 ｶｶﾞﾂﾒ ﾘｮｳﾀﾛｳ 京都府

1時間18分34秒21 森　正裕41 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 京都府

1時間18分36秒22 川瀬　俊治44 ｶﾜｾ ｼｭﾝｼﾞ 岐阜県

1時間18分52秒23 曽我部　拓磨21 ｿｶﾞﾍﾞ ﾀｸﾏ 大阪府

1時間19分05秒24 閑野　武大135 ｶﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ 草津市

1時間19分29秒25 中垣　太一370 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｲﾁ 岐阜県

1時間19分29秒26 溝口　智史138 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 大阪府

1時間19分32秒27 中村　和貴45 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 愛知県

1時間19分34秒28 近藤　裕治47 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 三重県

1時間19分35秒29 甲斐　智明87 ｶｲ ﾄﾓｱｷ 愛知県

1時間19分43秒30 古野　修64 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 京都府

1時間19分46秒31 吉沢　優46 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 岐阜県

1時間19分53秒32 野方　誠54 ﾉｶﾀ ﾏｺﾄ 大津市

1時間19分54秒33 山本　一暁48 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 大阪府

1時間19分59秒34 山本　圭介82 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 京都府

1時間20分02秒35 中川　恭伸38 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ 大阪府

1時間20分08秒36 辻井　優介123 ﾂｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 米原市

1時間20分09秒37 中垣　茂雄4 ﾅｶｶﾞｷ ｼｹﾞｵ 岐阜県

1時間20分11秒38 大村　健一26 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 愛知県

1時間20分19秒39 宇田　義則57 ｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 三重県

1時間20分25秒40 一ノ瀬　高紀86 ｲﾁﾉｾ ﾀｶﾉﾘ 大津市

1時間20分35秒41 木下　裕也141 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 大津市

1時間20分38秒42 京野　能明52 ｷｮｳﾉ ﾖｼｱｷ 大阪府

1時間20分52秒43 吉村　健一73 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 長浜市

1時間20分55秒44 前川　佑弥32 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾔ 京都府

1時間21分00秒45 宮地　健太98 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ 愛知県

1時間21分15秒46 北川　泰史212 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾌﾐ 愛知県

1時間21分17秒47 浜脇　千十志242 ﾊﾏﾜｷ ﾁﾄｼ 三重県

1時間21分23秒48 長副　紘樹27 ﾅｶﾞｿｴ ﾋﾛｷ 大阪府

1時間21分40秒49 辻　展行190 ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 長浜市

1時間21分45秒50 川阪　一呂樹11 ｶﾜｻｶ ﾋﾛｷ 大阪府
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1時間21分46秒51 中嶋　啓太552 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 長浜市

1時間21分48秒52 森　晃一69 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 愛知県

1時間21分48秒53 中江　玄己60 ﾅｶｴ ｹﾞﾝｷ 京都府

1時間21分50秒54 松井　直人94 ﾏﾂｲ ﾅｵﾄ 三重県

1時間21分51秒55 中川　浩昭40 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 三重県

1時間21分52秒56 佐々木　元嗣146 ｻｻｷ ﾓﾄﾂｸﾞ 大阪府

1時間21分58秒57 奥田　敏章117 ｵｸﾀﾞ ﾄｼｱｷ 守山市

1時間22分01秒58 森田　公平68 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 京都府

1時間22分08秒59 戸泉　洋爾105 ﾄｲｽﾞﾐ ﾖｳｼﾞ 福井県

1時間22分14秒60 大石　淳二168 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県

1時間22分18秒61 太田　春雄132 ｵｵﾀ ﾊﾙｵ 愛知県

1時間22分20秒62 大西　史剛100 ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾀｹ 米原市

1時間22分27秒63 清原　誠55 ｷﾖﾊﾗ ﾏｺﾄ 大阪府

1時間22分30秒64 古賀　象二郎80 ｺｶﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 大津市

1時間22分37秒65 福冨　芳宏125 ﾌｸﾄﾐ ﾖｼﾋﾛ 大阪府

1時間22分42秒66 杉本　昇67 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

1時間22分47秒67 中嶋　茂雄136 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞｵ 岐阜県

1時間22分51秒68 中嶋　博之37 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

1時間22分52秒69 栗林　貴也154 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 兵庫県

1時間22分53秒70 刀根　克之85 ﾄﾈ ｶﾂﾕｷ 三重県

1時間22分56秒71 井上　晋35 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ 兵庫県

1時間22分59秒72 山本　雄治8 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県

1時間23分00秒73 細木　克彦133 ｻｲｷ ｶﾂﾋｺ 愛知県

1時間23分00秒74 岸本　朋弘51 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

1時間23分02秒75 衛藤　正則39 ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大阪府

1時間23分04秒76 樋口　篤84 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ 大阪府

1時間23分05秒77 左奈田　勲194 ｻﾅﾀﾞ ｲｻｵ 大阪府

1時間23分06秒78 竹原　宏96 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｼ 大阪府

1時間23分07秒79 真弓　徳大93 ﾏﾕﾐ ﾉﾘﾋﾛ 三重県

1時間23分13秒80 中村　友一221 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県

1時間23分18秒81 岩井　伸司115 ｲﾜｲ ｼﾝｼﾞ 岐阜県

1時間23分18秒82 早川　孝78 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県

1時間23分22秒83 青木　瑞樹152 ｱｵｷ ﾐｽﾞｷ 愛知県

1時間23分22秒84 小笠原　健二226 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間23分28秒85 宮本　幸至106 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 奈良県

1時間23分29秒86 小西　貴之177 ｺﾆｼ ﾀｶﾕｷ 京都府

1時間23分31秒87 津田　岳人208 ﾂﾀﾞ ﾀｹﾄ 大阪府

1時間23分31秒88 宮口　真澄151 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾏｽﾐ 広島県

1時間23分32秒89 恩地　雅人171 ｵﾝﾁ ﾏｻﾄ 兵庫県

1時間23分35秒90 北田　博輝240 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ 京都府

1時間23分35秒91 谷　康一374 ﾀﾆ ｺｳｲﾁ 奈良県

1時間23分43秒92 樫本　貴史120 ｶｼﾓﾄ ﾀｶｼ 大津市

1時間23分45秒93 門脇　徹169 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ 兵庫県

1時間23分46秒94 西田　和之83 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 長浜市

1時間23分46秒95 宮治　努88 ﾐﾔｼﾞ ﾂﾄﾑ 湖南市

1時間23分49秒96 北川　誠晃76 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 奈良県

1時間23分54秒97 武田　浩志159 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 守山市

1時間23分59秒98 平山　信幸209 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府

1時間24分00秒99 山田　泰徳157 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 愛知県

1時間24分07秒100 臼井　恒仁158 ｳｽｲ ﾂﾈﾋﾄ 岐阜県
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ハーフマラソン一般男子
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主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間24分11秒101 宮田　安啓89 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾋﾛ 奈良県

1時間24分12秒102 岩波　潤史244 ｲﾜﾅﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大津市

1時間24分13秒103 青木　信372 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 愛知県

1時間24分22秒104 窪島　成隆77 ｸﾎﾞｼﾏ ｼｹﾞﾀｶ 愛知県

1時間24分22秒105 木村　将弘113 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府

1時間24分27秒106 坪内　聡311 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻﾄｼ 愛知県

1時間24分28秒107 平山　真澄288 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ 大阪府

1時間24分29秒108 栗栖　栄治145 ｸﾘｽ ｴｲｼﾞ 野洲市

1時間24分40秒109 上川　力186 ｶﾐｶﾜ ﾁｶﾗ 東近江市

1時間24分40秒110 山下　正143 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 大阪府

1時間24分46秒111 谷村　美彦172 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 大阪府

1時間24分48秒112 有馬　頼政153 ｱﾘﾏ ﾖﾘﾏｻ 大阪府

1時間24分49秒113 伊集院　琢磨156 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｸﾏ 愛知県

1時間24分50秒114 山崎　孝之179 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 三重県

1時間24分53秒115 八田　耕治231 ﾊｯﾀ ｺｳｼﾞ 京都府

1時間24分54秒116 新見　亮太260 ｼﾝﾐ ﾘｮｳﾀ 京都府

1時間24分55秒117 松井　祥文101 ﾏﾂｲ ﾖｼﾌﾐ 大阪府

1時間24分55秒118 梶本　繁樹232 ｶｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｷ 兵庫県

1時間24分57秒119 土本　鉄平131 ﾂﾁﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 兵庫県

1時間24分59秒120 榎田　浩二郎137 ｴﾉｷﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 大阪府

1時間25分02秒121 藤井　琢也272 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ 草津市

1時間25分06秒122 渡邉　浩平184 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 大阪府

1時間25分06秒123 成田　城108 ﾅﾘﾀ ｼﾞｮｳ 京都府

1時間25分09秒124 中江　謙治200 ﾅｶｴ ｹﾝｼﾞ 三重県

1時間25分11秒125 石川　喜代治284 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾊﾙ 愛知県

1時間25分11秒126 前田　清294 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼ 大阪府

1時間25分13秒127 稲垣　竹彦202 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ 愛知県

1時間25分24秒128 鈴木　英毅192 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 京都府

1時間25分26秒129 田中　喜代茂241 ﾀﾅｶ ｷﾖｼｹﾞ 大阪府

1時間25分28秒130 宮本　定樹50 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ 大阪府

1時間25分35秒131 岩田　卓也59 ｲﾜﾀ ﾀｸﾔ 岐阜県

1時間25分41秒132 黒田　浩樹161 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県

1時間25分42秒133 谷本　憲太郎119 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県

1時間25分42秒134 阪本　智彦307 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ 奈良県

1時間25分43秒135 領家　淳二219 ﾘｮｳｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ 野洲市

1時間25分43秒136 山岡　知正596 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓﾏｻ 東近江市

1時間25分43秒137 南　浩明227 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｱｷ 京都府

1時間25分44秒138 山本　武士130 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 愛知県

1時間25分56秒139 中岡　良路20 ﾅｶｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 兵庫県

1時間25分59秒140 川上　壮喜118 ｶﾜｶﾐ ｿｳｷ 愛知県

1時間26分02秒141 林　伸安92 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ 大阪府

1時間26分04秒142 泉　徳男213 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ 米原市

1時間26分06秒143 溝渕　英之祐22 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｴｲﾉｽｹ 大阪府

1時間26分07秒144 山本　智裕164 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

1時間26分08秒145 宮本　益隆75 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｽﾀｶ 長浜市

1時間26分11秒146 笹島　和浩292 ｻｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県

1時間26分11秒147 深沢　裕樹188 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 京都府

1時間26分12秒148 正木　公康176 ﾏｻｷ ｷﾐﾔｽ 愛知県

1時間26分16秒149 坂口　拓也342 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 三重県

1時間26分18秒150 福西　正人148 ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾄ 草津市
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1時間26分24秒151 高橋　俊裕112 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

1時間26分24秒152 西澤　憲之643 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 京都府

1時間26分24秒153 柴田　純也196 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 東近江市

1時間26分26秒154 太田　光一347 ｵｵﾀ ｺｳｲﾁ 京都府

1時間26分28秒155 橋本　雅樹225 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 和歌山県

1時間26分29秒156 松浦　恵一234 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｲﾁ 奈良県

1時間26分32秒157 池田　州平340 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 大阪府

1時間26分33秒158 菅野　達也237 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 岐阜県

1時間26分35秒159 末冨　貴之17 ｽｴﾄﾐ ﾀｶﾕｷ 京都府

1時間26分36秒160 宮田　雅敏147 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾄｼ 岐阜県

1時間26分43秒161 萩原　英樹333 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 長浜市

1時間26分45秒162 辻　雅仁793 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾄ 彦根市

1時間26分47秒163 上田　毅誉志326 ｳｴﾀﾞ ｷﾖｼ 大阪府

1時間26分50秒164 反本　啓介309 ｿﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 京都府

1時間26分54秒165 山口　健太郎198 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県

1時間26分55秒166 宮下　幸延289 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 京都府

1時間26分59秒167 楠瀬　徹649 ｸｽﾉｾ ﾄｵﾙ 大阪府

1時間27分03秒168 中川　英樹216 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 米原市

1時間27分05秒169 今尾　光63 ｲﾏｵ ﾋｶﾙ 東京都

1時間27分07秒170 広瀬　貴448 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 岐阜県

1時間27分08秒171 小早川　一郎349 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｲﾁﾛｳ 愛知県

1時間27分13秒172 関　元204 ｾｷ ﾊｼﾞﾒ 大阪府

1時間27分22秒173 野口　善弘446 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 大阪府

1時間27分22秒174 小泉　修一324 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 京都府

1時間27分28秒175 辻　和憲452 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府

1時間27分29秒176 田和　文彦197 ﾀﾜ ﾌﾐﾋｺ 岡山県

1時間27分33秒177 田中　仁405 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 大津市

1時間27分35秒178 前田　喜代次183 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ 長浜市

1時間27分36秒179 西山　文彦175 ﾆｼﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 京都府

1時間27分36秒180 虫明　俊雄332 ﾑｼｱｹ ﾄｼｵ 京都府

1時間27分36秒181 岩田　恭典185 ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ 三重県

1時間27分40秒182 竹内　健一215 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ 岐阜県

1時間27分40秒183 正垣　淳伍300 ｼｮｳｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｺﾞ 京都府

1時間27分41秒184 浅野　英樹162 ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

1時間27分43秒185 湯本　充範298 ﾕﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 愛知県

1時間27分44秒186 永森　光康264 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾐﾂﾔｽ 京都府

1時間27分46秒187 辰巳　利之290 ﾀﾂﾐ ﾄｼﾕｷ 奈良県

1時間27分47秒188 平井　克典199 ﾋﾗｲ ｶﾂﾉﾘ 兵庫県

1時間27分48秒189 鴨川　敏光387 ｶﾓｶﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ 愛知県

1時間27分50秒190 杉井　圭介173 ｽｷﾞｲ ｹｲｽｹ 京都府

1時間27分52秒191 田中　清司236 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 愛知県

1時間27分57秒192 一宮　篤205 ｲﾁﾐﾔ ｱﾂｼ 大阪府

1時間27分58秒193 吉松　修19 ﾖｼﾏﾂ ｵｻﾑ 大阪府

1時間28分08秒194 吉野　昌尚313 ﾖｼﾉ ﾏｻﾅｵ 草津市

1時間28分08秒195 清水　剛287 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 岐阜県

1時間28分09秒196 井上　吉博252 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

1時間28分09秒197 奥原　浩一155 ｵｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ 長野県

1時間28分12秒198 前田　武也291 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾔ 兵庫県

1時間28分16秒199 滝川　満265 ﾀｷｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 奈良県

1時間28分17秒200 浜田　明1043 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府
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1時間28分18秒201 内田　実338 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ 京都府

1時間28分22秒202 日比野　巧277 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｸﾐ 岐阜県

1時間28分23秒203 木村　敏弘330 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 愛知県

1時間28分24秒204 長谷川　宏814 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長浜市

1時間28分25秒205 長谷川　洋平537 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 岐阜県

1時間28分25秒206 米山　人史258 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾄｼ 三重県

1時間28分26秒207 田中　秀明201 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

1時間28分26秒208 城戸脇　研一375 ｷﾄﾞﾜｷ ｹﾝｲﾁ 岐阜県

1時間28分30秒209 大川　聖353 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 京都府

1時間28分33秒210 山田　裕一235 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

1時間28分33秒211 澤田　俊和247 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 兵庫県

1時間28分34秒212 白井　勝229 ｼﾗｲ ﾏｻﾙ 静岡県

1時間28分35秒213 内藤　浩司238 ﾅｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 岡山県

1時間28分36秒214 水谷　泰嗣228 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｼ 三重県

1時間28分36秒215 大山　晃司61 ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県

1時間28分37秒216 清水　淳165 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県

1時間28分38秒217 小島　正稔331 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ 京都府

1時間28分40秒218 大﨑　仁122 ｵｵｻｷ ﾋﾄｼ 大津市

1時間28分43秒219 井元　秀幸479 ｲﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県

1時間28分46秒220 小堀　健司597 ｺﾎﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

1時間28分51秒221 堀内　広毅239 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ 東京都

1時間28分53秒222 佐々木　哲也121 ｻｻｷ ﾃﾂﾔ 京都府

1時間28分55秒223 今村　彰345 ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾗ 守山市

1時間28分55秒224 須藤　敬一233 ｽﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 三重県

1時間28分57秒225 初宿　亨427 ｼﾔｹ ﾄｵﾙ 守山市

1時間28分59秒226 小島　幹司70 ｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 大阪府

1時間29分02秒227 湯本　祐司417 ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県

1時間29分07秒228 早島　康宏315 ﾊﾔｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

1時間29分07秒229 西畑　耕治222 ﾆｼﾊﾀ ｺｳｼﾞ 京都府

1時間29分11秒230 松井　茂王339 ﾏﾂｲ ｼｹﾞｵ 愛知県

1時間29分11秒231 杉山　哉芳211 ｽｷﾞﾔﾏ ｻｲﾎｳ 三重県

1時間29分16秒232 加古　尊温206 ｶｺ ﾀｶﾊﾙ 京都府

1時間29分17秒233 堀　定行465 ﾎﾘ ｻﾀﾞﾕｷ 甲賀市

1時間29分20秒234 山田　雄司320 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜県

1時間29分24秒235 岡野　公明217 ｵｶﾉ ｷﾐｱｷ 京都府

1時間29分27秒236 永田　光男455 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ 愛知県

1時間29分28秒237 塩飽　真之273 ｼﾜｸ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

1時間29分31秒238 加藤　慎一朗380 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岐阜県

1時間29分33秒239 後藤　祐治81 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県

1時間29分34秒240 竹内　義人698 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾋﾄ 愛知県

1時間29分34秒241 朝岡　康雄811 ｱｻｵｶ ﾔｽｵ 愛知県

1時間29分36秒242 宮口　誠352 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 岐阜県

1時間29分39秒243 村瀬　康孝124 ﾑﾗｾ ﾔｽﾀｶ 愛知県

1時間29分40秒244 多賀野　泰之355 ﾀｶﾞﾉ ﾔｽﾕｷ 京都府

1時間29分42秒245 牧　兼正253 ﾏｷ ｶﾈﾏｻ 三重県

1時間29分47秒246 松木　真一110 ﾏﾂｷ ｼﾝｲﾁ 大津市

1時間29分49秒247 濱田　昌仁246 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 兵庫県

1時間29分49秒248 原田　貴裕545 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栗東市

1時間29分50秒249 桐原　篤史443 ｷﾘﾊﾗ ｱﾂｼ 京都府

1時間29分51秒250 大橋　幸雄472 ｵｵﾊｼ ﾕｷｵ 大阪府
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1時間29分52秒251 中本　敏治394 ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 大阪府

1時間29分53秒252 佐々木　正明1118 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岐阜県

1時間29分54秒253 鶴田　祐之305 ﾂﾙﾀ ﾕｳｼﾞ 愛知県

1時間29分55秒254 大澤　恵尚471 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾋｻ 長浜市

1時間29分56秒255 加藤　千明376 ｶﾄｳ ﾁｱｷ 岐阜県

1時間29分59秒256 森本　栄一329 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲｲﾁ 愛知県

1時間30分01秒257 川口　善隆79 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 大阪府

1時間30分02秒258 赤﨑　龍太220 ｱｶｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ 三重県

1時間30分04秒259 向瀬　隆謹646 ﾑｺｾ ﾀｶﾉﾘ 三重県

1時間30分09秒260 山口　直洋2843 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 愛知県

1時間30分10秒261 岡　正樹262 ｵｶ ﾏｻｷ 愛知県

1時間30分10秒262 加藤　立哉128 ｶﾄｳ ﾘﾂﾔ 岐阜県

1時間30分13秒263 喜多村　修722 ｷﾀﾑﾗ ｵｻﾑ 愛知県

1時間30分13秒264 西澤　周一278 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭｲﾁ 兵庫県

1時間30分16秒265 前野　修一129 ﾏｴﾉ ｼｭｳｲﾁ 大阪府

1時間30分19秒266 服部　晃児150 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ 兵庫県

1時間30分21秒267 伊藤　雅剛341 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 三重県

1時間30分22秒268 梶谷　雅弘139 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

1時間30分22秒269 伊藤　周徳207 ｲﾄｳ ｶﾈﾉﾘ 大阪府

1時間30分23秒270 宮下　良二335 ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 大阪府

1時間30分30秒271 佐藤　誠史628 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 兵庫県

1時間30分31秒272 横田　修一516 ﾖｺﾀ ｼｭｳｲﾁ 愛知県

1時間30分33秒273 中野　真伍423 ﾅｶﾉ ｼﾝｺﾞ 奈良県

1時間30分33秒274 時武　佳希529 ﾄｷﾀｹ ﾖｼｷ 京都府

1時間30分37秒275 北川　一秀256 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 彦根市

1時間30分46秒276 上之原　良幸195 ｳｴﾉﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 大阪府

1時間30分47秒277 森永　智也296 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 大阪府

1時間30分48秒278 水野　正吉404 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾖｼ 愛知県

1時間30分48秒279 藤野　隆弘546 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

1時間30分59秒280 大塚　克朗351 ｵｵﾂｶ ｶﾂｱｷ 愛知県

1時間31分01秒281 酒井　誠401 ｻｶｲ 岐阜県

1時間31分04秒282 佐野　信一193 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ 三重県

1時間31分05秒283 萩原　昌弘360 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

1時間31分07秒284 玉村　恒夫635 ﾀﾏﾑﾗ ﾂﾈｵ 大阪府

1時間31分10秒285 井上　嘉彦295 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｺ 大津市

1時間31分14秒286 田實　大輝280 ﾀｼﾞﾂ ﾀﾞｲｷ 京都府

1時間31分17秒287 井上　将行867 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 高島市

1時間31分17秒288 浅岡　圭輔550 ｱｻｵｶ ｹｲｽｹ 愛知県

1時間31分17秒289 保坂　剛325 ﾎｻｶ ｺﾞｳ 大阪府

1時間31分18秒290 八汐　雅樹601 ﾔｼｵ ﾏｻｷ 岐阜県

1時間31分21秒291 小林　政之271 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 愛知県

1時間31分22秒292 黒川　静博420 ｸﾛｶﾜ ｼｽﾞﾋﾛ 大阪府

1時間31分22秒293 岩﨑　和樹214 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 和歌山県

1時間31分22秒294 井上　豪896 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 湖南市

1時間31分23秒295 武田　明久750 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋｻ 大阪府

1時間31分25秒296 滝　信一郎470 ﾀｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間31分33秒297 多米　裕太郎58 ﾀﾒ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知県

1時間31分34秒298 角田　淳469 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県

1時間31分36秒299 安部　英一334 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 愛知県

1時間31分38秒300 松内　隆晃1052 ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｱｷ 大阪府
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1時間31分45秒301 藤川　健都531 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾄ 大阪府

1時間31分48秒302 田中　豊彦674 ﾀﾅｶ ﾄﾖﾋｺ 長浜市

1時間31分53秒303 花木　俊也337 ﾊﾅｷ ﾄｼﾔ 愛知県

1時間32分00秒304 神谷　洋371 ｶﾐﾔ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間32分02秒305 篠田　俊治359 ｼﾉﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 岐阜県

1時間32分08秒306 近藤　好永561 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 大阪府

1時間32分09秒307 黒谷　茂樹224 ｸﾛﾀﾆ ｼｹﾞｷ 大阪府

1時間32分10秒308 坂野　登365 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

1時間32分11秒309 田中　秀和454 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長浜市

1時間32分13秒310 渡辺　大祐500 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

1時間32分13秒311 稲田　裕一郎557 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間32分13秒312 前田　仁志363 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 愛知県

1時間32分13秒313 石原　健仁282 ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾉﾘ 岐阜県

1時間32分14秒314 小浜　茂652 ｺﾊﾏ ｼｹﾞﾙ 大津市

1時間32分15秒315 新美　善偉344 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県

1時間32分16秒316 鈴木　崇将723 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 愛知県

1時間32分17秒317 土佐　弘之703 ﾄｻ ﾋﾛﾕｷ 守山市

1時間32分19秒318 荒木　英和603 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 京都府

1時間32分20秒319 打田　和久716 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 三重県

1時間32分20秒320 川本　武司357 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 愛知県

1時間32分21秒321 横田　仁441 ﾖｺﾀ ﾋﾄｼ 岐阜県

1時間32分22秒322 深津　剛広203 ﾌｶﾂ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

1時間32分23秒323 渡辺　正広398 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

1時間32分25秒324 伊禮　守497 ｲﾚｲ ﾏﾓﾙ 大阪府

1時間32分25秒325 岩本　勇一584 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 愛知県

1時間32分25秒326 神保　充和354 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾐﾁｶｽﾞ 京都府

1時間32分25秒327 小野寺　清孝304 ｵﾉﾃﾞﾗ ｷﾖﾀｶ 愛知県

1時間32分27秒328 伊藤　志朗667 ｲﾄｳ ｼﾛｳ 愛知県

1時間32分29秒329 橋本　紘樹1825 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 甲賀市

1時間32分33秒330 石田　正穂316 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾎ 愛知県

1時間32分33秒331 竝川　哲也379 ﾅﾐｶﾜ ﾃﾂﾔ 京都府

1時間32分34秒332 山本　哲也350 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 京都府

1時間32分35秒333 鈴木　幸夫397 ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ 神奈川県

1時間32分35秒334 肥田　卓美582 ﾋﾀﾞ ﾀｸﾐ 愛知県

1時間32分36秒335 中西　亮279 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 大阪府

1時間32分39秒336 白井　栄111 ｼﾗｲ ｻｶｴ 愛知県

1時間32分39秒337 村瀬　厚司669 ﾑﾗｾ ｱﾂｼ 岐阜県

1時間32分41秒338 水谷　治人230 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ 大阪府

1時間32分44秒339 鎌田　浩之369 ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県

1時間32分45秒340 林　裕之389 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 守山市

1時間32分46秒341 密谷　昌史549 ﾐﾂﾀﾆ ﾏｻｼ 大阪府

1時間32分48秒342 深川　誠人614 ﾌｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 京都府

1時間32分49秒343 北村　欣照381 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ 三重県

1時間32分50秒344 藤本　洋平560 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 愛知県

1時間32分57秒345 野末　紗海人348 ﾉｽﾞｴ ｻﾐﾄ 愛知県

1時間32分58秒346 東條　一男629 ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ 福井県

1時間32分59秒347 西川　周二1138 ﾆｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 愛知県

1時間33分00秒348 岡　諭634 ｵｶ ｻﾄｼ 守山市

1時間33分01秒349 有田　里一395 ｱﾘﾀ ﾘｲﾁ 大阪府

1時間33分02秒350 山口　武523 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 米原市
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1時間33分03秒351 山本　健二430 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間33分07秒352 西村　昭彦609 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ 大阪府

1時間33分09秒353 小野　豊501 ｵﾉ ﾕﾀｶ 大阪府

1時間33分14秒354 宮本　源太郎267 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 三重県

1時間33分15秒355 芝崎　元就540 ｼﾊﾞｻｷ ﾓﾄﾅﾘ 兵庫県

1時間33分18秒356 田中　朋之160 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 京都府

1時間33分20秒357 堀　雅之874 ﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 香川県

1時間33分22秒358 松尾　博幸717 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ 蒲生郡

1時間33分24秒359 片岡　幸博690 ｶﾀｵｶ ﾕｷﾋﾛ 愛知県

1時間33分24秒360 秋元　輝之773 ｱｷﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 近江八幡市

1時間33分25秒361 高岡　稔570 ﾀｶｵｶ ﾐﾉﾙ 東京都

1時間33分29秒362 塚田　恭成251 ﾂｶﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ 長浜市

1時間33分31秒363 森　祐治303 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 岐阜県

1時間33分32秒364 石田　克敏308 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 奈良県

1時間33分36秒365 田中　睦明568 ﾀﾅｶ ﾑﾂｱｷ 湖南市

1時間33分41秒366 田中　教彦515 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ 京都府

1時間33分44秒367 中尾　憲幸676 ﾅｶｵ ﾉﾘﾕｷ 京都府

1時間33分47秒368 樋口　威彦426 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ 大阪府

1時間33分48秒369 西川　宏治702 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 静岡県

1時間33分51秒370 菊谷　浩司181 ｷｸﾔ ｺｳｼﾞ 岐阜県

1時間33分53秒371 内野　晃一567 ｳﾁﾉ ｺｳｲﾁ 愛知県

1時間33分54秒372 河合　勝雄507 ｶﾜｲ ｶﾂｵ 京都府

1時間33分54秒373 太田　清士492 ｵｵﾀ ｷﾖｼ 愛知県

1時間33分54秒374 蓮井　邦広801 ﾊｽｲ ｸﾆﾋﾛ 犬上郡

1時間33分57秒375 薮野　孝530 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ 近江八幡市

1時間33分59秒376 久保　真一424 ｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ 京都府

1時間34分00秒377 浅田　智也416 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓﾔ 三重県

1時間34分00秒378 原田　雅光878 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 京都府

1時間34分02秒379 副島　茂臣422 ｿｴｼﾞﾏ ｼｹﾞｵﾐ 大阪府

1時間34分04秒380 柚木　大輔871 ﾕﾉｷ ﾀﾞｲｽｹ 奈良県

1時間34分07秒381 増田　実利547 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾂﾘ 大津市

1時間34分07秒382 田口　博一860 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

1時間34分08秒383 永石　修一53 ﾅｶﾞｲｼ ｼｭｳｲﾁ 大阪府

1時間34分11秒384 桝谷　雅彦460 ﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 大阪府

1時間34分12秒385 小林　洋介400 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 大阪府

1時間34分13秒386 北島　克洋266 ｷﾀｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾛ 岐阜県

1時間34分13秒387 所　雅樹707 ﾄｺﾛ ﾏｻｷ 愛知県

1時間34分13秒388 長屋　雄大367 ﾅｶﾞﾔ ｶﾂﾋﾛ 岐阜県

1時間34分14秒389 藤井　伸彦336 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 京都府

1時間34分19秒390 泉　博行511 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 米原市

1時間34分21秒391 古澤　博伊440 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾀﾀﾞ 岐阜県

1時間34分24秒392 飯沼　憲一373 ｲｲﾇﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 愛知県

1時間34分24秒393 今川　拓也714 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 京都府

1時間34分25秒394 井上　明良578 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 愛知県

1時間34分27秒395 塩田　英貴343 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 大阪府

1時間34分27秒396 目出　裕介684 ﾒﾃﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫県

1時間34分31秒397 上村　貴弘748 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

1時間34分33秒398 刀祢　善光642 ﾄﾈ ﾖｼﾐﾂ 奈良県

1時間34分34秒399 倉知　昌広640 ｸﾗﾁ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

1時間34分34秒400 ホークス　マーティン533 ﾎｰｸｽ ﾏｰﾃｨﾝ 彦根市
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1時間34分35秒401 荒川　恭昌770 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾏｻ 東京都

1時間34分35秒402 藤野　和巳541 ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞﾐ 長浜市

1時間34分36秒403 三田村　博182 ﾐﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 京都府

1時間34分36秒404 浅井　勝広385 ｱｻｲ ｶﾂﾋﾛ 岐阜県

1時間34分37秒405 城山　儀之506 ｼﾛﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 三重県

1時間34分38秒406 亀之園　英二788 ｶﾒﾉｿﾉ ｴｲｼﾞ 愛知県

1時間34分39秒407 清水　一樹863 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 三重県

1時間34分39秒408 畑中　一樹261 ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 香川県

1時間34分40秒409 吉谷　明久255 ﾖｼﾀﾆ ｱｷﾋｻ 大阪府

1時間34分41秒410 村嶌　憲二620 ﾑﾗｼﾏ ｹﾝｼﾞ 蒲生郡

1時間34分42秒411 有川　賢一780 ｱﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 大阪府

1時間34分43秒412 齋藤　茂636 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 大阪府

1時間34分45秒413 本多　信弘884 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

1時間34分48秒414 佐藤　栄一436 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 大阪府

1時間34分49秒415 高浜　浩敏692 ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛﾄｼ 愛知県

1時間34分49秒416 岡野　健366 ｵｶﾉ ﾀｹｼ 愛知県

1時間34分50秒417 秋山　雅仁575 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 大阪府

1時間34分55秒418 竹内　英司670 ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ 彦根市

1時間34分56秒419 角田　浩一郎905 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 兵庫県

1時間34分57秒420 岸下　洋平800 ｷｼｼﾀ ﾖｳﾍｲ 愛知県

1時間34分58秒421 竹内　俊之442 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾕｷ 愛知県

1時間34分59秒422 中大路　克也388 ﾅｶｵｵｼﾞ ｶﾂﾔ 大阪府

1時間35分00秒423 河方　智基695 ｶﾜｶﾀ ﾄﾓｷ 京都府

1時間35分01秒424 岡山　純也285 ｵｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫県

1時間35分11秒425 森　浩617 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 三重県

1時間35分15秒426 清水　從言849 ｼﾐｽﾞ ﾖﾘｺﾄ 兵庫県

1時間35分17秒427 三木　真吾301 ﾐｷ ｼﾝｺﾞ 大阪府

1時間35分19秒428 瀧山　景一414 ﾀｷﾔﾏ ｹｲｲﾁ 兵庫県

1時間35分21秒429 岩崎　正彦419 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋｺ 島根県

1時間35分24秒430 斉藤　善之453 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 大阪府

1時間35分24秒431 岡田　裕介166 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大阪府

1時間35分25秒432 北川　豊明243 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖｱｷ 長浜市

1時間35分27秒433 新居　真太郎554 ｱﾗｲ ｼﾝﾀﾛｳ 近江八幡市

1時間35分28秒434 松本　政昭457 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｱｷ 大阪府

1時間35分31秒435 伊藤　亮538 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 三重県

1時間35分32秒436 服部　勝幸392 ﾊｯﾄﾘ ｶﾂﾕｷ 岐阜県

1時間35分34秒437 松本　成広283 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 大津市

1時間35分37秒438 内藤　久189 ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ 三重県

1時間35分38秒439 鵜飼　朋和274 ｳｶｲ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡県

1時間35分41秒440 君島　孝639 ｷﾐｼﾏ ﾀｶｼ 愛知県

1時間35分41秒441 加藤　晃弘886 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 愛知県

1時間35分42秒442 羽根田　和明763 ﾊﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 三重県

1時間35分43秒443 高山　宗寛872 ﾀｶﾔﾏ ﾑﾈﾋﾛ 大阪府

1時間35分44秒444 伊藤　光浩493 ｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県

1時間35分47秒445 野口　純平602 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知県

1時間35分47秒446 菊本　優哉2240 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾔ 彦根市

1時間35分52秒447 常楽寺　寛883 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ 大阪府

1時間35分55秒448 森田　昌明720 ﾓﾘﾀ ﾏｻｱｷ 兵庫県

1時間35分56秒449 景山　寛820 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 大阪府

1時間35分58秒450 福野　健太961 ﾌｸﾉ ｹﾝﾀ 大津市
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1時間35分59秒451 松田　隆志790 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県

1時間36分00秒452 高　容康6 ｺｳ ﾋﾛﾔｽ 大阪府

1時間36分00秒453 浅井　孝一571 ｱｻｲ ｺｳｲﾁ 愛知県

1時間36分03秒454 平井　敏信467 ﾋﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 大阪府

1時間36分05秒455 相嶋　良528 ｱｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大阪府

1時間36分06秒456 本間　真吾612 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ 大阪府

1時間36分07秒457 高木　裕介683 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ 岐阜県

1時間36分08秒458 若狭　隆彦393 ﾜｶｻ ﾀｶﾋｺ 京都府

1時間36分09秒459 村山　雅美907 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府

1時間36分10秒460 受川　博夫675 ｳｹｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 岐阜県

1時間36分10秒461 嵐　英人732 ｱﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ 栗東市

1時間36分12秒462 長田　正378 ｵｻﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 京都府

1時間36分13秒463 渡辺　咲路666 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷｼﾞ 愛知県

1時間36分13秒464 尾野　敦591 ｵﾉ ｱﾂｼ 奈良県

1時間36分21秒465 阿部　悟郎396 ｱﾍﾞ ｺﾞﾛｳ 京都府

1時間36分22秒466 向當　裕昌654 ｺｳﾄｳ ﾋﾛｱｷ 福井県

1時間36分22秒467 井本　学383 ｲﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 大阪府

1時間36分27秒468 藤沢　賢晃731 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 大阪府

1時間36分30秒469 白木　稔人1172 ｼﾗｷ ﾄｼﾋﾄ 岐阜県

1時間36分30秒470 衣川　俊之74 ｷﾇｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 長浜市

1時間36分32秒471 小川　勇人1070 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 愛知県

1時間36分33秒472 ロススミス　ジャスティン809 ﾛｽｽﾐｽ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ 大津市

1時間36分33秒473 渡邉　ー功2067 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ 長浜市

1時間36分35秒474 梅景　潔968 ｳﾒｶｹﾞ ｷﾖｼ 大津市

1時間36分37秒475 橋本　健次435 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

1時間36分37秒476 河村　真治951 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知県

1時間36分38秒477 櫛引　敬嗣306 ｸｼﾋﾞｷ ﾀｶｼ 京都府

1時間36分39秒478 井手　剛司746 ｲﾃﾞ ﾂﾖｼ 野洲市

1時間36分40秒479 堀田　真人327 ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 京都府

1時間36分41秒480 山下　淳627 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝ 京都府

1時間36分42秒481 松原　英明495 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 東近江市

1時間36分47秒482 若森　裕生1133 ﾜｶﾓﾘ ﾋﾛｷ 長浜市

1時間36分48秒483 里見　淳415 ｻﾄﾐ ｱﾂｼ 大津市

1時間36分53秒484 大槙　宏和302 ｵｵﾏｷ ﾋﾛｶｽﾞ 兵庫県

1時間36分56秒485 上谷　祥一444 ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ 大阪府

1時間36分57秒486 川北　勉712 ｶﾜｷﾀ ﾂﾄﾑ 長浜市

1時間36分58秒487 冨田　剛1121 ﾄﾐﾀﾞ ﾂﾖｼ 岐阜県

1時間36分58秒488 堂本　祥宏558 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 奈良県

1時間37分00秒489 石黒　安史751 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽｼ 愛知県

1時間37分01秒490 乾　智成437 ｲﾇｲ ﾄﾓﾅﾘ 愛知県

1時間37分04秒491 堀江　澄浩421 ﾎﾘｴ ｽﾐﾋﾛ 蒲生郡

1時間37分05秒492 藤吉　克彦411 ﾌｼﾞﾖｼ ｶﾂﾋｺ 大阪府

1時間37分05秒493 藤浪　正一163 ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｲﾁ 愛知県

1時間37分05秒494 山崎　幸之助509 ﾔﾏｻｷ ｺｳﾉｽｹ 三重県

1時間37分06秒495 中川　昌己671 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 岐阜県

1時間37分07秒496 古澤　英治140 ﾌﾙｻﾜ ｴｲｼﾞ 愛知県

1時間37分08秒497 池川　賢二1323 ｲｹｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大津市

1時間37分09秒498 佐野　賢二868 ｻﾉ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

1時間37分10秒499 島本　丞432 ｼﾏﾓﾄ ｽｽﾑ 大阪府

1時間37分12秒500 三島　和美450 ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県
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1時間37分14秒501 中村　達行637 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ 愛知県

1時間37分15秒502 柳橋　達郎607 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾀﾂﾛｳ 大津市

1時間37分15秒503 山本　修三672 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｿﾞｳ 岐阜県

1時間37分17秒504 貝沼　俊秋1088 ｶｲﾇﾏ ﾄｼｱｷ 愛知県

1時間37分20秒505 長谷川　秀一779 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 兵庫県

1時間37分21秒506 山下　悟705 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ 大津市

1時間37分22秒507 星野　清一郎880 ﾎｼﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 富山県

1時間37分23秒508 橋長　幸弘902 ﾊｼﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

1時間37分23秒509 高溝　敏幸685 ﾀｶﾐｿﾞ ﾄｼﾕｷ 兵庫県

1時間37分26秒510 巽　繁583 ﾀﾂﾐ ｼｹﾞﾙ 京都府

1時間37分29秒511 高　武司2150 ｺｳ ﾀｹｼ 京都府

1時間37分29秒512 松本　浩介894 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 兵庫県

1時間37分30秒513 近藤　充彦873 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋｺ 愛知県

1時間37分30秒514 長谷川　浩二91 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県

1時間37分31秒515 竹弘　信行565 ﾀｹﾋﾛ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府

1時間37分31秒516 赤穂　善彦665 ｱｶﾎ ﾖｼﾋｺ 大津市

1時間37分32秒517 羽出山　仁679 ﾊﾃﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ 京都府

1時間37分32秒518 松下　育宏696 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 静岡県

1時間37分33秒519 清水　勝佳799 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾖｼ 岐阜県

1時間37分34秒520 飯尾　善一718 ｲｲｵ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県

1時間37分34秒521 北村　等314 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 草津市

1時間37分34秒522 岸　澄和741 ｷｼ ｽﾐｶｽﾞ 愛知県

1時間37分37秒523 清水　和幸496 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ 長野県

1時間37分39秒524 篠田　剛638 ｼﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 三重県

1時間37分41秒525 村岡　道隆660 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁﾀｶ 京都府

1時間37分43秒526 高原　一公816 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県

1時間37分43秒527 竹内　明城651 ﾀｹｳﾁ ｱｷｼﾛ 三重県

1時間37分43秒528 福原　崇介844 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶｽｹ 大阪府

1時間37分45秒529 堂本　晃平1139 ﾄﾞｳﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大阪府

1時間37分49秒530 栢木　利和574 ｶﾔｷ ﾄｼｶｽﾞ 京都府

1時間37分52秒531 服部　いわお925 ﾊｯﾄﾘ ｲﾜｵ 愛知県

1時間37分53秒532 永田　征吾318 ﾅｶﾞﾀ ｾｲｺﾞ 草津市

1時間37分53秒533 松本　直記428 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 兵庫県

1時間37分56秒534 森田　大作742 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｻｸ 岐阜県

1時間37分57秒535 金井　伸一1167 ｶﾅｲ ｼﾝｲﾁ 甲賀市

1時間37分59秒536 與那城　敦174 ﾖﾅｼﾛ ｱﾂｼ 大津市

1時間37分59秒537 梶野　友弘834 ｶｼﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

1時間38分03秒538 新名　祐介1210 ｼﾝﾐｮｳ ﾕｳｽｹ 愛知県

1時間38分09秒539 佐藤　修945 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 愛知県

1時間38分12秒540 隅川　純一829 ｽﾐｶﾜ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 三重県

1時間38分14秒541 松居　敏彦919 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｺ 彦根市

1時間38分15秒542 高木　敬文749 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ 草津市

1時間38分16秒543 瀬名波　宏昌562 ｾﾅﾊ ﾋﾛﾏｻ 大阪府

1時間38分21秒544 川井　基寛2288 ｶﾜｲ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県

1時間38分24秒545 井ノ口　健451 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 愛知県

1時間38分24秒546 与儀　達也853 ﾖｷﾞ ﾀﾂﾔ 兵庫県

1時間38分25秒547 西川　裕治650 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 米原市

1時間38分30秒548 本多　登798 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大津市

1時間38分30秒549 夕永　順次556 ﾕｳﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪府

1時間38分31秒550 渡辺　光男766 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 甲賀市

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2016あざいお市マラソン -

ハーフマラソン一般男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2016/10/9

スタート： 10:30:00

会場:浅井文化スポーツ公園　ふれあいグラウンド 

主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間38分35秒551 渡辺　秀樹522 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 福岡県

1時間38分35秒552 小川　徹321 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 兵庫県

1時間38分36秒553 山下　幸治929 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間38分38秒554 稲見　明敏900 ｲﾅﾐ ｱｷﾄｼ 岐阜県

1時間38分40秒555 田中　元935 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 近江八幡市

1時間38分40秒556 鈴木　勇429 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 愛知県

1時間38分43秒557 神坂　恵行1766 ｶﾐｻｶ ｼｹﾞﾕｷ 長野県

1時間38分45秒558 井上　照幸704 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾕｷ 栗東市

1時間38分46秒559 山内　龍1057 ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳ 愛知県

1時間38分46秒560 乃一　義仁382 ﾉｲﾁ ﾖｼﾋﾄ 犬上郡

1時間38分48秒561 山口　仁志503 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 大阪府

1時間38分49秒562 山本　厚夫406 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｵ 大阪府

1時間38分51秒563 藤原　英也658 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾔ 京都府

1時間38分52秒564 柳野　光明107 ﾔﾅｷﾞﾉ ﾐﾂｱｷ 長浜市

1時間38分53秒565 花家　保宏885 ﾊﾅｹ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

1時間38分54秒566 高岡　弘幸875 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1時間38分55秒567 片山　雅也1036 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾔ 三重県

1時間38分57秒568 村田　惣一郎510 ﾑﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 草津市

1時間38分58秒569 岡田　尚久504 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 近江八幡市

1時間38分59秒570 鳴尾　治477 ﾅﾙｵ ｵｻﾑ 大阪府

1時間39分00秒571 加藤　英行949 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 岐阜県

1時間39分01秒572 宇佐美　忠久752 ｳｻﾐ ﾀﾀﾞﾋｻ 三重県

1時間39分03秒573 尼岸　和敏673 ｱﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾄｼ 京都府

1時間39分06秒574 山城　啓秀464 ﾔﾏｼﾛ ﾖｼﾋﾃﾞ 愛知県

1時間39分07秒575 村上　達雄566 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｵ 兵庫県

1時間39分08秒576 藤原　秀雄719 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 兵庫県

1時間39分09秒577 平野　健二1436 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

1時間39分10秒578 内田　秀利818 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 京都府

1時間39分11秒579 古池　和弥517 ﾌﾙｲｹ ｶｽﾞﾔ 長浜市

1時間39分12秒580 前田　稔662 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 三重県

1時間39分13秒581 松原　清志1021 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲｼﾞ 兵庫県

1時間39分14秒582 浅井　俊之870 ｱｻｲ ﾄｼﾕｷ 兵庫県

1時間39分14秒583 松本　剛芳653 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾖｼ 大津市

1時間39分15秒584 石川　裕二784 ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 大阪府

1時間39分16秒585 前田　貴博605 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長浜市

1時間39分16秒586 北川　豊弘877 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖﾋﾛ 栗東市

1時間39分18秒587 東島　成実328 ﾄｳｼﾏ ﾅﾙﾐ 大阪府

1時間39分18秒588 山口　健夫498 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｵ 岐阜県

1時間39分19秒589 柳本　健治595 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東近江市

1時間39分20秒590 浅野　勉632 ｱｻﾉ ﾂﾄﾑ 大阪府

1時間39分20秒591 上田　浩之908 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

1時間39分20秒592 濱谷　政士854 ﾊﾏﾔ ﾏｻﾋﾄ 愛知県

1時間39分20秒593 酒井　英行813 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府

1時間39分21秒594 高谷　和明826 ﾀｶﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県

1時間39分23秒595 奥山　泰宏268 ｵｸﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京都

1時間39分23秒596 野一色　哲治901 ﾉｲｼｷ ﾃﾂｼﾞ 米原市

1時間39分23秒597 伝田　和宏701 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府

1時間39分25秒598 西村　茂484 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 大阪府

1時間39分27秒599 小川　啓1080 ｵｶﾞﾜ ｹｲ 彦根市

1時間39分28秒600 大塚　きよし743 ｵｵﾂｶ ｷﾖｼ 蒲生郡
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1時間39分31秒601 林　武弘715 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 大阪府

1時間39分31秒602 奥田　健司476 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間39分31秒603 川部　直樹841 ｶﾜﾍﾞ ﾅｵｷ 愛知県

1時間39分32秒604 平山　健太郎728 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 京都府

1時間39分33秒605 中村　一郎1168 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 米原市

1時間39分33秒606 工藤　宏幸775 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 三重県

1時間39分36秒607 金沢　守1015 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 山口県

1時間39分37秒608 岩本　将志727 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ 大阪府

1時間39分39秒609 川中　宏之513 ｶﾜﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 三重県

1時間39分39秒610 布谷　一樹952 ﾇﾉﾀﾆ ｶｽﾞｷ 兵庫県

1時間39分39秒611 岡田　健志610 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 大阪府

1時間39分41秒612 寺尾　将699 ﾃﾗｵ ﾏｻｼ 兵庫県

1時間39分41秒613 倉田　文裕1220 ｸﾗﾀ ﾌﾐﾋﾛ 大津市

1時間39分41秒614 前田　嘉之535 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 大阪府

1時間39分42秒615 黒川　真道725 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾐﾁ 岐阜県

1時間39分43秒616 小久保　雅隆680 ｺｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ 愛知県

1時間39分45秒617 小村　健之754 ｵﾑﾗ ﾀｹｼ 大阪府

1時間39分46秒618 福井　大輔1376 ﾌｸｲ ﾀﾞｲｽｹ 蒲生郡

1時間39分47秒619 田村　匡832 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 岐阜県

1時間39分48秒620 伊地知　安治893 ｲｼﾞﾁ ﾔｽｼﾞ 野洲市

1時間39分49秒621 柴田　剛志1373 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 大阪府

1時間39分49秒622 吉田　茂人543 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ 三重県

1時間39分50秒623 脇坂　匠686 ﾜｷｻｶ ﾀｸﾐ 奈良県

1時間39分50秒624 雲林院　納親899 ｳﾝﾘｲﾝ ﾉﾘﾁｶ 三重県

1時間39分51秒625 深野木　信一438 ﾌｶﾉｷ ｼﾝｲﾁ 草津市

1時間39分51秒626 佐原　利孝402 ｻﾊﾗ ﾄｼﾀｶ 岐阜県

1時間39分53秒627 池上　祐樹917 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ 三重県

1時間39分53秒628 仕藤　匡介772 ｼﾄｳ ｷｮｳｽｹ 愛知県

1時間39分54秒629 齊藤　一之708 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県

1時間39分55秒630 鳥居　和久771 ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県

1時間39分56秒631 市場　一紀947 ｲﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 奈良県

1時間39分57秒632 島田　智幸904 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 大阪府

1時間39分58秒633 澤井　俊幸794 ｻﾜｲ ﾄｼﾕｷ 大津市

1時間39分58秒634 森廣　和久1251 ﾓﾘﾋﾛ ｶｽﾞﾋｻ 京都府

1時間39分59秒635 谷口　久起688 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｷ 和歌山県

1時間39分59秒636 宮﨑　智也1688 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 長浜市

1時間40分00秒637 大村　龍一410 ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 彦根市

1時間40分01秒638 浅田　康治757 ｱｻﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間40分01秒639 岸田　吉郎761 ｷｼﾀﾞ ﾖｼｵ 京都府

1時間40分03秒640 安田　誠一967 ﾔｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ 彦根市

1時間40分05秒641 久木田　雅義838 ｸｷﾀ ﾏｻﾖｼ 大阪府

1時間40分05秒642 赤塚　等482 ｱｶﾂｶ ﾋﾄｼ 大津市

1時間40分05秒643 笠川　克美936 ｶｻｶﾜ ｶﾂﾐ 大津市

1時間40分06秒644 神谷　久男668 ｶﾐﾔ ﾋｻｵ 大阪府

1時間40分07秒645 二村　卓朋敷1082 ﾆﾑﾗ ﾀｸﾄｼ 大阪府

1時間40分09秒646 大伴　五作473 ｵｵﾄﾓ ｺﾞｻｸ 大津市

1時間40分09秒647 北村　浩一1199 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 米原市

1時間40分10秒648 椿野　康弘534 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾔｽﾋﾛ 栗東市

1時間40分13秒649 西坂　修司2155 ﾆｼｻｶ ｼｭｳｼﾞ 大阪府

1時間40分14秒650 早川　竜也1437 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ 愛知県
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1時間40分14秒651 島津　英基657 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

1時間40分22秒652 中野　和明489 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 長浜市

1時間40分24秒653 山本　和秀218 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都

1時間40分25秒654 宮内　亮裕2809 ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾋﾛ 愛知県

1時間40分26秒655 松井　廣太1117 ﾏﾂｲ ｺｳﾀ 岐阜県

1時間40分27秒656 秦　俊夫753 ﾊﾀ ﾄｼｵ 近江八幡市

1時間40分29秒657 大守　茂広937 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 大阪府

1時間40分32秒658 逢坂　崇633 ｱｲｻｶ ﾀｶｼ 愛知県

1時間40分33秒659 井上　晶路733 ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ 愛知県

1時間40分33秒660 松岡　孝至926 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 大阪府

1時間40分33秒661 広瀬　寛人898 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾄ 愛知県

1時間40分34秒662 西山　功二903 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 兵庫県

1時間40分35秒663 小田　あつし833 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 兵庫県

1時間40分38秒664 大藪　伸836 ｵｵﾔﾌﾞ ｼﾝ 大阪府

1時間40分39秒665 田村　利弘796 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 岐阜県

1時間40分45秒666 谷　征章923 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県

1時間40分48秒667 小池　丞司831 ｺｲｹ ｼﾞｮｳｼﾞ 兵庫県

1時間40分49秒668 上野　徹昭1166 ｳｴﾉ ﾃﾂｱｷ 京都府

1時間40分53秒669 望月　克弥494 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾔ 大阪府

1時間40分54秒670 笠原　千裕30 ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

1時間40分55秒671 宮島　繁480 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 栗東市

1時間41分00秒672 山口　崇任1259 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾃﾞ 奈良県

1時間41分01秒673 平瀬　幸856 ﾋﾗｾ ﾐﾕｷ 東近江市

1時間41分03秒674 清水　純治1067 ｼﾐｽﾞ ｽﾐﾊﾙ 守山市

1時間41分08秒675 堀之内　孝志805 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｶｼ 大阪府

1時間41分09秒676 西村　知之608 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 三重県

1時間41分11秒677 江幡　則行944 ｴﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 岐阜県

1時間41分12秒678 清水　徹也1282 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 栗東市

1時間41分12秒679 なつはら　ひろあき361 ﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 京都府

1時間41分15秒680 吹谷　佳孝512 ﾌｷﾔ ﾖｼﾀｶ 大阪府

1時間41分15秒681 杉山　好永1575 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 静岡県

1時間41分17秒682 川部　伸一郎921 ｶﾜﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間41分18秒683 柴田　実777 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ 三重県

1時間41分19秒684 矢野　晴久572 ﾔﾉ ﾊﾙﾋｻ 大阪府

1時間41分22秒685 藤原　直樹843 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 愛知県

1時間41分23秒686 福永　富浩1400 ﾌｸﾅｶﾞ ﾄﾐﾋﾛ 米原市

1時間41分24秒687 上田　達也956 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 三重県

1時間41分24秒688 中田　裕之783 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 三重県

1時間41分27秒689 市橋　卓1380 ｲﾁﾊｼ ﾀｶｼ 犬上郡

1時間41分29秒690 坂本　潤一1226 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

1時間41分30秒691 永井　克征769 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾕｷ 愛知県

1時間41分30秒692 木村　剛1094 ｷﾑﾗ ｺﾞｳ 大津市

1時間41分32秒693 加藤　康彦1201 ｶﾄｳ ﾔｽﾋｺ 兵庫県

1時間41分32秒694 岩﨑　隆久1073 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋｻ 兵庫県

1時間41分34秒695 濱口　直樹1062 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 三重県

1時間41分35秒696 橋本　拓郎1151 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 長浜市

1時間41分37秒697 安田　徳基663 ﾔｽﾀﾞ ﾄｸｷ 兵庫県

1時間41分38秒698 中原　一隆589 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 大津市

1時間41分39秒699 倉知　四郎932 ｸﾗﾁ ｼﾛｳ 愛知県

1時間41分39秒700 高橋　哲也953 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 愛知県
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1時間41分41秒701 川﨑　哲也391 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 東近江市

1時間41分43秒702 中出　重拓1420 ﾅｶﾃﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 甲賀市

1時間41分44秒703 生川　人志736 ﾅﾙｶﾜ ﾋﾄｼ 三重県

1時間41分44秒704 二村　正男1026 ﾆﾑﾗ ﾏｻｵ 愛知県

1時間41分45秒705 田中　達也888 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 長浜市

1時間41分47秒706 朝日　秀剛527 ｱｻﾋ ｼｭｳｺﾞｳ 岐阜県

1時間41分48秒707 坂井　克次615 ｻｶｲ ﾖｼﾂｸﾞ 大阪府

1時間41分50秒708 阿部　浩887 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間41分51秒709 高橋　三郎1061 ﾀｶﾊｼ ｻﾌﾞﾛｳ 三重県

1時間41分52秒710 戸田　誠一郎1885 ﾄﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 奈良県

1時間41分56秒711 森　尚生483 ﾓﾘ ﾋｻｵ 愛知県

1時間41分56秒712 岩嵜　和男995 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ 長浜市

1時間41分58秒713 河村　正人72 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾄ 大津市

1時間42分00秒714 大熊　康素737 ｵｵｸﾏ ﾔｽﾓﾄ 大阪府

1時間42分02秒715 脇田　重男895 ﾜｷﾀ ｼｹﾞｵ 大阪府

1時間42分05秒716 記原　健四郎536 ｷﾊﾗ ｹﾝｼﾛｳ 大阪府

1時間42分07秒717 西浦　正典797 ﾆｼｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 三重県

1時間42分08秒718 秋山　達729 ｱｷﾔﾏ ﾄｵﾙ 静岡県

1時間42分10秒719 山崎　正広1288 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 守山市

1時間42分12秒720 寺嶋　信之755 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県

1時間42分12秒721 清水　達行906 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾕｷ 甲賀市

1時間42分13秒722 三浦　恭嗣781 ﾐｳﾗ ﾔｽｼ 愛知県

1時間42分13秒723 畑中　康道960 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾐﾁ 大阪府

1時間42分16秒724 吉原　省三439 ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 大阪府

1時間42分16秒725 寺島　博之988 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1時間42分17秒726 中山　和行1004 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 長浜市

1時間42分17秒727 堀田　博也647 ﾎﾘﾀ ﾋﾛﾔ 愛知県

1時間42分18秒728 山中　隆伸1069 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 兵庫県

1時間42分19秒729 津山　誠治593 ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ 徳島県

1時間42分20秒730 柿本　賢839 ｶｷﾓﾄ ｹﾝ 草津市

1時間42分21秒731 青木　広美399 ｱｵｷ ﾋﾛﾐ 東京都

1時間42分21秒732 角野　昌二551 ｶｸﾉ ｼｮｳｼﾞ 愛知県

1時間42分23秒733 内藤　忠市249 ﾅｲﾄｳ ﾀﾀﾞｲﾁ 愛知県

1時間42分26秒734 茅房　敏明462 ｶﾔﾌｻ ﾄｼｱｷ 大阪府

1時間42分26秒735 川西　兼介594 ｶﾜﾆｼ ｹﾝｽｹ 大津市

1時間42分26秒736 金井　俊平1206 ｶﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 草津市

1時間42分27秒737 近藤　一夫1559 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 三重県

1時間42分27秒738 中嶋　真二866 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 愛知県

1時間42分33秒739 徳永　康行1046 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ 大阪府

1時間42分34秒740 吉田　保藏1274 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｿﾞｳ 三重県

1時間42分36秒741 畑　晃典963 ﾊﾀ ｱｷﾉﾘ 奈良県

1時間42分37秒742 小川　龍治1120 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 愛知県

1時間42分39秒743 井上　幸和1403 ｲﾉｳｴ ﾕｷｶｽﾞ 京都府

1時間42分39秒744 北川　憲治767 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間42分39秒745 半谷　将宏1041 ﾊﾝﾔ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

1時間42分40秒746 築地　篤之1020 ﾂｲｼﾞ ｱﾂｼ 岐阜県

1時間42分40秒747 岡野　義正1083 ｵｶﾉ ﾖｼﾏｻ 大阪府

1時間42分42秒748 森田　文621 ﾓﾘﾀ ﾋﾄｼ 近江八幡市

1時間42分43秒749 二村　雅也1215 ﾌﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 愛知県

1時間42分43秒750 大加戸　秀樹924 ｵｵｶﾄﾞ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県
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1時間42分44秒751 片桐　収優1084 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾕｳ 愛知県

1時間42分44秒752 古川　善久911 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｻ 犬上郡

1時間42分45秒753 福名　栄治1277 ﾌｸﾅ ｴｲｼﾞ 大阪府

1時間42分48秒754 宮武　昇司474 ﾐﾔﾀｹ ｼｮｳｼﾞ 大阪府

1時間42分48秒755 山本　和宏1074 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

1時間42分49秒756 脇坂　秀和764 ﾜｷｻｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長浜市

1時間42分49秒757 正村　彰規948 ﾏｻﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 愛知県

1時間42分50秒758 石河　雅夫738 ｲｼｶﾜ ﾏｻｵ 神奈川県

1時間42分51秒759 佐藤　隆哉1176 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 愛知県

1時間42分51秒760 芳賀　清文986 ﾊｶﾞ ｷﾖﾌﾐ 兵庫県

1時間42分53秒761 長谷川　貴大985 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県

1時間42分54秒762 福田　有城1878 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫県

1時間42分55秒763 陶山　俊三28 ﾄｳﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ 大阪府

1時間42分57秒764 仲田　正喜857 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻｷ 岐阜県

1時間42分58秒765 小嶋　正人914 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 愛知県

1時間43分01秒766 上田　真一1498 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 彦根市

1時間43分01秒767 斉藤　秀一879 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 甲賀市

1時間43分02秒768 中坂　洋一郎892 ﾅｶｻｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ 愛知県

1時間43分06秒769 山岡　良久1213 ﾔﾏｵｶ ﾖｼﾋｻ 京都府

1時間43分09秒770 中井　能博1343 ﾅｶｲ ﾉﾘﾋﾛ 三重県

1時間43分10秒771 鈴木　義久1092 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ 米原市

1時間43分11秒772 吉田　直人487 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 長浜市

1時間43分11秒773 櫻井　隆義928 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾖｼ 愛知県

1時間43分11秒774 水崎　勲821 ﾐｽﾞｻｷ ｲｻｵ 岐阜県

1時間43分12秒775 上田　浩二1042 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 甲賀市

1時間43分12秒776 生嶋　圭二1103 ｲｸｼﾏ ｹｲｼﾞ 大阪府

1時間43分14秒777 平井　伸明786 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ 彦根市

1時間43分14秒778 古永　宏樹619 ﾌﾙﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 三重県

1時間43分16秒779 領家　太貴男1657 ﾘｮｳｹ ﾀｷｵ 守山市

1時間43分17秒780 横山　稔975 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ 守山市

1時間43分18秒781 桑原　義明581 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 岐阜県

1時間43分18秒782 大野　靖晃1173 ｵｵﾉ ﾔｽｱｷ 三重県

1時間43分20秒783 三浦　光広1128 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県

1時間43分20秒784 服部　哲幸408 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾕｷ 岐阜県

1時間43分20秒785 村木　雄哉1029 ﾑﾗｷ ﾀｹﾔ 三重県

1時間43分21秒786 福田　雅和817 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 兵庫県

1時間43分23秒787 高安　秀樹1331 ﾀｶﾔｽ ﾋﾃﾞｷ 大津市

1時間43分24秒788 先本　将人1112 ｻｷﾓﾄ ﾏｻﾄ 愛知県

1時間43分25秒789 岩佐　和樹1187 ｲﾜｻ ｶｽﾞｷ 東近江市

1時間43分26秒790 篠原　秀記1132 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 東近江市

1時間43分26秒791 中田　真平1171 ﾅｶﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知県

1時間43分30秒792 小関　久志983 ｵｾﾞｷ ﾋｻｼ 岐阜県

1時間43分30秒793 尾崎　浩康1509 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 兵庫県

1時間43分31秒794 上田　雅則689 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 大阪府

1時間43分31秒795 矢口　重一449 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞｶｽﾞ 大阪府

1時間43分33秒796 山根　幸博127 ﾔﾏﾈ ﾕｷﾋﾛ 米原市

1時間43分33秒797 近藤　太實男1011 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｵ 彦根市

1時間43分35秒798 蜂須賀　晋也521 ﾊﾁｽｶ ｼﾝﾔ 愛知県

1時間43分36秒799 藤田　洋規445 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県

1時間43分36秒800 朝倉　英太郎1466 ｱｻｸﾗ ｴｲﾀﾛｳ 愛知県
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1時間43分37秒801 黒野　大朗1059 ｸﾛﾉ ﾀﾛｳ 愛知県

1時間43分39秒802 中村　哲也706 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 三重県

1時間43分39秒803 川端　吉純687 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼｽﾐ 大阪府

1時間43分41秒804 南　宏尚808 ﾐﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 大阪府

1時間43分41秒805 吉田　拓真2467 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 長浜市

1時間43分43秒806 髙橋　裕幸1248 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 京都府

1時間43分44秒807 松本　敏明384 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｱｷ 京都府

1時間43分45秒808 西村　拓郎2169 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｵ 守山市

1時間43分47秒809 板垣　和紀1060 ｲﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県

1時間43分48秒810 佐藤　健治433 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 三重県

1時間43分49秒811 廣野　一雄525 ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｵ 愛知県

1時間43分50秒812 小出　道明1585 ｺｲﾃﾞ ﾐﾁｱｷ 愛知県

1時間43分50秒813 栗木　宏徳559 ｸﾘｷ ﾋﾛﾉﾘ 兵庫県

1時間43分51秒814 今井　雅文1428 ｲﾏｲ ﾏｻﾌﾐ 愛知県

1時間43分51秒815 藤井　富夫830 ﾌｼﾞｲ ﾄﾐｵ 草津市

1時間43分51秒816 西山　誠二1030 ﾆｼﾔﾏ ｾｲｼﾞ 兵庫県

1時間43分52秒817 中村　安孝1311 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾀｶ 京都府

1時間43分54秒818 高谷　尚志721 ﾀｶﾔ ﾀｶｼ 大阪府

1時間43分57秒819 藤井　善明491 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｱｷ 大阪府

1時間43分59秒820 伊藤　始進747 ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ 守山市

1時間44分01秒821 中瀬　拓也490 ﾅｶｾ ﾀｸﾔ 長浜市

1時間44分02秒822 竹内　裕二569 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 京都府

1時間44分04秒823 森口　吉則514 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 草津市

1時間44分05秒824 堀田　雅1795 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 京都府

1時間44分06秒825 砂田　清二957 ｽﾅﾀﾞ ｾｲｼﾞ 奈良県

1時間44分08秒826 松村　英祐1326 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｽｹ 長浜市

1時間44分08秒827 阪田　道生257 ｻｶﾀ ﾐﾁｵ 大津市

1時間44分11秒828 有元　康人1056 ｱﾘﾓﾄ ﾔｽﾄ 奈良県

1時間44分12秒829 間瀬　敦史964 ﾏｾ ｱﾂｼ 愛知県

1時間44分15秒830 緒方　利彦1920 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 愛知県

1時間44分16秒831 里見　吉德759 ｻﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ 京都府

1時間44分17秒832 勝島　大葵824 ｶﾂｼﾏ ﾀﾞｲｷ 三重県

1時間44分17秒833 吉田　龍彦869 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 岐阜県

1時間44分17秒834 辻　貴史1577 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 彦根市

1時間44分19秒835 伊藤　壮平2898 ｲﾄｳ ｿｳﾍｲ 長浜市

1時間44分20秒836 中村　敏克1216 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 草津市

1時間44分20秒837 井上　敬雄1321 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｵ 愛知県

1時間44分24秒838 河合　憲一郎1159 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県

1時間44分26秒839 西　直人760 ﾆｼ ﾅｵﾄ 兵庫県

1時間44分27秒840 西村　智樹1045 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 大阪府

1時間44分28秒841 和田　秀男1032 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 大阪府

1時間44分29秒842 村上　卓次286 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸｼﾞ 大阪府

1時間44分30秒843 遠藤　雅義1320 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 兵庫県

1時間44分31秒844 萩原　光人599 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐﾂﾄ 大阪府

1時間44分31秒845 大橋　聖貴882 ｵｵﾊｼ ｷﾖﾀｶ 愛知県

1時間44分31秒846 矢尾　裕一郎1749 ﾔｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岡山県

1時間44分34秒847 中川　渡1102 ﾅｶｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 長浜市

1時間44分36秒848 立田　勝也1931 ﾀﾂﾀ ｶﾂﾔ 兵庫県

1時間44分37秒849 鈴木　勝大1022 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 三重県

1時間44分37秒850 野村　竜行804 ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ 愛知県
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1時間44分39秒851 川崎　武司915 ｶﾜｻｷ ﾀｹｼ 大阪府

1時間44分40秒852 犬丸　真一1306 ｲﾇﾏﾙ ｼﾝｲﾁ 愛知県

1時間44分43秒853 下村　満留1006 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾂﾙ 愛知県

1時間44分44秒854 金谷　隆夫1237 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶｵ 奈良県

1時間44分46秒855 窪田　髙広1285 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県

1時間44分47秒856 山岸　賢一1386 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝｲﾁ 愛知県

1時間44分48秒857 妹尾　守清269 ｾﾉｵ ﾓﾘｷﾖ 大阪府

1時間44分48秒858 平工　善紀1525 ﾋﾗｸ ﾖｼﾉﾘ 奈良県

1時間44分49秒859 長曽　雅隆1464 ﾁｮｳｿ ﾏｻﾀｶ 大阪府

1時間44分50秒860 杉浦　信隆1447 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 愛知県

1時間44分51秒861 東　祐巳822 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾐ 大阪府

1時間44分52秒862 久保田　正則1024 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 愛知県

1時間44分53秒863 伏木　明2263 ﾌｼｷ ｱｷﾗ 長浜市

1時間44分53秒864 岡田　理一1362 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 岐阜県

1時間44分57秒865 五十嵐　守1506 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾓﾙ 京都府

1時間44分59秒866 廣瀬　和弘564 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

1時間44分59秒867 吉田　宗博2047 ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 岐阜県

1時間45分00秒868 高橋　宏維825 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県

1時間45分01秒869 中谷　亮介1047 ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 守山市

1時間45分03秒870 町上　孝信1085 ﾏﾁｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ 愛知県

1時間45分04秒871 廣江　信仁622 ﾋﾛｴ ﾉﾌﾞﾋﾄ 愛知県

1時間45分07秒872 中川　和正1480 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 愛知県

1時間45分08秒873 南　恭隆407 ﾐﾅﾐ ﾔｽﾀｶ 大阪府

1時間45分08秒874 畑中　貞雄1556 ﾊﾀﾅｶ ｻﾀﾞｵ 大阪府

1時間45分08秒875 黒木　昭彦56 ｸﾛｷ ｱｷﾋｺ 兵庫県

1時間45分08秒876 松藤　直樹1152 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾅｵｷ 愛知県

1時間45分09秒877 深津　研一881 ﾌｶﾂ ｹﾝｲﾁ 愛知県

1時間45分10秒878 羽田野　隆1764 ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ 岐阜県

1時間45分10秒879 寺村　康史1579 ﾃﾗﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ 草津市

1時間45分12秒880 馬場　好藏762 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｿﾞｳ 彦根市

1時間45分12秒881 中村　満男1503 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 大阪府

1時間45分16秒882 榛葉　典仁697 ｼﾝﾊﾞ ﾉﾘﾋﾄ 静岡県

1時間45分18秒883 下村　将弘977 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 京都府

1時間45分20秒884 立石　裕1229 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間45分23秒885 本間　実889 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ 京都府

1時間45分23秒886 山二　伸介553 ﾔﾏﾆ ｼﾝｽｹ 岐阜県

1時間45分27秒887 青山　朋久1207 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 大津市

1時間45分29秒888 武尾　博1459 ﾀｹｵ ﾋﾛｼ 近江八幡市

1時間45分30秒889 松永　東司1250 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｳｼ 岐阜県

1時間45分31秒890 泉　岳男1064 ｲｽﾞﾐ ﾀｹｵ 大阪府

1時間45分32秒891 三原　義規1183 ﾐﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 大阪府

1時間45分33秒892 渡邊　秀樹1446 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 奈良県

1時間45分35秒893 大津留　睦人1868 ｵｵﾂﾙ ﾑﾂﾋﾄ 大阪府

1時間45分35秒894 矢野　享1243 ﾔﾉ ｽｽﾑ 三重県

1時間45分35秒895 久安　亮1149 ﾋｻﾔｽ ﾘｮｳ 東近江市

1時間45分36秒896 西村　研二1586 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間45分38秒897 井上　雄太126 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 愛知県

1時間45分39秒898 北村　栄958 ｷﾀﾑﾗ ｻｶｴ 愛知県

1時間45分43秒899 田中　真彦532 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 兵庫県

1時間45分46秒900 大久保　裕康1310 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾔｽ 奈良県
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1時間45分47秒901 石住　隆司735 ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ 奈良県

1時間45分48秒902 福本　修1209 ﾌｸﾓﾄ ｵｻﾑ 大阪府

1時間45分48秒903 萱原　史朗959 ｶﾔﾊﾗ ﾌﾐｵ 奈良県

1時間45分49秒904 上野　隆生1100 ｳｴﾉ ﾀｶｵ 長浜市

1時間45分49秒905 西開地　平1439 ﾆｼｶｲﾁ ﾀｲﾗ 大阪府

1時間45分50秒906 崎山　晋栄1158 ｻｷﾔﾏ ｼﾝｴｲ 愛知県

1時間45分53秒907 山田　達也1014 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知県

1時間45分58秒908 牛尾　敏夫539 ｳｼｵ ﾄｼｵ 京都府

1時間45分58秒909 青木　恭彦1096 ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ 栗東市

1時間45分58秒910 小石原　郁夫486 ｺｲｼﾊﾗ ｲｸｵ 京都府

1時間45分59秒911 松田　考司1271 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県

1時間46分01秒912 飯田　英作1001 ｲｲﾀﾞ ｴｲｻｸ 愛知県

1時間46分03秒913 三輪　一博1293 ﾐﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

1時間46分04秒914 水野　英昭364 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 三重県

1時間46分06秒915 三島　公男1397 ﾐｼﾏ ｷﾐｵ 三重県

1時間46分07秒916 大渕　澄朗1505 ｵｵﾌﾞﾁ ｽﾐｵ 愛知県

1時間46分07秒917 中島　啓之810 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 草津市

1時間46分08秒918 猪俣　真一806 ｲﾉﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

1時間46分09秒919 柳崎　淳1777 ﾔﾅｷﾞｻｷ ｼﾞｭﾝ 愛知県

1時間46分09秒920 佐藤　誠942 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 京都府

1時間46分09秒921 奥村　和比古828 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 近江八幡市

1時間46分11秒922 村上　司613 ﾑﾗｶﾐ ﾂｶｻ 東京都

1時間46分12秒923 久保　知也1339 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 愛知県

1時間46分12秒924 朝野　道則1221 ｱｻﾉ ﾐﾁﾉﾘ 大阪府

1時間46分15秒925 井上　博行962 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 草津市

1時間46分15秒926 吉田　健吾1693 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 草津市

1時間46分17秒927 長澤　彰太1130 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ 大阪府

1時間46分20秒928 香西　是孝1467 ｺｳｻﾞｲ ﾖｼﾀｶ 三重県

1時間46分21秒929 石川　靖晴1142 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾊﾙ 愛知県

1時間46分22秒930 北西　真1270 ｷﾀﾆｼ ﾏｺﾄ 大阪府

1時間46分25秒931 小野　陵太1597 ｵﾉ ﾘｮｳﾀ 長浜市

1時間46分25秒932 中嶋　秀樹1953 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 長浜市

1時間46分26秒933 鈴木　直樹1122 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 奈良県

1時間46分26秒934 樋田　正廣837 ﾄｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 静岡県

1時間46分28秒935 古澤　亘司1136 ﾌﾙｻﾜ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間46分30秒936 清家　智明1388 ｾｲｹ ﾄﾓｱｷ 東京都

1時間46分32秒937 山本　昇891 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 静岡県

1時間46分32秒938 佐々木　基成1240 ｻｻｷ ﾓﾄﾅﾘ 大阪府

1時間46分33秒939 植田　憲明1555 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 京都府

1時間46分34秒940 佐野　吉美1078 ｻﾉ ﾖｼﾐ 三重県

1時間46分34秒941 紀　貴之1141 ｷｲ ﾀｶﾕｷ 大阪府

1時間46分36秒942 白居　和幸1093 ｼﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 犬上郡

1時間46分38秒943 中村　いさお997 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ 草津市

1時間46分38秒944 前田　吉弘481 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

1時間46分38秒945 岸本　嘉樹1881 ｷｼﾓﾄ ﾖｼｷ 京都府

1時間46分41秒946 佐用　光広745 ｻﾖｳ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府

1時間46分43秒947 松川　勲927 ﾏﾂｶﾜ ｲｻｵ 京都府

1時間46分47秒948 男澤　健治1247 ｵﾄｺｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間46分48秒949 藤岡　洋一1068 ﾌｼﾞｵｶ ﾖｳｲﾁ 甲賀市

1時間46分49秒950 鵜林　創1212 ｳﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 大津市
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1時間46分49秒951 田中　一聖1873 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ 福井県

1時間46分50秒952 春日部　直樹1044 ｶｽｶﾞﾍﾞ ﾅｵｷ 兵庫県

1時間46分52秒953 鈴木　和也1510 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 愛知県

1時間46分58秒954 仲上　勲1858 ﾅｶｶﾞﾐ ｲｻｵ 蒲生郡

1時間47分00秒955 谷口　広久1300 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 京都府

1時間47分02秒956 西　善彦1371 ﾆｼ ﾖｼﾋｺ 奈良県

1時間47分02秒957 中谷　泰明1263 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 兵庫県

1時間47分03秒958 井内　英彦2259 ｲﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾋｺ 京都府

1時間47分04秒959 岡田　浩幸969 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

1時間47分05秒960 速水　忠久1205 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ 香川県

1時間47分07秒961 新居　真二1377 ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ 近江八幡市

1時間47分08秒962 山田　哲雄1087 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂｵ 岐阜県

1時間47分09秒963 平岡　信彦897 ﾋﾗｵｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛知県

1時間47分10秒964 木下　敦史1347 ｷﾉ ｱﾂｼ 大阪府

1時間47分10秒965 旗手　崇1081 ﾊﾀﾃ ﾀｶｼ 湖南市

1時間47分12秒966 土肥　一毅362 ﾄｲ ｶｽﾞｷ 大阪府

1時間47分18秒967 笠井　嘉人1256 ｶｻｲ ﾖｼﾄ 三重県

1時間47分19秒968 多田　貴彦1599 ﾀﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 三重県

1時間47分19秒969 水野　強志1964 ﾐｽﾞﾉ ﾂﾖｼ 大津市

1時間47分20秒970 荒木　正和795 ｱﾗｷ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県

1時間47分21秒971 田實　敬幸1079 ﾀｼﾞﾂ ﾀｶﾕｷ 京都府

1時間47分21秒972 鈴木　たかお1222 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 愛知県

1時間47分23秒973 平田　晴洋980 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾋﾛ 兵庫県

1時間47分27秒974 塚本　良智1313 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾄﾓ 大津市

1時間47分27秒975 西端　正記1632 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 大津市

1時間47分28秒976 家口　全史858 ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 大阪府

1時間47分31秒977 朝居　英行1523 ｱｻｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 岐阜県

1時間47分32秒978 上田　慎二1211 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 三重県

1時間47分32秒979 大山　達生981 ｵｵﾔﾏ ﾀﾂｵ 兵庫県

1時間47分37秒980 橋詰　直樹1033 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵｷ 愛知県

1時間47分37秒981 川見　昌克1414 ｶﾜﾐ ﾏｻｶﾂ 愛知県

1時間47分38秒982 尾崎　幸雄1471 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ 大阪府

1時間47分41秒983 塚本　英樹1928 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 大阪府

1時間47分42秒984 大池　義和922 ｵｵｲｹ ﾖｼｶｽﾞ 京都府

1時間47分44秒985 岸上　幸弘979 ｷｼｳｴ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

1時間47分46秒986 辻村　和俊1053 ﾂｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県

1時間47分46秒987 山田　亮1278 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 京都府

1時間47分47秒988 川﨑　弘之403 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 大津市

1時間47分48秒989 後藤　誠二1150 ｺﾞﾄｳ ｾｲｼﾞ 愛知県

1時間47分48秒990 鈴木　稔1790 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 愛知県

1時間47分48秒991 福原　長1533 ﾌｸﾊﾗ ﾀｹｼ 奈良県

1時間47分49秒992 駒井　巌1309 ｺﾏｲ ｲﾜｵ 愛知県

1時間47分49秒993 糸納　正樹1697 ｲﾄﾉ ﾏｻｷ 大津市

1時間47分50秒994 平野　金三郎1016 ﾋﾗﾉ ｷﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 奈良県

1時間47分55秒995 今尾　哲正1462 ｲﾏｵ ﾃﾂﾏｻ 岐阜県

1時間47分57秒996 池田　昌聡1297 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 三重県

1時間47分58秒997 水野　宏1341 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間47分59秒998 那須　政之606 ﾅｽ ﾏｻﾕｷ 野洲市

1時間48分01秒999 古川　哲次1419 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 岐阜県

1時間48分02秒1000 高須賀　猛1883 ﾀｶｽｶ ﾀｹｼ 大阪府
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1時間48分05秒1001 大森　望1816 ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 長浜市

1時間48分05秒1002 中川　裕樹1842 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 京都府

1時間48分07秒1003 桑原　望1445 ｸﾜﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 大阪府

1時間48分07秒1004 前田　一之1010 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜県

1時間48分08秒1005 米田　純2656 ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県

1時間48分13秒1006 田所　央行2868 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋｻﾕｷ 三重県

1時間48分13秒1007 宮崎　恒行2159 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾈﾕｷ 京都府

1時間48分14秒1008 林　智行1119 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 愛知県

1時間48分16秒1009 西岡　智916 ﾆｼｵｶ ｻﾄｼ 大阪府

1時間48分16秒1010 岡田　真次682 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 三重県

1時間48分17秒1011 松浦　博幸848 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 大津市

1時間48分17秒1012 梅本　祐樹1602 ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｷ 長浜市

1時間48分22秒1013 戸口　能全1223 ﾄｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ 大阪府

1時間48分22秒1014 山口　周嗣1507 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 彦根市

1時間48分24秒1015 高江　真一852 ﾀｶｴ ｼﾝｲﾁ 三重県

1時間48分25秒1016 山田　竜一1765 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府

1時間48分28秒1017 立山　壮平954 ﾀﾃﾔﾏ ｿｳﾍｲ 大阪府

1時間48分29秒1018 谷本　直2336 ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵ 愛知県

1時間48分30秒1019 朝比奈　潤1104 ｱｻﾋﾅ ｼﾞｭﾝ 愛知県

1時間48分30秒1020 小林　樹雄1940 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 大阪府

1時間48分31秒1021 水谷　隆一1381 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ 岐阜県

1時間48分32秒1022 田中　幸太郎1902 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 米原市

1時間48分33秒1023 向　満2410 ﾑｶｲ ﾐﾂﾙ 三重県

1時間48分38秒1024 稲川　将浩412 ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

1時間48分38秒1025 横田　久幸972 ﾖｺﾀ ﾋｻﾕｷ 守山市

1時間48分38秒1026 石塚　光則973 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂﾉﾘ 愛知県

1時間48分39秒1027 内藤　朝義1252 ﾅｲﾄｳ ｱｻﾖｼ 愛知県

1時間48分43秒1028 多賀　大輝1689 ﾀｶﾞ ﾀﾞｲｷ 長浜市

1時間48分44秒1029 高橋　芳信1355 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 岐阜県

1時間48分46秒1030 矢野　功一1048 ﾔﾉ ｺｳｲﾁ 愛知県

1時間48分48秒1031 後藤　克弘851 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 愛知県

1時間48分48秒1032 矢田　基1040 ﾔﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 京都府

1時間48分49秒1033 石地　博之713 ｲｼｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 大津市

1時間48分50秒1034 石地　春樹1801 ｲｼｼﾞ ﾊﾙｷ 京都府

1時間48分52秒1035 菊池　正之845 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 栃木県

1時間48分56秒1036 大槻　剛1095 ｵｵﾂｷ ｺﾞｳ 京都府

1時間48分57秒1037 冨永　裕文1751 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 大阪府

1時間48分57秒1038 渡辺　博眞1281 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾏｻ 岐阜県

1時間48分59秒1039 土屋　点1719 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾙ 愛知県

1時間48分59秒1040 打越　洋市459 ｳﾁｺｼ ﾖｳｲﾁ 岐阜県

1時間49分00秒1041 小原　誠司1170 ｺﾊﾗ ｾｲｼﾞ 大津市

1時間49分01秒1042 田中　儀之2268 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 和歌山県

1時間49分02秒1043 加藤　正吾1239 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 岐阜県

1時間49分02秒1044 高原　正好2319 ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 愛知県

1時間49分03秒1045 岩月　悦雄1228 ｲﾜﾂｷ ｴﾂｵ 愛知県

1時間49分05秒1046 御園生　泰継1993 ﾐｿﾉｳ ﾔｽﾂｸﾞ 愛知県

1時間49分06秒1047 仲谷　俊之1759 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 大津市

1時間49分07秒1048 藤井　邦明2206 ﾌｼﾞｲ ｸﾆｱｷ 愛知県

1時間49分07秒1049 平松　智之1317 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾕｷ 愛知県

1時間49分08秒1050 宮崎　明人431 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋﾄ 愛知県
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1時間49分09秒1051 北野　伸司1364 ｷﾀﾉ ｼﾝｼﾞ 大阪府

1時間49分16秒1052 岩田　伸義1443 ｲﾜﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ 岐阜県

1時間49分16秒1053 籠原　雅人2494 ｶｺﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 米原市

1時間49分16秒1054 鵜野　一光1017 ｳﾉ ｶｽﾞﾐﾂ 愛知県

1時間49分17秒1055 清水　俊博1834 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛知県

1時間49分18秒1056 今井　將之1610 ｲﾏｲ ﾏｻﾕｷ 神奈川県

1時間49分18秒1057 今井　克彦1598 ｲﾏｲ ｶﾂﾋｺ 愛知県

1時間49分19秒1058 村中　雅之1628 ﾑﾗﾅｶ ﾏｻﾕｷ 草津市

1時間49分20秒1059 中西　昇142 ﾅｶﾆｼ ﾉﾎﾞﾙ 東近江市

1時間49分21秒1060 奈良　篤樹1327 ﾅﾗ ｱﾂｷ 長浜市

1時間49分22秒1061 弓削　和也1686 ﾕｹﾞ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

1時間49分26秒1062 藤井　健司1605 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 野洲市

1時間49分26秒1063 森　裕二1867 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 岐阜県

1時間49分26秒1064 竹田　満1760 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ 兵庫県

1時間49分27秒1065 小川　浩司994 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長浜市

1時間49分27秒1066 小出　恭裕920 ｺｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

1時間49分29秒1067 森　康裕1502 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

1時間49分32秒1068 渡辺　富弥1227 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ 三重県

1時間49分32秒1069 原　史明2148 ﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 大阪府

1時間49分33秒1070 寺田　和弘1701 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県

1時間49分34秒1071 森　謙治245 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

1時間49分35秒1072 川嶋　肇1273 ｶﾜｼﾏ ﾊｼﾞﾒ 大阪府

1時間49分35秒1073 山下　勝可1468 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾖｼ 湖南市

1時間49分37秒1074 広林　保宣1703 ﾋﾛﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 愛知県

1時間49分39秒1075 高畑　憲倫458 ﾀｶﾊﾀ ﾉﾘﾄﾓ 岐阜県

1時間49分40秒1076 梅田　直樹1500 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｷ 兵庫県

1時間49分42秒1077 流郷　拓治1476 ﾘｭｳｺﾞｳ ﾀｸｼﾞ 近江八幡市

1時間49分45秒1078 大西　良正1562 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾏｻ 三重県

1時間49分45秒1079 近藤　義則661 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 広島県

1時間49分47秒1080 塩田　淳平1967 ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 草津市

1時間49分47秒1081 箕浦　康之1304 ﾐﾉｳﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 長浜市

1時間49分50秒1082 濱田　康彦1589 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 三重県

1時間49分50秒1083 照井　穣1828 ﾃﾙｲ ﾕﾀｶ 愛知県

1時間49分51秒1084 窪野　一茂1115 ｸﾎﾞﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛知県

1時間49分52秒1085 貝賀　慎一1242 ｶｲｶﾞ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

1時間49分52秒1086 大西　良明1617 ｵｵﾆｼ ﾖｼｱｷ 大阪府

1時間49分53秒1087 北川　正明1809 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県

1時間49分54秒1088 鈴木　敏和1679 ｽｽﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 京都府

1時間49分56秒1089 坂本　勝1097 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 大津市

1時間49分56秒1090 秋山　智之1576 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 愛知県

1時間49分56秒1091 吉川　邦昭1337 ﾖｼｶﾜ ｸﾆｱｷ 愛知県

1時間49分57秒1092 高橋　慎吾1457 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ 草津市

1時間49分58秒1093 吉澤　拓也1332 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 草津市

1時間49分59秒1094 嶋寺　毅弥1530 ｼﾏﾃﾞﾗ ﾀｹﾔ 長浜市

1時間49分59秒1095 横井　裕一526 ﾖｺｲ ﾕｳｲﾁ 愛知県

1時間50分00秒1096 吉田　晃940 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 兵庫県

1時間50分00秒1097 増田　貴美夫1007 ﾏｽﾀﾞ ｷﾐｵ 兵庫県

1時間50分01秒1098 山下　陽一郎1582 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 愛知県

1時間50分02秒1099 松本　隆宏1962 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

1時間50分05秒1100 奥出　利行1685 ｵｸﾃﾞ ﾄｼﾕｷ 長浜市
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1時間50分05秒1101 佐藤　伸一郎1731 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大津市

1時間50分05秒1102 西岡　慎介1564 ﾆｼｵｶ ｼﾝｽｹ 京都府

1時間50分06秒1103 横山　潔1348 ﾖｺﾔﾏ ｷﾖｼ 京都府

1時間50分06秒1104 山口　晴久861 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｻ 奈良県

1時間50分07秒1105 西川　和典1912 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 長浜市

1時間50分08秒1106 上田　貴士2882 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 草津市

1時間50分08秒1107 曽我部　類946 ｿｶﾞﾍﾞ ﾙｲ 大阪府

1時間50分09秒1108 郷間　一樹1050 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞｷ 栗東市

1時間50分09秒1109 竹村　貴浩1358 ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 奈良県

1時間50分10秒1110 鎌田　俊夫1230 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 福井県

1時間50分11秒1111 岩崎　力2421 ｲﾜｻｷ ﾁｶﾗ 奈良県

1時間50分11秒1112 中村　吉郎1424 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 大阪府

1時間50分12秒1113 栖田　道雄1065 ｽﾀﾞ ﾐﾁｵ 兵庫県

1時間50分13秒1114 森下　秀彦1194 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ 愛知県

1時間50分13秒1115 徳野　哲郎1140 ﾄｸﾉ ﾃﾂｵ 甲賀市

1時間50分14秒1116 中井　郁1342 ﾅｶｲ ｶｵﾙ 大津市

1時間50分15秒1117 野呂田　一彦1389 ﾉﾛﾀ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県

1時間50分16秒1118 今井　将之1611 ｲﾏｲ ﾏｻﾕｷ 甲賀市

1時間50分16秒1119 西倉　邦浩2028 ﾆｼｸﾗ ｸﾆﾋﾛ 犬上郡

1時間50分16秒1120 道家　信之1382 ﾄﾞｳｹ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県

1時間50分17秒1121 森本　忠司1002 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 京都府

1時間50分18秒1122 穂本　英貴840 ﾎﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 守山市

1時間50分18秒1123 法月　正義1649 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾏｻﾖｼ 兵庫県

1時間50分19秒1124 山口　清1286 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ 長浜市

1時間50分19秒1125 石部　聡一1581 ｲｼﾍﾞ ｿｳｲﾁ 草津市

1時間50分20秒1126 石井　久光1456 ｲｼｲ ﾋｻﾐﾂ 兵庫県

1時間50分22秒1127 豊田　武1394 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ 奈良県

1時間50分26秒1128 加藤　陶正815 ｶﾄｳ ｽｴﾏｻ 岐阜県

1時間50分26秒1129 神藤　和憲827 ｶﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府

1時間50分28秒1130 別所　悦幸1593 ﾍﾞｯｼｮ ﾖｼﾕｷ 大阪府

1時間50分29秒1131 石黒　正生1261 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻｵ 近江八幡市

1時間50分32秒1132 岡本　隆広1107 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

1時間50分34秒1133 落合　宗夫2186 ｵﾁｱｲ ﾑﾈｵ 長浜市

1時間50分34秒1134 掛橋　靖啓2101 ｶｹﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

1時間50分37秒1135 古崎　真一1363 ﾌﾙｻｷ ｼﾝｲﾁ 大津市

1時間50分38秒1136 高木　秀清1245 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｷﾖ 近江八幡市

1時間50分38秒1137 矢野　哲也625 ﾔﾉ ﾃﾂﾔ 兵庫県

1時間50分39秒1138 尾田　淳2401 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 京都府

1時間50分39秒1139 真田　瑛浩1660 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 大阪府

1時間50分40秒1140 加藤　淳徳1495 ｶﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 神奈川県

1時間50分41秒1141 雨森　隆夫1413 ｱﾏﾓﾘ ﾀｶｵ 長浜市

1時間50分43秒1142 濱崎　英治1548 ﾊﾏｻｷ ｴｲｼﾞ 京都府

1時間50分43秒1143 藤岡　佳紀1283 ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾉﾘ 甲賀市

1時間50分44秒1144 海老根　剛1783 ｴﾋﾞﾈ ﾂﾖｼ 草津市

1時間50分45秒1145 今堀　道明1475 ｲﾏﾎﾘ ﾐﾁｱｷ 東近江市

1時間50分48秒1146 坂倉　良一1937 ｻｶｸﾗ ﾘｮｳｲﾁ 京都府

1時間50分49秒1147 田尻　明宏1091 ﾀｼﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 大津市

1時間50分49秒1148 吉田　勝己1384 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾐ 近江八幡市

1時間50分50秒1149 三浦　日出男2383 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪府

1時間50分52秒1150 小林　洋之1676 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 守山市
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1時間50分52秒1151 水谷　剛624 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾖｼ 彦根市

1時間50分57秒1152 藤本　博文2475 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 近江八幡市

1時間50分57秒1153 空閑　融1625 ｸｶﾞ ﾕｽﾞﾙ 京都府

1時間50分57秒1154 久郷　雄己2076 ｸｺﾞｳ ﾕｳｷ 近江八幡市

1時間50分57秒1155 成宮　正朗1633 ﾅﾙﾐﾔ ｾｲﾛｳ 野洲市

1時間51分04秒1156 荒木　秀文1793 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 兵庫県

1時間51分04秒1157 福岡　憲一1353 ﾌｸｵｶ ｹﾝｲﾁ 大阪府

1時間51分06秒1158 若林　正幸2021 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

1時間51分09秒1159 櫻井　雄介1425 ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 愛知県

1時間51分12秒1160 中野　恵史1269 ﾅｶﾉ ｹｲｼ 大阪府

1時間51分14秒1161 大塚　稔弘2249 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾋﾛ 東近江市

1時間51分18秒1162 前野　秋成1175 ﾏｴﾉ ｼｭｳｾｲ 大阪府

1時間51分19秒1163 垣内　勇輝1600 ｶｷｳﾁ ﾕｳｷ 甲賀市

1時間51分19秒1164 若月　政幸2024 ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾕｷ 大津市

1時間51分22秒1165 加藤　正敏1335 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 山梨県

1時間51分22秒1166 柴田　智仁1999 ｼﾊﾞﾀ　 湖南市

1時間51分23秒1167 山田　一廣1294 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

1時間51分24秒1168 大森　浩2083 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｼ 兵庫県

1時間51分26秒1169 秋山　英太郎1540 ｱｷﾔﾏ ｴｲﾀﾛｳ 兵庫県

1時間51分28秒1170 神先　浄1415 ｶﾝｻﾞｷ ｷﾖｼ 京都府

1時間51分30秒1171 西本　進1440 ﾆｼﾓﾄ ｽｽﾑ 長浜市

1時間51分40秒1172 田頭　寛貴1260 ﾀｶﾞｼﾗ ﾋﾛｷ 彦根市

1時間51分41秒1173 菅　功成2476 ｽｶﾞ ｶﾂﾅﾘ 大阪府

1時間51分43秒1174 福井　忠明1711 ﾌｸｲ ﾀﾀﾞｱｷ 愛知県

1時間51分46秒1175 玉井　哲司918 ﾀﾏｲ ﾃﾂｼﾞ 愛知県

1時間51分46秒1176 平居　郁雄1253 ﾋﾗｲ ｲｸｵ 京都府

1時間51分47秒1177 安川　学1246 ﾔｽｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 草津市

1時間51分48秒1178 山田　康裕542 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 三重県

1時間51分50秒1179 元中　治文1303 ﾓﾄﾅｶ ﾊﾙﾌﾐ 長浜市

1時間51分51秒1180 吉岡　要1163 ﾖｼｵｶ ｶﾅﾒ 京都府

1時間51分51秒1181 三輪　順亮1184 ﾐﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県

1時間51分53秒1182 若林　繁夫1463 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ 大阪府

1時間51分53秒1183 山岡　達也1238 ﾔﾏｵｶ ﾀﾂﾔ 京都府

1時間51分55秒1184 最上　真吾1157 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 京都府

1時間51分56秒1185 佐藤　智洋1865 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

1時間52分02秒1186 弓木　直人1195 ﾕﾐｷ ﾅｵﾄ 大阪府

1時間52分04秒1187 高塚　一裕1333 ﾀｶﾂｶ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県

1時間52分04秒1188 恵美須　康史2097 ｴﾋﾞｽ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間52分05秒1189 小西　賢一855 ｺﾆｼ ｹﾝｲﾁ 三重県

1時間52分07秒1190 徳山　泰治734 ﾄｸﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ 岐阜県

1時間52分07秒1191 塚本　一雄592 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ 大津市

1時間52分08秒1192 中西　弘典1063 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾉﾘ 奈良県

1時間52分08秒1193 煙草　修行1583 ﾀﾊﾞｺ ﾅｵﾕｷ 兵庫県

1時間52分09秒1194 浜田　光明1393 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 大阪府

1時間52分10秒1195 皆川　裕徳555 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 彦根市

1時間52分10秒1196 森本　敏弘966 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県

1時間52分10秒1197 小原　朗嗣618 ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｼﾞ 草津市

1時間52分11秒1198 振角　高宏1634 ﾌﾘｶﾄﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

1時間52分11秒1199 氏家　智裕1527 ｳｼﾞｲｴ ﾄﾓﾋﾛ 長浜市

1時間52分12秒1200 川島　英和1197 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県
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1時間52分12秒1201 辻田　正紀1114 ﾂｼﾞﾀ ﾏｻｷ 大阪府

1時間52分13秒1202 松山　信三1090 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ 大阪府

1時間52分14秒1203 上田　達也1877 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 近江八幡市

1時間52分14秒1204 大幡　正融1811 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾐﾁ 草津市

1時間52分17秒1205 吉田　敏昭1244 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 大阪府

1時間52分18秒1206 沖本　章1126 ｵｷﾓﾄ ｱｷﾗ 大阪府

1時間52分18秒1207 黒木　信吾1521 ｸﾛｷ ｼﾝｺﾞ 蒲生郡

1時間52分18秒1208 中野　博文1123 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県

1時間52分20秒1209 手嶋　実2170 ﾃｼﾏ ﾐﾉﾙ 愛知県

1時間52分20秒1210 松田　憲男1763 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘｵ 米原市

1時間52分20秒1211 野口　克也1351 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 彦根市

1時間52分21秒1212 則直　慎也1792 ﾉﾘﾅｵ ｼﾝﾔ 福井県

1時間52分22秒1213 大川　悠太623 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾀ 愛知県

1時間52分22秒1214 森　達哉1182 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ 岐阜県

1時間52分23秒1215 坂西　涼1569 ｻｶﾆｼ ﾘｮｳ 大阪府

1時間52分24秒1216 野嵜　德郎1055 ﾉｻﾞｷ ﾄｸｵ 愛知県

1時間52分25秒1217 間宮　義久1609 ﾏﾐﾔ ﾖｼﾋｻ 岐阜県

1時間52分25秒1218 松浦　修一1231 ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳｲﾁ 兵庫県

1時間52分25秒1219 森　徹1925 ﾓﾘ ﾄｵﾙ 大阪府

1時間52分26秒1220 樋口　圭一1678 ﾋｸﾞﾁ 大津市

1時間52分26秒1221 奥田　純一1567 ｵｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府

1時間52分26秒1222 柴山　俊彦1105 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 愛知県

1時間52分27秒1223 木村　博行1869 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

1時間52分27秒1224 伊達　純2085 ﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ 京都府

1時間52分28秒1225 上田　佳照600 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 奈良県

1時間52分28秒1226 神山　鈴生356 ｶﾐﾔﾏ ｽｽﾞｵ 京都府

1時間52分29秒1227 荒井　謙次1898 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 京都府

1時間52分29秒1228 酒井　康雄463 ｻｶｲ ﾔｽｵ 愛知県

1時間52分29秒1229 青木　高志456 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都

1時間52分29秒1230 中澤　透1551 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 京都府

1時間52分30秒1231 松田　秀明2086 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 京都府

1時間52分34秒1232 松田　光雄864 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ 大阪府

1時間52分36秒1233 石川　慎一823 ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 三重県

1時間52分36秒1234 中　庸充1565 ﾅｶ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大阪府

1時間52分36秒1235 谷　貴文1236 ﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ 奈良県

1時間52分40秒1236 星野　浩2888 ﾎｼﾉ ﾋﾛｼ 草津市

1時間52分41秒1237 角谷　幸輝976 ｶﾄﾞﾔ ｺｳｷ 三重県

1時間52分42秒1238 山口　榮一1587 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ 愛知県

1時間52分43秒1239 倉田　駿介1641 ｸﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県

1時間52分44秒1240 櫟原　秀樹1179 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県

1時間52分45秒1241 菱川　尚久1644 ﾋｼｶﾜ ﾅｵﾋｻ 兵庫県

1時間52分47秒1242 阿部　久知1025 ｱﾍﾞ ﾋｻﾄﾓ 愛知県

1時間52分50秒1243 小山　浩史2253 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 彦根市

1時間52分51秒1244 石川　章人1330 ｲｼｶﾜ ｱｷﾄ 甲賀市

1時間52分51秒1245 舟川　聡巳1449 ﾌﾅｶﾜ ﾄｼﾐ 京都府

1時間52分52秒1246 角矢　誠一郎1830 ｶｸﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間52分53秒1247 加藤　佳史1232 ｶﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 三重県

1時間52分53秒1248 西川　純雄2661 ﾆｼｶﾜ ｽﾐｵ 愛知県

1時間52分53秒1249 須藤　智正1267 ｽﾄｳ ﾄﾓﾏｻ 愛知県

1時間52分54秒1250 松南　雅己2050 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾐ 鳥取県
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1時間52分54秒1251 桜井　勇治1458 ｻｸﾗｲ ﾕｳｼﾞ 大阪府

1時間52分55秒1252 西村　喜代一1607 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ 彦根市

1時間52分56秒1253 吉村　正義1383 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 奈良県

1時間52分56秒1254 坂倉　敏夫1744 ｻｶｸﾗ ﾄｼｵ 愛知県

1時間53分01秒1255 金田　将司2108 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県

1時間53分02秒1256 鈴木　伸次1401 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 愛知県

1時間53分03秒1257 堀尾　菊宏1409 ﾎﾘｵ ｷｸﾋﾛ 守山市

1時間53分05秒1258 東澤　真彰1538 ﾋｶﾞｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 彦根市

1時間53分06秒1259 松本　裕己1396 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ 京都府

1時間53分06秒1260 山本　晃洋1233 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 大阪府

1時間53分07秒1261 杵川　洋一1950 ｷﾈｶﾜ ﾖｳｲﾁ 大津市

1時間53分07秒1262 河南　泰広1909 ｶﾜﾐﾅﾐ ﾔｽﾋﾛ 草津市

1時間53分10秒1263 高木　仁史2032 ﾀｶｷﾞ ﾋﾄｼ 米原市

1時間53分10秒1264 岡本　貴夫1418 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県

1時間53分10秒1265 村尾　晶弘1412 ﾑﾗｵ ｱｷﾋﾛ 大阪府

1時間53分11秒1266 中井　克明1974 ﾅｶｲ ｶﾂｱｷ 三重県

1時間53分11秒1267 上田　泰之1818 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 大阪府

1時間53分11秒1268 山口　恭平955 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 京都府

1時間53分12秒1269 鈴木　優648 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 三重県

1時間53分13秒1270 土田　弘次1876 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 長浜市

1時間53分17秒1271 神戸　栄喜2339 ｶﾝﾍﾞ ｴｲｷ 岐阜県

1時間53分18秒1272 高橋　貢2254 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｸﾞ 大阪府

1時間53分18秒1273 中澤　正幸1680 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 近江八幡市

1時間53分19秒1274 赤田　光明1601 ｱｶﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 彦根市

1時間53分24秒1275 宮本　健太郎1200 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府

1時間53分24秒1276 鹿田　智明1965 ｼｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 京都府

1時間53分25秒1277 西田　茂1561 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 兵庫県

1時間53分28秒1278 小川　隆昭2227 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ 長浜市

1時間53分28秒1279 河中　孝幸2274 ｶﾜﾅｶ ﾀｶﾕｷ 奈良県

1時間53分30秒1280 深澤　健一2501 ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 兵庫県

1時間53分30秒1281 江崎　郁郎1861 ｴｻｷ ｲｸｵ 愛知県

1時間53分31秒1282 田中　栄治1730 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 岐阜県

1時間53分31秒1283 中村　忠一931 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 大津市

1時間53分32秒1284 田中　新司1349 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ 長浜市

1時間53分33秒1285 飯村　節夫965 ｲｲﾑﾗ ｾﾂｵ 兵庫県

1時間53分33秒1286 吉田　清貴2460 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 奈良県

1時間53分34秒1287 廣田　和貴2437 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜県

1時間53分36秒1288 北川　幸祐1370 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 米原市

1時間53分37秒1289 安藤　邦哉1027 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾔ 岐阜県

1時間53分37秒1290 河戸　幸則1491 ｶﾜﾄ ﾕｷﾉﾘ 兵庫県

1時間53分39秒1291 奥村　幸平281 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 愛知県

1時間53分39秒1292 細川　智洋1391 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

1時間53分41秒1293 岩瀬　潤司1455 ｲﾜｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ 兵庫県

1時間53分43秒1294 岸村　誠1778 ｷｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 大津市

1時間53分44秒1295 内池　健二1798 ｳﾁｲｹ ｹﾝｼﾞ 近江八幡市

1時間53分45秒1296 酒井　孝元1800 ｻｶｲ ﾀｶﾓﾄ 三重県

1時間53分46秒1297 山崎　陽介819 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 愛知県

1時間53分46秒1298 大山　康晴974 ｵｵﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ 京都府

1時間53分47秒1299 嘉永　浩一275 ｶﾅｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府

1時間53分48秒1300 小林　拓磨2139 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 京都府
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1時間53分48秒1301 前田　久任1654 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻﾄ 蒲生郡

1時間53分48秒1302 玉寄　兼勝1478 ﾀﾏﾖｾ ｹﾝｼｮｳ 沖縄県

1時間53分50秒1303 高谷　邦彦1696 ﾀｶﾔ ｸﾆﾋｺ 愛知県

1時間53分52秒1304 中嶋　政好970 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 愛知県

1時間53分54秒1305 中川　晃1422 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 大津市

1時間53分55秒1306 中田　隆一2408 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 京都府

1時間53分56秒1307 高田　治夫1089 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙｵ 大阪府

1時間53分59秒1308 伊藤　功2066 ｲﾄｳ ｲｻｵ 三重県

1時間54分02秒1309 髙田　政次1224 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 長浜市

1時間54分03秒1310 上畑　正和2797 ｳｴﾊﾀ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府

1時間54分05秒1311 杉田　義治1624 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾊﾙ 長浜市

1時間54分09秒1312 東　晋平2200 ｱｽﾞﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 和歌山県

1時間54分10秒1313 宮元　義保1013 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾔｽ 長浜市

1時間54分10秒1314 杉内　興雄1345 ｽｷﾞｳﾁ ﾕｷｵ 岐阜県

1時間54分12秒1315 中嶋　芳勝678 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 彦根市

1時間54分13秒1316 柴田　浩996 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間54分13秒1317 坂野　篤史1266 ｻｶﾉ ｱﾂｼ 大津市

1時間54分14秒1318 伊吹　良太1434 ｲﾌﾞｷ ﾘｮｳﾀ 高島市

1時間54分16秒1319 細田　耕司778 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間54分16秒1320 高木　正司1086 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｼ 大阪府

1時間54分19秒1321 中川　儀一1672 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾞｲﾁ 東近江市

1時間54分19秒1322 大阪　英児1234 ｵｵｻｶ ｴｲｼﾞ 大阪府

1時間54分19秒1323 井川　兼造508 ｲｶﾜ ｹﾝｿﾞｳ 岐阜県

1時間54分22秒1324 五坪　智彰1896 ｺﾞﾂﾎﾞ ﾁｼｮｳ 京都府

1時間54分23秒1325 上野　淳一郎1453 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 守山市

1時間54分24秒1326 春日井　憲1639 ｶｽｶﾞｲ ｱｷﾗ 三重県

1時間54分25秒1327 小谷　正貴1529 ｵﾀﾞﾆ ﾏｻｷ 栗東市

1時間54分26秒1328 清水　幸雄1972 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 長浜市

1時間54分28秒1329 高木　猛1005 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ 長浜市

1時間54分29秒1330 渡辺　芳勝1646 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶﾂ 大阪府

1時間54分29秒1331 八木　孝憲1504 ﾔｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛知県

1時間54分30秒1332 野呂　暁男1292 ﾉﾛ ｱｷｵ 大阪府

1時間54分32秒1333 数越　克己2312 ｽｺﾞｼ ｶﾂﾐ 大阪府

1時間54分33秒1334 石川　雅之1181 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 大津市

1時間54分33秒1335 清水　雅暢1752 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 奈良県

1時間54分34秒1336 伊豆田　浩文1315 ｲｽﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 京都府

1時間54分36秒1337 山口　益夫1573 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｽｵ 大阪府

1時間54分38秒1338 小森　信次1225 ｺﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 岐阜県

1時間54分38秒1339 三上　享1407 ﾐｶﾐ ﾀｶｼ 湖南市

1時間54分39秒1340 西村　清一730 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ 彦根市

1時間54分42秒1341 溝口　励児1712 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ 三重県

1時間54分44秒1342 深谷　利彦2114 ﾌｶﾔ ﾄｼﾋｺ 彦根市

1時間54分44秒1343 田中　登1365 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府

1時間54分45秒1344 窪　勝和1918 ｸﾎﾞ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府

1時間54分46秒1345 前田　知己1219 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 兵庫県

1時間54分47秒1346 野瀬　達2060 ﾉｾ ﾀﾂｼ 岐阜県

1時間54分48秒1347 山下　泰2302 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ 岐阜県

1時間54分49秒1348 田中　祐弥2273 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 東近江市

1時間54分49秒1349 江頭　勝也1360 ｴｶﾞｼﾗ ｶﾂﾔ 愛知県

1時間54分54秒1350 倉垣　賢治1702 ｸﾗｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ 奈良県
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1時間54分54秒1351 長谷川　和久1444 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 三重県

1時間54分54秒1352 田辺　康伸2276 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 米原市

1時間54分59秒1353 吉原　修1169 ﾖｼﾊﾗ ｵｻﾑ 彦根市

1時間54分59秒1354 有麻　修二1276 ｱﾘﾏ ｼｭｳｼﾞ 京都府

1時間55分01秒1355 河野　俊明1717 ｶﾜﾉ ﾄｼｱｷ 兵庫県

1時間55分02秒1356 樋口　潤哉1642 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府

1時間55分05秒1357 中川　幸人1312 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾄ 福岡県

1時間55分05秒1358 髙田　弘1671 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ 栗東市

1時間55分05秒1359 藤本　晋1429 ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾑ 大阪府

1時間55分08秒1360 伊藤　正樹1674 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 愛知県

1時間55分13秒1361 藤岡　敏式1803 ﾌｼﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ 大津市

1時間55分14秒1362 椎葉　政昭2365 ｼｲﾊﾞ ﾏｻｱｷ 愛知県

1時間55分15秒1363 姫野　誠984 ﾋﾒﾉ ﾏｺﾄ 湖南市

1時間55分15秒1364 吉田　康1448 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ 大津市

1時間55分15秒1365 内藤　克敏1886 ﾅｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 京都府

1時間55分16秒1366 大西　邦浩1627 ｵｵﾆｼ ｸﾆﾋﾛ 彦根市

1時間55分16秒1367 峰本　厚1604 ﾐﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府

1時間55分18秒1368 細木　繁樹1406 ﾎｿｷ ｼｹﾞｷ 大阪府

1時間55分18秒1369 藤田　正1479 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ 京都府

1時間55分22秒1370 島田　英明1520 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府

1時間55分22秒1371 森嶋　俊晴1404 ﾓﾘｼﾏ ﾄｼﾊﾙ 大阪府

1時間55分23秒1372 秋山　圭世1704 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾖ 大阪府

1時間55分24秒1373 安田　幸治1258 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岐阜県

1時間55分24秒1374 矢澤　朋也2435 ﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 愛知県

1時間55分26秒1375 堀江　亮介1127 ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 愛知県

1時間55分26秒1376 渡辺　倫央499 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋｻ 岐阜県

1時間55分27秒1377 内藤　高志1109 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 京都府

1時間55分28秒1378 新井田　潤2523 ﾆｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県

1時間55分28秒1379 吉田　彰宏616 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 米原市

1時間55分29秒1380 澤田　高男1756 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｵ 奈良県

1時間55分31秒1381 鈴木　敏彦1621 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 東京都

1時間55分32秒1382 寺南　典久1807 ﾃﾗﾐﾅﾐ ﾉﾘﾋｻ 三重県

1時間55分32秒1383 羽賀　正幹991 ﾊｶﾞ ﾏｻﾐｷ 岐阜県

1時間55分34秒1384 伊藤　誠1110 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 三重県

1時間55分35秒1385 澤田　尚希580 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県

1時間55分35秒1386 山内　一彦1773 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府

1時間55分36秒1387 新井　隆1957 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 京都府

1時間55分37秒1388 萩原　悠介2619 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 京都府

1時間55分38秒1389 中島　陽司2524 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ 大津市

1時間55分38秒1390 山田　友彦2900 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 彦根市

1時間55分40秒1391 平松　優亮1545 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ 大阪府

1時間55分42秒1392 磯貝　孝1279 ｲｿｶﾞｲ ﾀｶｼ 愛知県

1時間55分43秒1393 金岡　俊治1946 ｶﾅｵｶ ｼｭﾝｼﾞ 京都府

1時間55分43秒1394 奥田　佳生1411 ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ 大阪府

1時間55分45秒1395 大谷　勉1872 ｵｵﾀﾆ ﾂﾄﾑ 米原市

1時間55分45秒1396 坂口　敏昭1968 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 三重県

1時間55分47秒1397 森　丈士418 ﾓﾘ ﾀｹｼ 岐阜県

1時間55分47秒1398 朝川　浩明803 ｱｻｶﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府

1時間55分48秒1399 林　明治1720 ﾊﾔｼ ｱｷﾊﾙ 岐阜県

1時間55分50秒1400 村田　和浩1580 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府
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1時間55分51秒1401 辻　幸也740 ﾂｼﾞ ﾕｷﾔ 長浜市

1時間55分51秒1402 西村　英人1485 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ 大阪府

1時間55分52秒1403 棚橋　高志1757 ﾀﾅﾊｼ ﾀｶｼ 愛知県

1時間55分52秒1404 平沢　雅昭990 ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｱｷ 京都府

1時間55分52秒1405 伊藤　文昭1977 ｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 東近江市

1時間55分54秒1406 猪又　茂樹1796 ｲﾉﾏﾀ ｼｹﾞｷ 愛知県

1時間55分55秒1407 高橋　一司1178 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 近江八幡市

1時間55分55秒1408 堀　昭一1511 ﾎﾘ ｼｮｳｲﾁ 大津市

1時間55分57秒1409 谷口　豊一1508 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾖｶｽﾞ 大津市

1時間55分58秒1410 石井　勉934 ｲｼｲ ﾂﾄﾑ 奈良県

1時間56分00秒1411 高島　匡寛1131 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 湖南市

1時間56分00秒1412 大野　倫伸1584 ｵｵﾉ ﾐﾁﾉﾌﾞ 大阪府

1時間56分02秒1413 上田　邦広2290 ｳｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 愛知県

1時間56分02秒1414 榊原　宏1039 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間56分02秒1415 市川　陽平1038 ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾍｲ 愛知県

1時間56分05秒1416 小嶋　裕司691 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 大津市

1時間56分05秒1417 若松　義典1743 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 彦根市

1時間56分07秒1418 山本　勝信1772 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾉﾌﾞ 野洲市

1時間56分09秒1419 南　雄也2612 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾔ 草津市

1時間56分10秒1420 小林　輝雄1490 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 愛知県

1時間56分12秒1421 深尾　保2324 ﾌｶｵ ﾀﾓﾂ 近江八幡市

1時間56分12秒1422 菊田　文明1289 ｷｸﾀ 三重県

1時間56分14秒1423 高村　健一1595 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 三重県

1時間56分15秒1424 田村　友和2366 ﾀﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

1時間56分15秒1425 平井　洋行1299 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 長浜市

1時間56分16秒1426 小林　義興2140 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵｷ 兵庫県

1時間56分17秒1427 阪口　和也2272 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 大阪府

1時間56分18秒1428 中垣　博1316 ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾛｼ 三重県

1時間56分19秒1429 生野　素之1108 ｲｸﾉ ﾓﾄﾕｷ 岐阜県

1時間56分20秒1430 山本　隆1535 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪府

1時間56分21秒1431 大橋　和史1532 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾌﾐ 奈良県

1時間56分25秒1432 横田　重明1888 ﾖｺﾀ ｼｹﾞｱｷ 愛媛県

1時間56分26秒1433 奥邨　彰一1857 ｵｸﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 大阪府

1時間56分30秒1434 西村　慶治1969 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 京都府

1時間56分31秒1435 井川　順三2092 ｲｶﾜ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 岐阜県

1時間56分32秒1436 東川　明洋1410 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ 愛知県

1時間56分33秒1437 山本　卓1618 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 彦根市

1時間56分33秒1438 寺田　貴男2022 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｵ 京都府

1時間56分33秒1439 岩下　修二1392 ｲﾜｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 大阪府

1時間56分33秒1440 北山　甫2347 ｷﾀﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 草津市

1時間56分35秒1441 水口　学2061 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 大津市

1時間56分36秒1442 市村　佳永1295 ｲﾁﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 大阪府

1時間56分37秒1443 柞山　力哉2620 ﾎｳｻﾔﾏ ﾘｷﾔ 大阪府

1時間56分38秒1444 新美　良介1812 ﾆｲﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛知県

1時間56分38秒1445 矢野　孝之1669 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ 三重県

1時間56分41秒1446 松田　良平1951 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県

1時間56分42秒1447 元村　又雄1019 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾀｵ 岐阜県

1時間56分42秒1448 中川　和宜1378 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 草津市

1時間56分43秒1449 加藤　喜基1835 ｶﾄｳ ﾖｼﾓﾄ 岐阜県

1時間56分44秒1450 郡司　恵太1374 ｸﾞﾝｼﾞ ｹｲﾀ 愛知県
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1時間56分45秒1451 吉田　幸正1687 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾏｻ 長浜市

1時間56分45秒1452 富山　康嗣1843 ﾄﾐﾔﾏ ﾔｽｼﾞ 大阪府

1時間56分49秒1453 設楽　勇二1942 ｼﾀﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

1時間56分50秒1454 田中　幹夫1794 ﾀﾅｶ ﾐｷｵ 米原市

1時間56分50秒1455 田中　奏吏1855 ﾀﾅｶ ｿｳｼﾞ 大阪府

1時間56分51秒1456 吉見　優太1983 ﾖｼﾐ ﾕｳﾀ 大阪府

1時間56分52秒1457 西澤　幸治524 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間56分52秒1458 宮崎　有弘1336 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺｳ 大阪府

1時間56分53秒1459 村原　洋幸1264 ﾑﾗﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1時間56分53秒1460 栗田　元治2046 ｸﾘﾀ ﾓﾄﾊﾙ 大津市

1時間56分55秒1461 福永　洋二2905 ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｳｼﾞ 長浜市

1時間56分56秒1462 柴田　雅弘2130 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

1時間56分57秒1463 小原　茂次1821 ｵﾊﾗ ｼｹﾞﾂｸﾞ 兵庫県

1時間56分57秒1464 原　保1265 ﾊﾗ ﾀﾓﾂ 岐阜県

1時間56分57秒1465 畠中　正和2001 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ 彦根市

1時間56分58秒1466 岡本　博1174 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府

1時間56分58秒1467 林　義之641 ﾊﾔｼ ﾖｼﾕｷ 愛知県

1時間56分59秒1468 本間　智宏2310 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

1時間57分00秒1469 野々村　祥一1137 ﾉﾉﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 大阪府

1時間57分01秒1470 佐藤　慧太1718 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 京都府

1時間57分01秒1471 宇高　浩司1592 ｳﾀｶ ｺｳｼﾞ 大阪府

1時間57分04秒1472 辻　涼介1952 ﾂｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 彦根市

1時間57分05秒1473 高田　陽一2110 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 奈良県

1時間57分05秒1474 土居　一雄2109 ﾄﾞｲ ｶｽﾞｵ 兵庫県

1時間57分06秒1475 宇野　進志1426 ｳﾉ ﾐﾁﾕｷ 彦根市

1時間57分06秒1476 宇佐　昌憲1636 ｳｻ ﾏｻﾉﾘ 愛知県

1時間57分12秒1477 和田　正元1433 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾓﾄ 愛知県

1時間57分12秒1478 田口　祐介1638 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 石川県

1時間57分13秒1479 津丸　真一1291 ﾂﾏﾙ ｼﾝｲﾁ 京都府

1時間57分14秒1480 高岡　裕之1615 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾕｷ 草津市

1時間57分14秒1481 谷澤　俊宏2819 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 京都府

1時間57分15秒1482 堀尾　龍久2630 ﾎﾘｵ ﾀﾂﾋｻ 彦根市

1時間57分18秒1483 大野　逸平1560 ｵｵﾉ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県

1時間57分18秒1484 園田　康弘2000 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 湖南市

1時間57分19秒1485 福冨　伊浩1111 ﾌｸﾄﾐ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大阪府

1時間57分23秒1486 野中　聖彦1003 ﾉﾅｶ ｷﾖﾋｺ 大津市

1時間57分24秒1487 市谷　和也765 ｲﾁﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 大阪府

1時間57分24秒1488 福嶋　邦章1543 ﾌｸｼﾏ ｸﾆｱｷ 愛知県

1時間57分24秒1489 倉岡　謙吉1474 ｸﾗｵｶ ｹﾝｷﾁ 京都府

1時間57分25秒1490 岩崎　真2655 ｲﾜｻｷ ﾏｺﾄ 大阪府

1時間57分26秒1491 三浦　卓也1125 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 大阪府

1時間57分27秒1492 竹尾　和彦1626 ﾀｹｵ ｶｽﾞﾋｺ 三重県

1時間57分29秒1493 勝山　雅弘1606 ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 京都府

1時間57分29秒1494 堀下　将弘862 ﾎﾘｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

1時間57分30秒1495 島田　勇作1481 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｻｸ 長浜市

1時間57分31秒1496 吉田　滋1871 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県

1時間57分31秒1497 松田　俊昭2041 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｱｷ 愛知県

1時間57分33秒1498 長戸　一義1960 ﾅｶﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県

1時間57分34秒1499 中谷　仁郎1840 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞﾛｳ 草津市

1時間57分34秒1500 谷垣　昌典2188 ﾀﾆｶﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 岐阜県
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1時間57分36秒1501 高島　卓己2414 ﾀｶｼﾏ ﾀｸﾐ 福井県

1時間57分37秒1502 脇谷　仁士2011 ﾜｷﾀﾆ ﾋﾄｼ 三重県

1時間57分38秒1503 中村　清嗣1616 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾂｸﾞ 守山市

1時間57分38秒1504 林　康人2002 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾄ 彦根市

1時間57分41秒1505 仲井　武志2293 ﾅｶｲ ﾀｹｼ 東京都

1時間57分43秒1506 古川　隆1113 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 大阪府

1時間57分44秒1507 手嶋　範明1729 ﾃｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 愛知県

1時間57分46秒1508 三木　省三31 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ 京都府

1時間57分46秒1509 濱田　千寛1423 ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 香川県

1時間57分47秒1510 下根　欣人2470 ｼﾓﾈ ﾖｼﾋﾄ 兵庫県

1時間57分48秒1511 鈴木　浩夫1682 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ 岐阜県

1時間57分52秒1512 藤原　信二1305 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 長浜市

1時間57分55秒1513 赤田　佳介1784 ｱｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 大阪府

1時間57分57秒1514 奥田　隼人1915 ｵｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岐阜県

1時間57分58秒1515 植田　健次2547 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

1時間58分01秒1516 森口　達也1513 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 兵庫県

1時間58分02秒1517 岩佐　崇776 ｲﾜｻ ﾀｶｼ 奈良県

1時間58分02秒1518 高澤　正義2516 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 愛知県

1時間58分03秒1519 岡　伸1563 ｵｶ ｼﾝ 奈良県

1時間58分03秒1520 宍倉　勝仁1180 ｼｼｸﾗ ｶﾂﾋﾄ 愛知県

1時間58分06秒1521 藤本　達夫1725 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 大阪府

1時間58分07秒1522 村上　純一2058 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三重県

1時間58分09秒1523 加藤　敦司1499 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 愛知県

1時間58分10秒1524 伊藤　一男1814 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 愛知県

1時間58分12秒1525 辻　俊司1817 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県

1時間58分12秒1526 岩城　達也2443 ｲﾜｷ ﾀﾂﾔ 大阪府

1時間58分14秒1527 阪田　健嗣1214 ｻｶﾀ ｹﾝｼﾞ 京都府

1時間58分15秒1528 宮地　潔1741 ﾐﾔｼﾞ ｷﾖｼ 大阪府

1時間58分15秒1529 北口　純輝709 ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ 愛知県

1時間58分18秒1530 片桐　浩喜2055 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｷ 長浜市

1時間58分21秒1531 谷崎　智章1603 ﾀﾆｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 京都府

1時間58分23秒1532 押谷　大輔2908 ｵｼﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 長浜市

1時間58分25秒1533 赤井　貞康1673 ｱｶｲ ｻﾀﾞﾔｽ 岐阜県

1時間58分25秒1534 春田　真人2078 ﾊﾙﾀ ﾏｻﾄ 石川県

1時間58分26秒1535 廣田　皓平1193 ﾋﾛﾀ ｺｳﾍｲ 大阪府

1時間58分26秒1536 児玉　真和2122 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県

1時間58分27秒1537 藤田　正樹1750 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 京都府

1時間58分28秒1538 山川　智也1643 ﾔﾏｶﾜ ﾄﾓﾔ 三重県

1時間58分29秒1539 村上　享嗣1254 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 彦根市

1時間58分29秒1540 石田　安典1829 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 大阪府

1時間58分29秒1541 久我　浩一2225 ｸｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県

1時間58分32秒1542 清水　靖夫1935 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 甲賀市

1時間58分33秒1543 柳楽　朋宏1932 ﾅｷﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ 甲賀市

1時間58分33秒1544 新田　岩夫1754 ﾆｯﾀ ｲﾜｵ 三重県

1時間58分36秒1545 石神　宏樹1268 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 愛知県

1時間58分37秒1546 三浦　大祐386 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

1時間58分39秒1547 及川　久1275 ｵｲｶﾜ ﾋｻｼ 草津市

1時間58分40秒1548 関谷　直人631 ｾｷﾔ ﾅｵﾄ 愛知県

1時間58分41秒1549 上田　貴広1631 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

1時間58分43秒1550 深谷　英司502 ﾌｶﾔ ﾋﾃﾞｼﾞ 愛知県
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1時間58分43秒1551 草場　貴志1066 ｸｻﾊﾞ ﾀｶｼ 蒲生郡

1時間58分44秒1552 宮田　賢治2009 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ 愛知県

1時間58分46秒1553 伊藤　晃章1695 ｲﾄｳ ﾃﾙｱｷ 愛知県

1時間58分47秒1554 脇阪　寿之1738 ﾜｷｻﾞｶ ﾄｼﾕｷ 愛知県

1時間58分48秒1555 生田　展一2007 ｲｸﾀ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 愛知県

1時間58分48秒1556 秋吉　伸二2242 ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ 三重県

1時間58分50秒1557 森　省一郎1241 ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 岐阜県

1時間58分50秒1558 多田　豊治1156 ﾀﾀﾞ ﾄﾖｼﾞ 三重県

1時間58分53秒1559 中川　泰典1690 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 長浜市

1時間58分54秒1560 西浜　一2201 ﾆｼﾊﾏ ﾊｼﾞﾒ 長浜市

1時間58分54秒1561 平川　淳悟1929 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ 大阪府

1時間58分54秒1562 矢倉　健次1188 ﾔｸﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 和歌山県

1時間59分00秒1563 林　達郎1594 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ 大阪府

1時間59分01秒1564 渡辺　努1786 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 愛知県

1時間59分02秒1565 関谷　英樹2615 ｾｷﾔ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県

1時間59分02秒1566 口井　規秀2826 ｸﾁｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ 和歌山県

1時間59分03秒1567 中条　久人993 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋｻﾄ 福井県

1時間59分03秒1568 畔柳　陽一2151 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾖｳｲﾁ 愛知県

1時間59分04秒1569 廣岡　秀一1570 ﾋﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 京都府

1時間59分05秒1570 本田　耕志1165 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 京都府

1時間59分07秒1571 川崎　勝1536 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾙ 埼玉県

1時間59分08秒1572 森田　健2478 ﾓﾘﾀ ｹﾝ 大阪府

1時間59分10秒1573 南木　隆1441 ﾅﾝｷ ﾀｶｼ 和歌山県

1時間59分11秒1574 濱田　裕司1966 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 福井県

1時間59分13秒1575 梅谷　秀樹1492 ｳﾒﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 奈良県

1時間59分14秒1576 福山　泰2073 ﾌｸﾔﾏ ﾀｲ 京都府

1時間59分14秒1577 中川　和也1483 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 京都府

1時間59分15秒1578 谷　賢二1572 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 草津市

1時間59分17秒1579 咲本　直輝2125 ｻｷﾓﾄ ﾅｵｷ 京都府

1時間59分18秒1580 片桐　道善1416 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾁﾖｼ 岐阜県

1時間59分19秒1581 杉本　慎一2059 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 甲賀市

1時間59分19秒1582 藤田　昌彦1897 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 兵庫県

1時間59分20秒1583 津留　廣樹1722 ﾂﾙ ﾋﾛｷ 愛知県

1時間59分21秒1584 三輪　昌弘1755 ﾐﾜ ﾏｻﾋﾛ 東近江市

1時間59分24秒1585 鈴木　昌幸2023 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 静岡県

1時間59分28秒1586 清水　保次1841 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾂｸﾞ 岐阜県

1時間59分28秒1587 沼辺　修1973 ﾇﾏﾍﾞ ｵｻﾑ 岐阜県

1時間59分30秒1588 太田　賢蔵2221 ｵｵﾀ ｹﾝｿﾞｳ 岐阜県

1時間59分32秒1589 池田　雅史1257 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 京都府

1時間59分35秒1590 坂口　信治1887 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 大阪府

1時間59分35秒1591 遠藤　俊博1945 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 野洲市

1時間59分36秒1592 内藤　浩之1866 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県

1時間59分36秒1593 宮地　和也1322 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ 愛知県

1時間59分37秒1594 井上　実1435 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ 岐阜県

1時間59分41秒1595 今村　純久2105 ｲﾏﾑﾗ ｽﾐﾋｻ 守山市

1時間59分41秒1596 上甲　一男1787 ｼﾞｮｳｺｳ ｶｽﾞｵ 大津市

1時間59分41秒1597 廣瀬　直正1319 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ 愛知県

1時間59分42秒1598 西村　貴行2425 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 近江八幡市

1時間59分49秒1599 彦坂　博司1009 ﾋｺｻｶ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間59分50秒1600 西川　公也1791 ﾆｼｶﾜ ｷﾝﾔ 彦根市
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1時間59分51秒1601 横山　英児2461 ﾖｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ 大阪府

1時間59分52秒1602 大野　雅章1905 ｵｵﾉ ﾏｻｱｷ 奈良県

1時間59分58秒1603 肥後　忠靖1399 ﾋｺﾞ ﾀﾀﾞﾔｽ 大阪府

2時間00分01秒1604 田口　誠1421 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 岐阜県

2時間00分01秒1605 岡司　尚士1438 ｵｶｼﾞ ﾋｻｼ 近江八幡市

2時間00分01秒1606 門　昌利2239 ｶﾄﾞ ﾏｻﾄｼ 三重県

2時間00分05秒1607 郷間　彰1578 ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ 栗東市

2時間00分05秒1608 安岡　利幸1747 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾕｷ 兵庫県

2時間00分07秒1609 水野　正志2799 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 愛知県

2時間00分08秒1610 鈴木　啓示1501 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 愛知県

2時間00分08秒1611 森本　雅夫2346 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻｵ 東近江市

2時間00分14秒1612 踞尾　卓1352 ﾂｸｵ ｽｸﾞﾙ 大津市

2時間00分14秒1613 伊関　努1707 ｲｾｷ ﾂﾄﾑ 愛知県

2時間00分16秒1614 上念　三朗2504 ｼﾞｮｳﾈﾝ ｻﾌﾞﾛｳ 兵庫県

2時間00分18秒1615 田中　秋光2534 ﾀﾅｶ ｱｷﾐﾂ 愛知県

2時間00分20秒1616 杉山　恵一1350 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁ 愛知県

2時間00分21秒1617 伊藤　衛1837 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 京都府

2時間00分22秒1618 宮本　敏也1808 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾔ 大津市

2時間00分22秒1619 竹山　勝則2909 ﾀｹﾔﾏ 彦根市

2時間00分24秒1620 西代　建1325 ﾆｼﾀﾞｲ ｹﾝ 大阪府

2時間00分28秒1621 神野　和彦1031 ｶﾐﾉ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県

2時間00分29秒1622 堀　裕之2035 ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

2時間00分29秒1623 小川　潤1612 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 大阪府

2時間00分29秒1624 宮坂　康夫1713 ﾐﾔｻｶ ﾔｽｵ 北海道

2時間00分30秒1625 納村　進1727 ﾉｳﾑﾗ ｽｽﾑ 大阪府

2時間00分31秒1626 山本　景以1947 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾞﾕｷ 守山市

2時間00分32秒1627 八神　幸治1356 ﾔｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 愛知県

2時間00分32秒1628 武藤　紀行1780 ﾑﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 岐阜県

2時間00分33秒1629 千頭　孝義2042 ﾁｶﾐ ﾀｶﾖｼ 大阪府

2時間00分34秒1630 三好　康友1908 ﾐﾖｼ ﾔｽﾄﾓ 甲賀市

2時間00分34秒1631 瀬下　嘉仁2686 ｾｼﾓ ﾖｼﾋﾄ 大津市

2時間00分35秒1632 山口　義寛1995 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 長浜市

2時間00分35秒1633 鶴田　陽一1810 ﾂﾙﾀ ﾖｳｲﾁ 福井県

2時間00分36秒1634 大村　敬1916 ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ 静岡県

2時間00分36秒1635 羽賀　勝美1949 ﾊｶﾞ ｶﾂﾐ 岐阜県

2時間00分39秒1636 山口　勝美989 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ 大阪府

2時間00分40秒1637 角田　義雄2821 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼｵ 草津市

2時間00分40秒1638 出口　貴大505 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 草津市

2時間00分41秒1639 板倉　千二2043 ｲﾀｸﾗ ｾﾝｼﾞ 愛知県

2時間00分41秒1640 稲留　聡2387 ｲﾅﾄﾞﾒ ｻﾄｼ 栗東市

2時間00分43秒1641 高橋　章2096 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 大阪府

2時間00分44秒1642 田中　克彦2394 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 京都府

2時間00分47秒1643 武内　幹和2118 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄｶｽﾞ 京都府

2時間00分47秒1644 虎谷　孝起2129 ﾄﾗﾀﾆ ﾀｶｷ 奈良県

2時間00分53秒1645 田中　千賀良2116 ﾀﾅｶ ﾁｶﾗ 大阪府

2時間00分55秒1646 星野　秀樹1833 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｷ 大阪府

2時間00分57秒1647 橋爪　昭彦2051 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾋｺ 大阪府

2時間00分57秒1648 植城　康雄1442 ｳｴｷ ﾔｽｵ 京都府

2時間00分58秒1649 野村　守2348 ﾉﾑﾗ ﾏﾓﾙ 彦根市

2時間00分59秒1650 西堀　照章2497 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾃﾙｱｷ 大阪府
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2時間01分00秒1651 稲垣　都史夫358 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼｵ 大阪府

2時間01分01秒1652 南部　亮志2660 ﾅﾝﾌﾞ ﾘｮｳｼﾞ 大阪府

2時間01分03秒1653 森川　信男2611 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 京都府

2時間01分04秒1654 原田　茂彦1930 ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾋｺ 愛知県

2時間01分04秒1655 渡辺　武史1875 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 愛知県

2時間01分04秒1656 上野　英人1524 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県

2時間01分07秒1657 田中　敏美2198 ﾀﾅｶ ﾄｼﾐ 三重県

2時間01分16秒1658 近藤　史浩1307 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾛ 岐阜県

2時間01分18秒1659 野村　亙1907 ﾉﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東京都

2時間01分20秒1660 伊藤　久充2363 ｲﾄｳ ﾋｻﾐﾂ 岐阜県

2時間01分20秒1661 川口　久和1761 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｻｶｽﾞ 長浜市

2時間01分21秒1662 児島　基樹2057 ｺｼﾞﾏ ﾓﾄｷ 大阪府

2時間01分27秒1663 津田　充志1921 ﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 奈良県

2時間01分27秒1664 山内　克己644 ﾔﾏｳﾁ ｶﾂﾐ 大阪府

2時間01分29秒1665 西澤　直基2229 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 近江八幡市

2時間01分29秒1666 土井　達也1496 ﾄﾞｲ ﾀﾂﾔ 京都府

2時間01分29秒1667 佐々木　雅人2430 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 静岡県

2時間01分30秒1668 山田　秀樹1985 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 栗東市

2時間01分30秒1669 加藤　研二2157 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

2時間01分30秒1670 丸岡　照幸1839 ﾏﾙｵｶ ﾃﾙﾕｷ 大津市

2時間01分31秒1671 尾崎　靖則2019 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 京都府

2時間01分32秒1672 新井　忠弘2126 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 愛知県

2時間01分33秒1673 林　克明1706 ﾊﾔｼ ｶﾂｱｷ 甲賀市

2時間01分33秒1674 阿部　賢治1709 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府

2時間01分33秒1675 八田　正次1911 ﾊｯﾀ ｼｮｳｼﾞ 大津市

2時間01分35秒1676 林　龍一1735 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 兵庫県

2時間01分36秒1677 福富　明1859 ﾌｸﾄﾐ ｱｷﾗ 奈良県

2時間01分36秒1678 原田　弘2354 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ 愛知県

2時間01分36秒1679 中矢　栄司1366 ﾅｶﾔ ｴｲｼﾞ 大阪府

2時間01分37秒1680 猪岡　裕介938 ｲﾉｵｶ ﾕｳｽｹ 大阪府

2時間01分39秒1681 細江　朋成2149 ﾎｿｴ ﾄﾓﾅﾘ 大阪府

2時間01分41秒1682 村松　申哉2399 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝﾔ 兵庫県

2時間01分43秒1683 薄波　孝生2482 ｳｽﾅﾐ ﾀｶｵ 大阪府

2時間01分43秒1684 乾　昭2128 ｲﾇｲ ｱｷﾗ 彦根市

2時間01分44秒1685 中村　賢司2208 ﾅｶﾑﾗ 甲賀市

2時間01分44秒1686 伊吹　一弘2390 ｲﾌﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 草津市

2時間01分45秒1687 分部　泉2463 ﾜｹﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 近江八幡市

2時間01分46秒1688 橋本　正広2181 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 三重県

2時間01分47秒1689 石橋　真一郎2837 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 彦根市

2時間01分47秒1690 加藤　哲哉2760 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 岐阜県

2時間01分48秒1691 西村　和浩2486 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

2時間01分50秒1692 安田　亨1975 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 岐阜県

2時間01分50秒1693 元安　崇2107 ﾓﾄﾔｽ ﾀｶｼ 草津市

2時間01分51秒1694 原田　英仁2343 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 愛知県

2時間01分51秒1695 芝　誠2039 ｼﾊﾞ ﾏｺﾄ 宮崎県

2時間01分52秒1696 荻野　太士1956 ｵｷﾞﾉ ﾌﾄｼ 長浜市

2時間01分55秒1697 湯浅　真2397 ﾕｱｻ ﾏｺﾄ 三重県

2時間01分56秒1698 三宅　賢司1494 ﾐﾔｹ ｹﾝｼﾞ 奈良県

2時間01分57秒1699 杉田　和司2515 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｼ 守山市

2時間01分57秒1700 萬力谷　雄三2841 ﾏﾝﾘｷﾔ ﾕｳｿﾞｳ 大阪府
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2時間01分57秒1701 東　英一郎2111 ﾋｶﾞｼ ｴｲｲﾁﾛｳ 草津市

2時間01分59秒1702 傍島　淳史1827 ｿﾊﾞｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県

2時間02分00秒1703 佐藤　剛二1542 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 京都府

2時間02分00秒1704 尾賀　健太朗2327 ｵｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 近江八幡市

2時間02分00秒1705 西村　憲一519 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 彦根市

2時間02分01秒1706 谷　弥寿司2008 ﾀﾆ ﾔｽｼ 湖南市

2時間02分02秒1707 平岡　準一2237 ﾋﾗｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

2時間02分02秒1708 森　量哉1473 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ 岐阜県

2時間02分02秒1709 北川　隆夫1402 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｵ 彦根市

2時間02分03秒1710 別所　耕大1488 ﾍﾞｯｼｮ ｺｳﾀﾞｲ 三重県

2時間02分03秒1711 稲葉　昌宏1963 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

2時間02分04秒1712 加田　定雄2095 ｶﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 米原市

2時間02分05秒1713 神野　敬太1098 ｼﾞﾝﾉ ｹｲﾀ 三重県

2時間02分05秒1714 久保　正隆1588 ｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ 兵庫県

2時間02分07秒1715 山崎　覚2489 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾙ 野洲市

2時間02分09秒1716 酒井　貴章2451 ｻｶｲ ﾀｶｱｷ 大阪府

2時間02分10秒1717 田中　安司2072 ﾀﾅｶ ﾔｽｼﾞ 守山市

2時間02分10秒1718 幡野　裕幸2651 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

2時間02分11秒1719 小木曽　聡1677 ｵｷﾞｿ ｻﾄｼ 愛知県

2時間02分12秒1720 名越　龍也2897 ﾅｺﾞｼ ﾀﾂﾔ 東京都

2時間02分13秒1721 梅井　信行2781 ｳﾒｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 野洲市

2時間02分15秒1722 松村　幸喜2223 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ 三重県

2時間02分16秒1723 鶴田　進2137 ﾂﾙﾀ ｽｽﾑ 愛知県

2時間02分16秒1724 横田　源一郎2211 ﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 長浜市

2時間02分16秒1725 岡林　阿由巳1844 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 大阪府

2時間02分18秒1726 澤田　典之982 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 京都府

2時間02分19秒1727 菅原　加津夫1623 ｽｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ 大阪府

2時間02分21秒1728 望月　淳史2256 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県

2時間02分22秒1729 後藤　徹1917 ｺﾞﾄｳ ﾄｵﾙ 岐阜県

2時間02分26秒1730 相崎　英彦1927 ｱｲｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 岐阜県

2時間02分27秒1731 井上　三紀夫1805 ｲﾉｳｴ ﾐｷｵ 愛知県

2時間02分28秒1732 上之薗　正幸1218 ｳｴﾉｿﾉ ﾏｻﾕｷ 愛知県

2時間02分29秒1733 生野　隆幸1847 ｲｸﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県

2時間02分30秒1734 平岡　大幸2712 ﾋﾗｵｶ ﾋﾛﾕｷ 大津市

2時間02分30秒1735 田中　敏1557 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 大阪府

2時間02分31秒1736 藤森　聡2510 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾄｼ 三重県

2時間02分34秒1737 畑　文隆2075 ﾊﾀ ﾌﾐﾀｶ 兵庫県

2時間02分35秒1738 前田　恭伸2393 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 京都府

2時間02分35秒1739 大嶋　栄二1650 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞ 愛知県

2時間02分36秒1740 若園　敏朗1901 ﾜｶｿﾞﾉ ﾄｼﾛｳ 岐阜県

2時間02分36秒1741 窪田　学1622 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 岐阜県

2時間02分37秒1742 木戸　照雄1894 ｷﾄﾞ ﾃﾙｵ 京都府

2時間02分40秒1743 勝部　重文1979 ｶﾂﾍﾞ ｼｹﾞﾌﾐ 守山市

2時間02分41秒1744 水野　直樹2452 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵｷ 愛知県

2時間02分42秒1745 加藤　隆司1662 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県

2時間02分44秒1746 高橋　和孝2056 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜県

2時間02分44秒1747 浅井　義行1836 ｱｻｲ ﾖｼﾕｷ 大阪府

2時間02分45秒1748 堂丸　宏之1788 ﾄﾞｳﾏﾙ ﾋﾛﾕｷ 栗東市

2時間02分45秒1749 棚橋　智樹2100 ﾀﾅﾊｼ ﾄﾓｷ 京都府

2時間02分46秒1750 宮脇　巧1806 ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 大阪府
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2時間02分46秒1751 北川　達也2017 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 東近江市

2時間02分47秒1752 小田切　俊1892 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｭﾝ 兵庫県

2時間02分48秒1753 南　智明2356 ﾐﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 長浜市

2時間02分50秒1754 森野　裕昌1298 ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾏｻ 彦根市

2時間02分52秒1755 平山　栄志992 ﾋﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 大阪府

2時間02分54秒1756 梶山　真樹2417 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 京都府

2時間02分54秒1757 川東　正英2671 ｶﾜﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 京都府

2時間02分55秒1758 長谷川　幸雄2167 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ 大阪府

2時間02分56秒1759 栗原　秀和2507 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 草津市

2時間02分56秒1760 藤井　圭三郎1838 ﾌｼﾞｲ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 奈良県

2時間02分58秒1761 山口　卓也2484 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 京都府

2時間03分00秒1762 橋本　篤史664 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 大津市

2時間03分00秒1763 中尾　浩1537 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ 三重県

2時間03分01秒1764 高森　哲2761 ﾀｶﾓﾘ ｻﾄﾙ 兵庫県

2時間03分03秒1765 河村　貴之2090 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 京都府

2時間03分04秒1766 後藤　隆男2248 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｵ 三重県

2時間03分06秒1767 高木　健太郎2030 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜県

2時間03分06秒1768 小島　広之1715 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 京都府

2時間03分07秒1769 高下　洋二1779 ﾀｶｼﾀ ﾖｳｼﾞ 岐阜県

2時間03分07秒1770 田中　賢次2337 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 栗東市

2時間03分08秒1771 秋山　崇2677 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 東近江市

2時間03分09秒1772 井上　隆司1249 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 京都府

2時間03分09秒1773 今里　英之2142 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 奈良県

2時間03分13秒1774 荒木　宏之1314 ｱﾗｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県

2時間03分14秒1775 尾崎　智之2103 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 大阪府

2時間03分19秒1776 岡　政徳2711 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ 野洲市

2時間03分20秒1777 中元　一雄2485 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ 愛知県

2時間03分21秒1778 住田　純也2230 ｽﾐﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県

2時間03分23秒1779 黒田　賢治2287 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県

2時間03分28秒1780 河村　圭章1994 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 岐阜県

2時間03分29秒1781 馬場　直人1849 ｳﾏﾊﾞ ﾅｵﾄ 愛知県

2時間03分37秒1782 今西　正一1714 ｲﾏﾆｼ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県

2時間03分37秒1783 川崎　義昭2520 ｶﾜｻｷ ﾖｼｱｷ 三重県

2時間03分38秒1784 山田　修789 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 愛知県

2時間03分38秒1785 曽我　仁一782 ｿｶﾞ ﾋﾄｶｽﾞ 愛知県

2時間03分39秒1786 松岡　秀仁2094 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾄ 大阪府

2時間03分41秒1787 安福　力也2277 ﾔｽﾌｸ ﾘｷﾔ 岐阜県

2時間03分45秒1788 伊藤　輝光1699 ｲﾄｳ ﾃﾙﾐﾂ 愛知県

2時間03分46秒1789 村上　茂2250 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県

2時間03分47秒1790 坂上　修士1189 ｻｶｳｴ ｼｭｳｼﾞ 栗東市

2時間03分48秒1791 野口　均1154 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 大阪府

2時間03分49秒1792 辻野　良一2854 ﾂｼﾞﾉ 長浜市

2時間03分50秒1793 杉本　貴昭2562 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 大阪府

2時間03分52秒1794 家永　俊春1667 ｲｴﾅｶﾞ ﾄｼﾊﾙ 愛知県

2時間03分53秒1795 山本　雅彦1272 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 奈良県

2時間03分54秒1796 鈴木　直之1049 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾕｷ 愛知県

2時間03分55秒1797 伊東　英城2304 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

2時間03分57秒1798 高木　彬宏2756 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾋﾛ 岐阜県

2時間04分00秒1799 中村　雅幸1893 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 京都府

2時間04分01秒1800 山尾　博信2136 ﾔﾏｵ ﾋﾛﾉﾌﾞ 石川県
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2時間04分02秒1801 伊藤　尚明2896 ｲﾄｳ ﾅｵｱｷ 愛知県

2時間04分04秒1802 伊藤　謙一998 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 愛知県

2時間04分05秒1803 草野　勝1550 ｸｻﾉ ﾏｻﾙ 兵庫県

2時間04分07秒1804 田島　富士雄2162 ﾀｼﾞﾏ ﾌｼﾞｵ 愛知県

2時間04分11秒1805 小森　大介2015 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 大津市

2時間04分15秒1806 大久保　弘史2141 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 京都府

2時間04分15秒1807 松本　竜也2367 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高島市

2時間04分15秒1808 加賀　昭宏1980 ｶｶﾞ ｱｷﾋﾛ 兵庫県

2時間04分15秒1809 滝花　郁男2152 ﾀｷﾊﾅ ｲｸｵ 京都府

2時間04分17秒1810 巌本　元気1547 ｲﾜﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 兵庫県

2時間04分18秒1811 松村　浩幸2286 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

2時間04分18秒1812 戎谷　健一1058 ｴﾋﾞｽﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 京都府

2時間04分20秒1813 濱口　達彦2571 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 三重県

2時間04分21秒1814 小西　礼三1781 ｺﾆｼ ﾚｲｿﾞｳ 大阪府

2時間04分22秒1815 深谷　心1815 ﾌｶﾔ ﾏｺﾄ 大阪府

2時間04分22秒1816 服部　孝洋2540 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ 大津市

2時間04分23秒1817 山田　篤1465 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 岐阜県

2時間04分29秒1818 近藤　正也1824 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 長浜市

2時間04分29秒1819 渡辺　一哉1984 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 大阪府

2時間04分30秒1820 岩成　貞吉2584 ｲﾜﾅﾘ ｻﾀﾞﾖｼ 草津市

2時間04分33秒1821 加藤　健一1591 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 大阪府

2時間04分34秒1822 村川　善浩2054 ﾑﾗｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 大津市

2時間04分35秒1823 雅貴　桑見2745 ﾏｻﾀｶ ｸﾜﾐ 三重県

2時間04分40秒1824 松本　直1665 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 栗東市

2時間04分41秒1825 野坂　弘善2509 ﾉｻﾞｶ ﾋﾛﾖｼ 長浜市

2時間04分43秒1826 枌谷　憲2481 ｿｷﾞﾀﾆ ｱｷﾗ 大阪府

2時間04分46秒1827 溝畑　治樹2048 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ 甲賀市

2時間04分46秒1828 田中　秀雄2091 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 京都府

2時間04分48秒1829 上田　茂樹2199 ｳｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ 大阪府

2時間04分50秒1830 竹馬　圭三2280 ﾁｸﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ 京都府

2時間04分51秒1831 原　典弘2081 ﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ 京都府

2時間04分52秒1832 近藤　文男2525 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｵ 愛知県

2時間04分52秒1833 田中　貞之2820 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾕｷ 栗東市

2時間04分52秒1834 佐名　博己1012 ｻﾅ ﾋﾛﾐ 長浜市

2時間04分52秒1835 中畑　安晴1484 ﾅｶﾊﾀ ﾔｽﾊﾙ 彦根市

2時間04分53秒1836 綾木　要司2104 ｱﾔｷ ﾖｳｼﾞ 大津市

2時間04分54秒1837 片山　裕二2084 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 大阪府

2時間04分54秒1838 石川　博己1608 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 草津市

2時間04分55秒1839 淀川　正弘2849 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 草津市

2時間04分57秒1840 岡田　政宏1161 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪府

2時間05分02秒1841 吉村　達也1640 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 蒲生郡

2時間05分03秒1842 江川　彰2359 ｴｶﾜ ｱｷﾗ 三重県

2時間05分04秒1843 倍味　繁2341 ﾏｽﾐ ｼｹﾞﾙ 徳島県

2時間05分04秒1844 梶田　信和1874 ｶｼﾞﾀ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 愛知県

2時間05分06秒1845 荒井　剛2013 ｱﾗｲ ﾂﾖｼ 甲賀市

2時間05分06秒1846 町田　曉昭2422 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｼｱｷ 京都府

2時間05分07秒1847 齋藤　猛1452 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 山形県

2時間05分10秒1848 吉田　浩一2862 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 長浜市

2時間05分11秒1849 宮脇　高2196 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ 愛知県

2時間05分14秒1850 森信　暁雄2445 ﾓﾘﾉﾌﾞ ｱｷｵ 兵庫県
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2時間05分16秒1851 永田　幸夫2020 ﾅｶﾞﾀ ﾕｷｵ 愛知県

2時間05分17秒1852 村井　敏樹1318 ﾑﾗｲ ﾄｼｷ 奈良県

2時間05分22秒1853 勝間　俊章2070 ｶﾂﾏ ﾄｼｱｷ 犬上郡

2時間05分23秒1854 伏木　社司1346 ﾌｼｷ ﾀｶｼ 長浜市

2時間05分24秒1855 北村　雅則1822 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 奈良県

2時間05分25秒1856 青木　勝1692 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 長浜市

2時間05分26秒1857 前田　大輔2231 ﾏｴﾀ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

2時間05分28秒1858 山田　滋485 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 近江八幡市

2時間05分29秒1859 髙安　啓介2376 ﾀｶﾔｽ ｹｲｽｹ 大阪府

2時間05分31秒1860 中井　出1451 ﾅｶｲ ｲｽﾞﾙ 草津市

2時間05分31秒1861 福村　直喜2034 ﾌｸﾑﾗ ﾅｵｷ 兵庫県

2時間05分36秒1862 浦川　雅弘2153 ｳﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 三重県

2時間05分38秒1863 堀　幹雄2069 ﾎﾘ ﾐｷｵ 大津市

2時間05分39秒1864 小林　賢一郎999 ｺﾊﾞﾔｼ 愛知県

2時間05分40秒1865 柴田　修1771 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ 愛知県

2時間05分41秒1866 兵頭　弘幸1637 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 三重県

2時間05分42秒1867 大久保　敦史2244 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 京都府

2時間05分47秒1868 下村　富美男1296 ｼﾓﾑﾗ ﾌﾐｵ 大津市

2時間05分52秒1869 津村　幸夫1359 ﾂﾑﾗ ﾕｷｵ 京都府

2時間05分52秒1870 若園　広志1280 ﾜｶｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 岐阜県

2時間05分53秒1871 大橋　英之1124 ｵｵﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県

2時間05分55秒1872 牧　利怜1700 ﾏｷ ﾘｻﾄ 愛知県

2時間05分56秒1873 奥井　義彦943 ｵｸｲ ﾖｼﾋｺ 長浜市

2時間05分58秒1874 鹿野　憲二2767 ｼｶﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都

2時間06分00秒1875 三浦　修作2175 ﾐｳﾗ ｼｭｳｻｸ 大阪府

2時間06分00秒1876 水津　宏紀1101 ｽｲﾂﾞ ﾋﾛｷ 愛知県

2時間06分01秒1877 小川　昌哲2459 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 兵庫県

2時間06分02秒1878 安原　章2551 ﾔｽﾊﾗ ｱｷﾗ 兵庫県

2時間06分02秒1879 谷口　誠2855 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 三重県

2時間06分03秒1880 中井　雅之1944 ﾅｶｲ ﾏｻﾕｷ 長浜市

2時間06分04秒1881 濱田　幹生2892 ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷｵ 三重県

2時間06分06秒1882 石原　雅之2621 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 大阪府

2時間06分07秒1883 川田　宣治1145 ｶﾜﾀ ｾﾝｼﾞ 京都府

2時間06分08秒1884 西澤　一也2568 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 彦根市

2時間06分10秒1885 水木　三吉夫2298 ﾐｽﾞｷ ﾐｷｵ 兵庫県

2時間06分15秒1886 樽野　博之1740 ﾀﾙﾉ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

2時間06分16秒1887 齊藤　孝行1737 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 彦根市

2時間06分18秒1888 藤田　昌啓1379 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 京都府

2時間06分19秒1889 三輪　和弥2533 ﾐﾜ ｶｽﾞﾔ 長浜市

2時間06分21秒1890 善本　保志2468 ﾖｼﾓﾄ ﾔｽｼ 大津市

2時間06分21秒1891 阿久澤　明義2545 ｱｸｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ 群馬県

2時間06分23秒1892 大野　和春1948 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾊﾙ 岐阜県

2時間06分24秒1893 谷口　博志1954 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 京都府

2時間06分27秒1894 田中　利春2695 ﾀﾅｶ ﾄｼﾊﾙ 三重県

2時間06分27秒1895 中野　清隆2134 ﾅｶﾉ ｷﾖﾀｶ 兵庫県

2時間06分32秒1896 阿部　峰弘2721 ｱﾍﾞ ﾐﾈﾋﾛ 甲賀市

2時間06分34秒1897 善利　昌功1635 ｾﾘ ﾏｻｶﾂ 彦根市

2時間06分35秒1898 大田　幹司2281 ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ 三重県

2時間06分35秒1899 小林　佳晴1614 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ 岐阜県

2時間06分36秒1900 林　敬治2187 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ 三重県
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2時間06分37秒1901 今井　隆文1398 ｲﾏｲ ﾀｶﾌﾐ 三重県

2時間06分39秒1902 青山　友治604 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 愛知県

2時間06分40秒1903 滝野　直司1658 ﾀｷﾉ ﾅｵｼﾞ 大阪府

2時間06分41秒1904 下村　直之2602 ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 草津市

2時間06分41秒1905 西川　誠一2190 ﾆｼｶﾜ 福井県

2時間06分44秒1906 辻　智章1683 ﾂｼﾞ ﾁｱｷ 兵庫県

2時間06分48秒1907 寺村　元秀2117 ﾃﾗﾑﾗ ﾓﾄﾋﾃﾞ 彦根市

2時間06分49秒1908 波多野　誠1991 ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ 愛知県

2時間06分49秒1909 秋月　泰宏2471 ｱｷﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 奈良県

2時間06分49秒1910 福崎　真之介2472 ﾌｸｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 奈良県

2時間06分51秒1911 近藤　法和1785 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶｽﾞ 岐阜県

2時間06分51秒1912 山田　健児1961 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府

2時間06分51秒1913 村橋　文彦2548 ﾑﾗﾊｼ ﾌﾐﾋｺ 岐阜県

2時間06分53秒1914 北野　進敏2544 ｷﾀﾉ ﾉﾌﾞﾄｼ 三重県

2時間06分53秒1915 加藤　豊1620 ｶﾄｳ ﾕﾀｶ 奈良県

2時間06分54秒1916 中村　明彦1924 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋｺ 大阪府

2時間06分54秒1917 中村　雅治1668 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 愛知県

2時間06分56秒1918 中野　和昭2757 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 愛知県

2時間06分58秒1919 鈴村　勝実1324 ｽｽﾞﾑﾗ ｶﾂﾐ 愛知県

2時間06分58秒1920 西田　幸弘1943 ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 京都府

2時間07分01秒1921 瀧上　正昭2685 ﾀｷｶﾞﾐ ﾏｻｱｷ 長浜市

2時間07分02秒1922 宮下　育博1832 ﾐﾔｼﾀ ｲｸﾋﾛ 甲賀市

2時間07分04秒1923 山下　孝文1134 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ 奈良県

2時間07分11秒1924 栗川　靖史1880 ｸﾘｶﾜ ﾔｽｼ 大阪府

2時間07分11秒1925 中野　英一1613 ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ 大阪府

2時間07分14秒1926 田代　治男1023 ﾀｼﾛ ﾊﾙｵ 草津市

2時間07分16秒1927 大山　隆弘2404 ｵｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 三重県

2時間07分16秒1928 加藤　知己1018 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 岐阜県

2時間07分19秒1929 多賀　直人2848 ﾀｶﾞ ﾅｵﾄ 京都府

2時間07分19秒1930 神田　栄作1851 ｶﾝﾀﾞ ｴｲｻｸ 愛知県

2時間07分24秒1931 南出　真2604 ﾐﾅﾐﾃﾞ ｼﾝ 大阪府

2時間07分25秒1932 武田　浩行1208 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 彦根市

2時間07分27秒1933 坪井　愼1848 ﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ 愛知県

2時間07分31秒1934 木村　喜浩913 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

2時間07分32秒1935 位田　浩1155 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾋﾛｼ 三重県

2時間07分39秒1936 永田　康彦1978 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 大阪府

2時間07分43秒1937 竹田　伸1129 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝ 三重県

2時間07分43秒1938 小林　拓也2068 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 三重県

2時間07分44秒1939 伊藤　敏彦1997 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 愛知県

2時間07分46秒1940 高井　康吏2124 ﾀｶｲ ﾔｽｼ 大津市

2時間07分46秒1941 大脇　健司2698 ｵｵﾜｷ ﾀｹｼ 愛知県

2時間07分47秒1942 岡本　耕治2127 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 京都府

2時間07分51秒1943 山川　弘光2241 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ 野洲市

2時間08分03秒1944 森永　泰彦2527 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾔｽﾋｺ 愛知県

2時間08分09秒1945 冨江　芳章2702 ﾄﾐｴ ﾖｼｱｷ 彦根市

2時間08分10秒1946 三浦　正樹1217 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 大阪府

2時間08分11秒1947 大西　卓912 ｵｵﾆｼ ﾀｶｼ 長浜市

2時間08分13秒1948 久保　聡史1863 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 京都府

2時間08分13秒1949 後藤　弘雅2089 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 京都府

2時間08分14秒1950 古蒔　善成2514 ｺﾏｷ ﾖｼﾅﾘ 草津市
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2時間08分14秒1951 児玉　憲一2601 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 大津市

2時間08分15秒1952 川本　渉1469 ｶﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 京都府

2時間08分15秒1953 吉川　政樹2012 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｷ 三重県

2時間08分17秒1954 堀田　和希2285 ﾎｯﾀ ｶｽﾞｷ 岐阜県

2時間08分18秒1955 福島　洋司2710 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ 彦根市

2時間08分22秒1956 北川　敏之1691 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 長浜市

2時間08分22秒1957 本堂　實2577 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 岡山県

2時間08分29秒1958 山下　満1705 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾙ 三重県

2時間08分30秒1959 中野　知久1549 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋｻ 愛知県

2時間08分31秒1960 吉見　一男2160 ﾖｼﾐ ｶｽﾞｵ 愛知県

2時間08分32秒1961 内海　文孝2543 ｳﾁｳﾐ ﾌﾐﾀｶ 福井県

2時間08分33秒1962 川嵜　真太郎1923 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 長浜市

2時間08分35秒1963 宮崎　敬久1454 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾋｻ 兵庫県

2時間08分38秒1964 勝居　源一2189 ｶﾂｲ ｹﾞﾝｲﾁ 米原市

2時間08分38秒1965 三木　健寿2642 ﾐｷ ｹﾝｼﾞｭ 奈良県

2時間08分40秒1966 坂口　直久1879 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾋｻ 大阪府

2時間08分47秒1967 河原林　一王2044 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 京都府

2時間08分49秒1968 榎本　直司2016 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵｼﾞ 神奈川県

2時間08分49秒1969 苅谷　勉2691 ｶﾘﾔ ﾂﾄﾑ 京都府

2時間08分49秒1970 黒川　譲人1736 ｸﾛｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 奈良県

2時間08分53秒1971 篠田　康人2873 ｼﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 岐阜県

2時間08分56秒1972 佐藤　宏道2502 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 大阪府

2時間08分58秒1973 岡本　直輝1889 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 京都府

2時間09分00秒1974 曽我部　一志468 ｿｶﾞﾍﾞ ﾋﾄｼ 大阪府

2時間09分00秒1975 桐畑　陽平978 ｷﾘﾊﾀ ﾖｳﾍｲ 長浜市

2時間09分01秒1976 加藤　博1630 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県

2時間09分03秒1977 平原　徳佑2299 ﾋﾗﾊﾗ ﾉﾘｳ 三重県

2時間09分06秒1978 山田　和夫1518 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 京都府

2時間09分08秒1979 小森　健司2626 ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 長浜市

2時間09分13秒1980 小北　信彦1470 ｺｷﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛知県

2時間09分15秒1981 井尾　賢司2491 ｲｵ ｹﾝｼﾞ 京都府

2時間09分16秒1982 中尾　治生2282 ﾅｶｵ ﾊﾙｵ 兵庫県

2時間09分18秒1983 佐野　竹治2209 ｻﾉ ﾀｹﾊﾙ 草津市

2時間09分20秒1984 中村　真人2154 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 大阪府

2時間09分21秒1985 古川　昇1338 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府

2時間09分22秒1986 茄子川　尚2077 ﾅｽｶﾜ ﾀｶｼ 兵庫県

2時間09分22秒1987 小川　誠2764 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 草津市

2時間09分24秒1988 門居　久嗣2884 ｶﾄﾞｲ ﾋｻﾂｸﾞ 犬上郡

2時間09分25秒1989 五明　久1845 ｲﾂｱｷ ﾋｻｼ 京都府

2時間09分27秒1990 中西　邦夫2326 ﾅｶﾆｼ ｸﾆｵ 栗東市

2時間09分27秒1991 杉本　剛2264 ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ 彦根市

2時間09分32秒1992 高山　安広2392 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 草津市

2時間09分34秒1993 白木　真二2315 ｼﾗｷ ｼﾝｼﾞ 大津市

2時間09分34秒1994 姉川　真也2300 ｱﾈｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 愛知県

2時間09分35秒1995 中村　克己2492 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 大津市

2時間09分35秒1996 伊地知　克文2224 ｲｼﾞﾁ ｶﾂﾌﾐ 湖南市

2時間09分38秒1997 木村　克彦2191 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 大阪府

2時間09分40秒1998 幅　数馬2375 ﾊﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 兵庫県

2時間09分42秒1999 早川　真生2526 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｵ 岐阜県

2時間09分43秒2000 清水　修治2371 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｼﾞ 三重県
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2時間09分43秒2001 多嶋田　広宣2606 ﾀｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 大阪府

2時間09分45秒2002 小出　篤志1116 ｺｲﾃﾞ ｱﾂｼ 長浜市

2時間09分45秒2003 前田　哲2308 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂ 京都府

2時間09分46秒2004 今泉　純一1770 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 奈良県

2時間09分46秒2005 布本　泰朗1753 ﾇﾉﾓﾄ ﾔｽｱｷ 大阪府

2時間09分47秒2006 加藤　貴也2210 ｶﾄｳ ﾀｶﾅﾘ 守山市

2時間09分48秒2007 菊谷　登656 ｷｸﾔ ﾉﾎﾞﾙ 岐阜県

2時間09分49秒2008 岡　成和1670 ｵｶ ｼｹﾞｶｽﾞ 近江八幡市

2時間09分50秒2009 辻　温弘1746 ﾂｼﾞ ｱﾂﾋﾛ 大阪府

2時間09分51秒2010 本間　雄一865 ﾎﾝﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫県

2時間09分54秒2011 杉浦　隆司2802 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｼ 愛知県

2時間09分56秒2012 秦野　剛司2755 ﾊﾀﾉ ﾂﾖｼ 福岡県

2時間09分57秒2013 山内　誠842 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 大津市

2時間10分01秒2014 飯田　慎2027 ｲｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 長野県

2時間10分02秒2015 山口　雄司2082 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 愛知県

2時間10分03秒2016 平賀　悠文2062 ﾋﾗｶﾞ ﾋｻﾌﾐ 愛知県

2時間10分06秒2017 遠藤　雅樹2503 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 岐阜県

2時間10分07秒2018 田中　潤2074 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 京都府

2時間10分15秒2019 森田　敏一2165 ﾓﾘﾀ ﾄｼｶｽﾞ 愛知県

2時間10分16秒2020 秋庭　仁史2132 ｱｷﾊﾞ ﾋﾛｼ 大阪府

2時間10分16秒2021 萩澤　則克2446 ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾉﾘﾖｼ 彦根市

2時間10分16秒2022 竹中　啓一1819 ﾀｹﾅｶ ｹｲｲﾁ 岐阜県

2時間10分18秒2023 野々村　敦1989 ﾉﾉﾑﾗ ｱﾂｼ 岐阜県

2時間10分26秒2024 筒井　紀行1734 ﾂﾂｲ ﾉﾘﾕｷ 愛知県

2時間10分27秒2025 河合　康浩1519 ｶﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

2時間10分28秒2026 町谷　好隆1512 ﾏﾁﾔ ﾖｼﾀｶ 東京都

2時間10分30秒2027 國久　道治2600 ｸﾆﾋｻ ﾐﾁﾊﾙ 大津市

2時間10分33秒2028 江副　義人2220 ｴｿﾞｴ ﾖｼﾄ 兵庫県

2時間10分33秒2029 巨椋　実2325 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 長浜市

2時間10分41秒2030 西川　誠2168 ﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ 栗東市

2時間10分43秒2031 藤田　孝2391 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 愛知県

2時間10分46秒2032 大林　忠信2049 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 大阪府

2時間10分47秒2033 村西　隆男1144 ﾑﾗﾆｼ ﾀｶｵ 大津市

2時間10分49秒2034 荒木　裕一郎2673 ｱﾗｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長浜市

2時間10分50秒2035 西村　達也2166 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 奈良県

2時間10分51秒2036 平沼　隆志2596 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ 大阪府

2時間10分56秒2037 清水　啓太郎1936 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀﾛｳ 京都府

2時間11分04秒2038 伊藤　剛2683 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 奈良県

2時間11分05秒2039 長谷　貴雄2593 ﾊｾ ﾀｶｵ 大阪府

2時間11分09秒2040 丸井　英文2378 ﾏﾙｲ ﾋﾃﾞﾌﾐ 岐阜県

2時間11分11秒2041 髙橋　邦彦1656 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｺ 岐阜県

2時間11分11秒2042 中川　裕司2289 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 愛知県

2時間11分14秒2043 水谷　公亮2453 ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｽｹ 三重県

2時間11分14秒2044 今村　一雄2005 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｵ 岐阜県

2時間11分19秒2045 藤原　健吾1826 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ 愛知県

2時間11分20秒2046 前田　浩平2629 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 京都府

2時間11分21秒2047 中谷　壮太郎2886 ﾅｶﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ 兵庫県

2時間11分22秒2048 田中　均2726 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 草津市

2時間11分27秒2049 後藤　崇2725 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 岐阜県

2時間11分30秒2050 佐藤　孝治2713 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 草津市
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2時間11分31秒2051 大村　嘉伯2335 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

2時間11分33秒2052 森　亮一1574 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 大阪府

2時間11分34秒2053 木村　明次2665 ｷﾑﾗ ｱｷﾂｸﾞ 大阪府

2時間11分34秒2054 滝本　雅之2318 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 福井県

2時間11分36秒2055 藤江　康弘2573 ﾌｼﾞｴ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

2時間11分39秒2056 丸川　茂男2754 ﾏﾙｶﾜ ｼｹﾞｵ 大阪府

2時間11分40秒2057 今村　茂行1870 ｲﾏﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 近江八幡市

2時間11分41秒2058 北尾　元實2029 ｷﾀｵ ﾓﾄﾐ 京都府

2時間11分45秒2059 尾崎　亘洋2311 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 栗東市

2時間11分46秒2060 小寺　泰光1290 ｺﾃﾞﾗ ﾔｽﾐﾂ 京都府

2時間11分47秒2061 内藤　剛志2667 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼ 大阪府

2時間11分47秒2062 土屋　正久2079 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｻ 京都府

2時間11分49秒2063 川﨑　博2207 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 大阪府

2時間11分51秒2064 後藤　淳1354 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ 岐阜県

2時間11分52秒2065 細川　りょう1850 ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳ 愛知県

2時間11分54秒2066 天休　一久2822 ﾃﾝｷｭｳ ｶｽﾞﾋｻ 東京都

2時間11分58秒2067 田中　健治2434 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 大阪府

2時間12分00秒2068 長坂　裕治2528 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼﾞ 兵庫県

2時間12分04秒2069 宮川　勉2301 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 大阪府

2時間12分05秒2070 友田　照博1998 ﾄﾓﾀﾞ ﾃﾙﾋﾛ 京都府

2時間12分08秒2071 江原　一幸2184 ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県

2時間12分09秒2072 中島　宏徳2402 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 彦根市

2時間12分09秒2073 大橋　正裕2904 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 長浜市

2時間12分10秒2074 塩川　挙一2790 ｼｵｶﾜ ｷﾖｶｽﾞ 大津市

2時間12分13秒2075 清水　哲之1427 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾕｷ 長浜市

2時間12分14秒2076 岩成　剛2564 ｲﾜﾅﾘ ﾂﾖｼ 大津市

2時間12分16秒2077 尾板　明2763 ｵｲﾀ ｱｷﾗ 長浜市

2時間12分18秒2078 松浦　史武2689 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾀｹ 奈良県

2時間12分21秒2079 野口　直樹2490 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 大津市

2時間12分24秒2080 澤嵜　裕是2038 ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

2時間12分28秒2081 井上　信一郎1408 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ 奈良県

2時間12分29秒2082 各務　健三1860 ｶｶﾐ ｹﾝｿﾞｳ 岐阜県

2時間12分35秒2083 小川　優1914 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 大阪府

2時間12分35秒2084 藺牟田　雄1541 ｲﾑﾀ ﾕｳ 福井県

2時間12分36秒2085 藤本　浩行2883 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 京都府

2時間12分38秒2086 森田　忠昭2628 ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 岐阜県

2時間12分40秒2087 入江　優太1493 ｲﾘｴ ﾕｳﾀ 近江八幡市

2時間12分44秒2088 大澤　正則2334 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾉﾘ 岐阜県

2時間12分45秒2089 野中　敬二2746 ﾉﾅｶ ｹｲｼﾞ 大阪府

2時間12分47秒2090 吉田　聡1776 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 大津市

2時間12分48秒2091 深田　和範2449 ﾌｶﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 草津市

2時間12分49秒2092 箕浦　優2752 ﾐﾉｳﾗ ﾏｻﾙ 岐阜県

2時間12分52秒2093 森　芳男1846 ﾓﾘ ﾖｼｵ 守山市

2時間12分52秒2094 藤田　純資2786 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｽｹ 大阪府

2時間12分55秒2095 西尾　剛2751 ﾆｼｵ ﾂﾖｼ 大阪府

2時間12分57秒2096 藤丸　亮介2222 ﾌｼﾞﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ 大阪府

2時間13分00秒2097 加納　弘樹2064 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ 愛知県

2時間13分08秒2098 磯見　英明2567 ｲｿﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 奈良県

2時間13分08秒2099 篠田　祥希1450 ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 岐阜県

2時間13分09秒2100 長崎　美道2320 ﾅｶﾞｻｷ ﾖｼﾐﾁ 京都府
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2時間13分10秒2101 川口　正巳1477 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ 三重県

2時間13分10秒2102 小川　航司2234 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県

2時間13分13秒2103 小松　正之2681 ｺﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 京都府

2時間13分13秒2104 黒川　宏和2728 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 静岡県

2時間13分15秒2105 前田　勉2314 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾄﾑ 蒲生郡

2時間13分26秒2106 本田　義男2554 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｵ 岡山県

2時間13分27秒2107 田口　明2583 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県

2時間13分31秒2108 相木　敏孝1308 ｱｲｷ ﾄｼﾀｶ 愛知県

2時間13分35秒2109 矢後　等2722 ﾔｺﾞ ﾋﾄｼ 福島県

2時間13分37秒2110 竹中　健二2412 ﾀｹﾅｶ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

2時間13分37秒2111 石井　俊輔2379 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 愛知県

2時間13分39秒2112 鈴木　裕章1328 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 愛知県

2時間13分39秒2113 堀内　浩二2164 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 京都府

2時間13分39秒2114 藤野　剛2360 ﾌｼﾞﾉ ﾀｹｼ 京都府

2時間13分41秒2115 井村　義保2594 ｲﾑﾗ ﾖｼﾔｽ 甲賀市

2時間13分43秒2116 松永　武馬2406 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹﾏ 米原市

2時間13分44秒2117 紙谷　清1666 ｶﾐﾔ ｷﾖｼ 岐阜県

2時間13分48秒2118 三崎　正之2680 ﾐｻｷ ﾏｻﾕｷ 兵庫県

2時間13分48秒2119 森　司郎2295 ﾓﾘ ｼﾛｳ 愛知県

2時間13分49秒2120 岡本　和憲2581 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 大津市

2時間13分51秒2121 松枝　考史645 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府

2時間13分53秒2122 出口　和憲2762 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府

2時間13分59秒2123 伊藤　正之1716 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛知県

2時間13分59秒2124 茂木　幹夫1648 ﾓﾃｷﾞ ﾐｷｵ 京都府

2時間14分02秒2125 西山　英樹2537 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

2時間14分05秒2126 清嶋　展弘1955 ｷﾖｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府

2時間14分09秒2127 阿部　貴志2353 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 京都府

2時間14分13秒2128 南口　裕俊1981 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾋﾛﾄｼ 京都府

2時間14分15秒2129 林　光彦2115 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 蒲生郡

2時間14分16秒2130 深川　利夫2598 ﾌｶｶﾞﾜ ﾄｼｵ 愛知県

2時間14分16秒2131 奥村　泰幸2806 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 草津市

2時間14分18秒2132 平野　均2692 ﾋﾗﾉ ﾋﾄｼ 三重県

2時間14分26秒2133 鳥居　寛2454 ﾄﾘｲ ｶﾝ 岐阜県

2時間14分29秒2134 森　和之1395 ﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ 長浜市

2時間14分31秒2135 中村　浩章2271 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県

2時間14分33秒2136 中瀬　衛2003 ﾅｶｾ ﾏﾓﾙ 長浜市

2時間14分34秒2137 内藤　充2349 ﾅｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 愛知県

2時間14分37秒2138 三輪　誠司1864 ﾐﾜ ｾｲｼﾞ 岐阜県

2時間14分39秒2139 吉田　裕2634 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 栗東市

2時間14分51秒2140 嘉瀬　洋一2850 ｶｾ ﾖｳｲﾁ 愛知県

2時間14分52秒2141 明井　政博2448 ｱｹｲ ﾏｻﾋﾛ 長浜市

2時間14分53秒2142 皆木　敏弘2555 ﾐﾅｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

2時間14分55秒2143 上野　昭一1553 ｳｴﾉ ｼｮｳｲﾁ 愛知県

2時間14分56秒2144 濱田　和樹2911 ﾊﾏﾀﾞ　ｶｽﾞｷ 兵庫県

2時間14分58秒2145 細野　浩司2775 ﾎｿﾉ ｺｳｼﾞ 東京都

2時間15分02秒2146 園木　徹也2493 ｿﾉｷ ﾃﾂﾔ 京都府

2時間15分02秒2147 田坂　貴之2382 ﾀｻｶ ﾀｶﾕｷ 大津市

2時間15分03秒2148 齊藤　登2519 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 大津市

2時間15分04秒2149 北村　栄治2279 ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ 野洲市

2時間15分05秒2150 椛島　庸貴2409 ｶﾊﾞｼﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県
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2時間15分06秒2151 平松　茂1461 ﾋﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 奈良県

2時間15分06秒2152 上野　博紀1528 ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県

2時間15分08秒2153 戸島　國雄2631 ﾄｼﾏ ｸﾆｵ 埼玉県

2時間15分10秒2154 野川　隆晴2578 ﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ 長浜市

2時間15分11秒2155 和田　将人2255 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大阪府

2時間15分14秒2156 市川　三喜嗣2138 ｲﾁｶﾜ ﾐｷﾂｸﾞ 兵庫県

2時間15分19秒2157 菅野　将史2440 ｽｶﾞﾉ ﾏｻｼ 三重県

2時間15分24秒2158 片芝　石夫2119 ｶﾀｼﾊﾞ ｲｼｵ 大阪府

2時間15分25秒2159 酒井　秀郎2732 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ 三重県

2時間15分25秒2160 木下　茂2303 ｷﾉｼﾀ ｼｹﾞﾙ 岐阜県

2時間15分30秒2161 神谷　衛2559 ｶﾐﾔ 大阪府

2時間15分36秒2162 酒井　健1302 ｻｶｲ ﾀｹｼ 岐阜県

2時間15分39秒2163 岸田　信2609 ｷｼﾀﾞ ｼﾝ 岐阜県

2時間15分39秒2164 速水　一生2143 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｷ 長浜市

2時間15分43秒2165 堀内　敏生2368 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｵ 三重県

2時間15分45秒2166 小川　建男2608 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｵ 三重県

2時間15分46秒2167 松田　貴雄2120 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｵ 京都府

2時間15分47秒2168 松下　重夫2574 ﾏﾂｼﾀ ｼｹﾞｵ 東近江市

2時間15分48秒2169 齋藤　裕太2416 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 愛知県

2時間15分48秒2170 蒲田　栄一郎1971 ｶﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 大津市

2時間15分51秒2171 髙木　克久2004 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾋｻ 長浜市

2時間15分52秒2172 山本　忠2292 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 大阪府

2時間15分53秒2173 西岡　賢二2708 ﾆｼｵｶ ｹﾝｼﾞ 愛知県

2時間15分53秒2174 黍野　好博2808 ｷﾋﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ 三重県

2時間15分54秒2175 海江元　義一2080 ｶｲｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 三重県

2時間15分54秒2176 福田　哲郎2639 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 愛知県

2時間15分54秒2177 児倉　静二1986 ｺｸﾞﾗ ｾｲｼﾞ 奈良県

2時間15分55秒2178 竹村　学2749 ﾀｹﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 京都府

2時間15分56秒2179 唐見　淳芳2633 ｶﾗﾐ ｱﾂﾖｼ 大阪府

2時間15分58秒2180 寺本　三男2580 ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾂｵ 愛知県

2時間16分01秒2181 柚木　浩明2464 ﾕｳｷ ﾋﾛｱｷ 京都府

2時間16分01秒2182 岸　喜芳2697 ｷｼ ｷﾖｼ 奈良県

2時間16分03秒2183 大平　仁史2791 ｵｵﾋﾗ ﾋﾄｼ 大津市

2時間16分04秒2184 竹田　宗2576 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県

2時間16分04秒2185 松浦　信三2212 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｿﾞｳ 大阪府

2時間16分07秒2186 大塚　護2817 ｵｵﾂｶ ﾏﾓﾙ 岐阜県

2時間16分19秒2187 坪山　達司2637 ﾂﾎﾞﾔﾏ ﾀﾂｼ 岐阜県

2時間16分20秒2188 松田　憲侑2798 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 草津市

2時間16分21秒2189 茂木　康博2265 ﾓｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県

2時間16分22秒2190 大橋　正典2321 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 長浜市

2時間16分22秒2191 中川　隆1987 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 大阪府

2時間16分26秒2192 荒木　孝2758 ｱﾗｷ ﾀｶｼ 大阪府

2時間16分27秒2193 宮村　陽介1959 ﾐﾔﾑﾗ ﾖｳｽｹ 愛知県

2時間16分27秒2194 鈴木　幹三2006 ｽｽﾞｷ ｶﾝｿﾞｳ 愛知県

2時間16分28秒2195 泉　浩太1539 ｲｽﾞﾐ ｺｳﾀ 長浜市

2時間16分29秒2196 中嶋　久光2773 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾐﾂ 長浜市

2時間16分29秒2197 崎山　幸一2466 ｻｷﾔﾏ ｺｳｲﾁ 大阪府

2時間16分30秒2198 小林　潤2906 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 大阪府

2時間16分32秒2199 小寺　善教2522 ｺﾃﾗ ﾖｼﾉﾘ 栗東市

2時間16分34秒2200 馬場　新一2679 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 兵庫県
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2時間16分36秒2201 成宮　章浩1432 ﾅﾙﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 彦根市

2時間16分36秒2202 渡壁　儀一2575 ﾜﾀｶﾍﾞ ｷﾞｲﾁ 大阪府

2時間16分40秒2203 松山　精一2696 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲｲﾁ 長浜市

2時間16分40秒2204 大竹　宏1664 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｼ 岐阜県

2時間16分42秒2205 森　康裕2407 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 野洲市

2時間16分43秒2206 大西　星2517 ｵｵﾆｼ ｼｮｳ 栗東市

2時間16分44秒2207 井上　強598 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ 湖南市

2時間16分45秒2208 大橋　紳一郎2723 ｵｵﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

2時間16分48秒2209 大島　英夫941 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 愛知県

2時間16分50秒2210 西川　一成2666 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 長浜市

2時間16分55秒2211 前田　千博2185 ﾏｴﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岐阜県

2時間16分56秒2212 福本　務2675 ﾌｸﾓﾄ ﾂﾄﾑ 甲賀市

2時間16分56秒2213 羽守　直行2045 ﾊﾓﾘ ﾅｵﾕｷ 大阪府

2時間16分58秒2214 高橋　慎也2506 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 草津市

2時間16分59秒2215 仲摩　義生1655 ﾅｶﾏ ﾖｼｵ 和歌山県

2時間16分59秒2216 田端　重樹2772 ﾀﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ 京都府

2時間17分07秒2217 早田　靖2546 ﾊﾔﾀ ﾔｽｼ 大阪府

2時間17分07秒2218 箱島　健人2331 ﾊｺｼﾏ ﾀｹﾄ 草津市

2時間17分10秒2219 馬場　弘2438 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 彦根市

2時間17分14秒2220 田中　新三2693 ﾀﾅｶ ｼﾝｿﾞｳ 大津市

2時間17分14秒2221 堀田　英俊2558 ﾎｯﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 三重県

2時間17分17秒2222 小森　一史2658 ｺﾓﾘ ｶｽﾞﾌﾐ 奈良県

2時間17分27秒2223 河田　一弘2796 ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

2時間17分32秒2224 渡辺　智仁1913 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾄ 京都府

2時間17分33秒2225 上野　昌紀2801 ｳｴﾉ ﾏｻｷ 大阪府

2時間17分33秒2226 北山　慎2424 ｷﾀﾔﾏ ﾐﾂﾙ 野洲市

2時間17分36秒2227 塚原　賢一2257 ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 奈良県

2時間17分40秒2228 増澤　兼治2474 ﾏｽｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪府

2時間17分43秒2229 椛山　治朗2812 ｶﾊﾞﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 兵庫県

2時間17分44秒2230 赤堀　朋之2344 ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾕｷ 愛知県

2時間17分47秒2231 伊藤　俊一2618 ｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 湖南市

2時間17分56秒2232 川上　貴司2899 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 兵庫県

2時間17分57秒2233 金井　人2776 ｶﾅｲ ﾋﾄｼ 大阪府

2時間17分57秒2234 伊藤　文人2768 ｲﾄｳ ﾌﾐﾄ 大津市

2時間17分58秒2235 寺居　伸幸2496 ﾃﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 長浜市

2時間18分00秒2236 長谷部　吉信585 ﾊｾﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県

2時間18分01秒2237 加納　浩樹2052 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ 愛知県

2時間18分01秒2238 勝見　三千明2845 ｶﾂﾐ ﾐﾁｱｷ 京都府

2時間18分02秒2239 野村　格475 ﾉﾑﾗ ｲﾀﾙ 大阪府

2時間18分07秒2240 橘　満吉2246 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾂﾖｼ 大阪府

2時間18分13秒2241 大森　幹夫1596 ｵｵﾓﾘ ﾐｷｵ 守山市

2時間18分15秒2242 渡辺　理2590 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 愛知県

2時間18分18秒2243 小林　義和2699 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 愛知郡

2時間18分20秒2244 中川　智博1853 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 近江八幡市

2時間18分26秒2245 太竹　良2025 ｵｵﾀｹ ﾏｺﾄ 奈良県

2時間18分28秒2246 小木曽　豊2182 ｵｷﾞｿ ﾕﾀｶ 岐阜県

2時間18分32秒2247 堀　聡志2592 ﾎﾘ ｻﾄｼ 長浜市

2時間18分39秒2248 鳥居　真琴2483 ﾄﾘｲ ﾏｺﾄ 大阪府

2時間18分42秒2249 篠田　晃宏2403 ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 長浜市

2時間18分48秒2250 坂東　崇2769 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岐阜県
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2時間18分50秒2251 伊藤　正剛2088 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｹ 岐阜県

2時間18分52秒2252 大島　宏之1661 ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県

2時間18分52秒2253 北川　順二2614 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 彦根市

2時間18分57秒2254 牧野　寿樹2803 ﾏｷﾉ ﾋｻｷ 草津市

2時間18分59秒2255 河上　勉2829 ｶﾜｶﾐ 長浜市

2時間19分01秒2256 石井　敏宏2807 ｲｼｲ ﾄｼﾋﾛ 蒲生郡

2時間19分01秒2257 加藤　祐司2431 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 三重県

2時間19分06秒2258 河野　泰和2701 ｺｳﾉ ﾔｽｶｽﾞ 福井県

2時間19分06秒2259 高田　慎剛2623 ﾀｶﾀ ﾐﾂﾖｼ 大阪府

2時間19分07秒2260 小川　久2123 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ 兵庫県

2時間19分15秒2261 角田　和之2532 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 米原市

2時間19分18秒2262 宮地　勇介2462 ﾐﾔﾁ ﾕｳｽｹ 大阪府

2時間19分20秒2263 浅井　剛2345 ｱｻｲ ﾀｹｼ 岐阜県

2時間19分21秒2264 西村　順一郎2784 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長浜市

2時間19分25秒2265 平野　淳治2650 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県

2時間19分27秒2266 赤尾　喜代志2737 ｱｶｵ ｷﾖｼ 京都府

2時間19分30秒2267 田中　健二2247 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 愛知県

2時間19分32秒2268 野崎　義雄2741 ﾉｻﾞｷ ﾖｼｵ 大津市

2時間19分34秒2269 北川　健次2625 ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 近江八幡市

2時間19分34秒2270 三浦　吉勝2833 ﾐｳﾗ ﾖｼｶﾂ 愛知県

2時間19分35秒2271 小西　成命2458 ｺﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 大阪府

2時間19分41秒2272 中井　康裕2603 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ 奈良県

2時間19分44秒2273 杉田　祐介2563 ｽｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 長浜市

2時間19分45秒2274 粂山　義次1684 ｸﾒﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 大津市

2時間19分45秒2275 田中　雅之2465 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 愛知県

2時間19分45秒2276 中村　和磨930 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 大津市

2時間19分46秒2277 五十嵐　剛2499 ｲｶﾞﾗｼ ﾂﾖｼ 三重県

2時間19分46秒2278 古川　和也2450 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾔ 愛知県

2時間19分47秒2279 鈴木　之仁1698 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋﾄ 福井県

2時間19分49秒2280 近藤　秀樹1405 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 三重県

2時間19分51秒2281 井筒　隆744 ｲﾂﾞﾂ ﾀｶｼ 大阪府

2時間19分52秒2282 寺西　誠1774 ﾃﾗﾆｼ ﾏｺﾄ 愛知県

2時間19分54秒2283 古市　裕似2844 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳｼﾞ 京都府

2時間19分55秒2284 田濃　直樹2447 ﾀﾉｳ ﾅｵｷ 長浜市

2時間19分55秒2285 谷口　京一2469 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ 長浜市

2時間19分59秒2286 金子　浩志2033 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 愛知県

2時間20分00秒2287 小木曽　央幸2653 ｵｷﾞｿ ﾋｻﾕｷ 愛知県

2時間20分05秒2288 岩田　照彦2180 ｲﾜﾀ ﾃﾙﾋｺ 岐阜県

2時間20分14秒2289 水野　幹史2891 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄﾁｶ 兵庫県

2時間20分16秒2290 荻野　哲2622 ｵｷﾞﾉ ｻﾄﾙ 兵庫県

2時間20分16秒2291 山本　彰2589 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 大津市

2時間20分18秒2292 坂井　祐亮1681 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 大阪府

2時間20分21秒2293 上野　暢之1460 ｳｴﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 長浜市

2時間20分23秒2294 福島　隆2587 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 京都府

2時間20分24秒2295 鎌田　考浩2627 ｶﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

2時間20分25秒2296 沼田　孝広1891 ﾇﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

2時間20分26秒2297 穂積　純典1534 ﾎﾂﾞﾐ ｼﾞｭﾝｽｹ 大阪府

2時間20分27秒2298 山名　敏彦2549 ﾔﾏﾅ ﾄｼﾋｺ 大津市

2時間20分31秒2299 藤居　義隆2194 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾀｶ 長浜市

2時間20分33秒2300 稲葉　恭典2389 ｲﾅﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 京都府
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2時間20分40秒2301 海老野　信一郎2322 ｴﾋﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

2時間20分43秒2302 成瀬　行也1782 ﾅﾙｾ ﾕｷﾔ 愛知県

2時間20分50秒2303 中村　雅夫2816 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ 京都府

2時間20分53秒2304 高藪　康生2730 ﾀｶﾔﾌﾞ ﾔｽｵ 三重県

2時間21分01秒2305 荒川　亮祐2488 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知県

2時間21分04秒2306 伊藤　和彦2719 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 大津市

2時間21分05秒2307 井上　信護1970 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 蒲生郡

2時間21分14秒2308 古吟　精二2036 ｺｷﾞﾝ ｾｲｼﾞ 大阪府

2時間21分19秒2309 大橋　太郎1546 ｵｵﾊｼ ﾀﾛｳ 岐阜県

2時間21分21秒2310 高山　幸男2133 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷｵ 彦根市

2時間21分22秒2311 伊藤　真也2648 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 岐阜県

2時間21分23秒2312 山中　隆一2847 ﾔﾏﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県

2時間21分25秒2313 大橋　英一2218 ｵｵﾊｼ ｴｲｲﾁ 長浜市

2時間21分30秒2314 田中　利幸1797 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 京都府

2時間21分31秒2315 三國　健児2112 ﾐｸﾆ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

2時間21分31秒2316 松下　昌和2617 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府

2時間21分36秒2317 橋本　一司2518 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｼ 兵庫県

2時間21分37秒2318 竹田　淳司2605 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪府

2時間21分37秒2319 谷口　徳喜2316 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｷ 愛知県

2時間21分43秒2320 釼持　恭平2386 ｹﾝﾓﾂ ｷｮｳﾍｲ 愛知県

2時間21分44秒2321 福井　芳明2163 ﾌｸｲ ﾖｼｱｷ 長浜市

2時間21分49秒2322 是川　洋斗2358 ｺﾚｶﾜ ﾋﾛﾄ 三重県

2時間21分58秒2323 川北　俊彦1287 ｶﾜｷﾀ ﾄｼﾋｺ 大津市

2時間21分59秒2324 小嶋　純也2429 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県

2時間22分04秒2325 阿部　吉博2031 ｱﾍﾞ ｷﾁﾋﾛ 長浜市

2時間22分11秒2326 広瀬　隆2535 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 岐阜県

2時間22分14秒2327 尾崎　正昭2202 ｵｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 愛知県

2時間22分16秒2328 亀田　六史774 ｶﾒﾀﾞ ﾑﾂﾋﾄ 三重県

2時間22分17秒2329 西　春彦1544 ﾆｼ ﾊﾙﾋｺ 京都府

2時間22分22秒2330 小川　浩2641 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長浜市

2時間22分23秒2331 佐藤　文弘2690 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県

2時間22分26秒2332 中嶋　克之2291 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 東京都

2時間22分30秒2333 後藤　康利2560 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾄｼ 甲賀市

2時間22分31秒2334 宮元　清行1106 ﾐﾔﾓﾄ ｷﾖﾕｷ 甲賀市

2時間22分33秒2335 加藤　晃2632 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 三重県

2時間22分54秒2336 橋本　勝也2176 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾔ 奈良県

2時間22分56秒2337 庄司　知行2707 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県

2時間22分57秒2338 宮部　憲司2669 ﾐﾔﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 岐阜県

2時間23分01秒2339 藤江　義一2770 ﾌｼﾞｴ ﾖｼｶｽﾞ 甲賀市

2時間23分01秒2340 山路　則雄2370 ﾔﾏｼﾞ ﾉﾘｵ 長浜市

2時間23分04秒2341 前田　美喜夫2561 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｵ 愛知県

2時間23分09秒2342 金田　創運2235 ｶﾅﾀﾞ ｿｳｳﾝ 愛知県

2時間23分13秒2343 飯田　信行2895 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 彦根市

2時間23分13秒2344 田中　博文2135 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 兵庫県

2時間23分13秒2345 河森　貞夫2381 ｶﾜﾓﾘ ｻﾀﾞｵ 愛知県

2時間23分16秒2346 陳　慶光2260 ﾁﾝ ｹｲｺｳ 東京都

2時間23分23秒2347 坂口　照彦2342 ｻｶｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 大阪府

2時間23分26秒2348 浴村　謙一2688 ｴｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 草津市

2時間23分29秒2349 鶴井　明弘1939 ﾂﾙｲ ｱｷﾋﾛ 大阪府

2時間23分29秒2350 速水　翔平1938 ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ 大阪府
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2時間23分30秒2351 長田　充史2283 ｵｻﾀﾞ ｱﾂｼ 彦根市

2時間23分35秒2352 安藤　信次2377 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 犬上郡

2時間23分36秒2353 川内　一徳2717 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府

2時間23分49秒2354 日比野　旭2261 ﾋﾋﾞﾉ ｱｷﾗ 愛知県

2時間23分51秒2355 平居　和久2372 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾋｻ 東近江市

2時間23分52秒2356 鈴木　陽2174 ｽｽﾞｷ ﾖｳ 愛知県

2時間23分53秒2357 東野　外司2853 ﾋｶﾞｼﾉ ｿﾄｼ 長浜市

2時間23分55秒2358 志知　徳一2766 ｼﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 京都府

2時間24分00秒2359 吉野　浩之2715 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾕｷ 奈良県

2時間24分02秒2360 田中　基971 ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ 京都府

2時間24分03秒2361 吉川　敦2907 ﾖｼｶﾜ ｱﾂｼ 米原市

2時間24分04秒2362 岡　俊明2146 ｵｶ ﾄｼｱｷ 長浜市

2時間24分06秒2363 岸本　良一2792 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 京都府

2時間24分16秒2364 山合　了輔2536 ﾔﾏｱｲ ﾘｮｳｽｹ 長浜市

2時間24分24秒2365 脇　敬允2570 ﾜｷ ﾀｶﾏｻ 東近江市

2時間24分25秒2366 土江　研冶2740 ﾂﾁｴ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

2時間24分25秒2367 杉本　正和2810 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 愛知郡

2時間24分28秒2368 森　崇幸2743 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 愛知県

2時間24分33秒2369 山本　拓央2804 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｵ 京都府

2時間24分34秒2370 岡本　好司2652 ｵｶﾓﾄ ﾖｼｼﾞ 近江八幡市

2時間24分39秒2371 笛吹　和文2704 ｳｽｲ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県

2時間24分43秒2372 高木　秀一2718 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都

2時間24分50秒2373 伊東　宏晃2216 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長浜市

2時間24分52秒2374 加納　藤太郎2735 ｶﾉｳ ﾄｳﾀﾛｳ 長浜市

2時間24分53秒2375 鬼頭　義隆2793 ｷﾄｳ ﾖｼﾀｶ 愛知県

2時間24分55秒2376 矢野　直邦2144 ﾔﾉ ﾅｵｸﾆ 大阪府

2時間24分55秒2377 都築　豊久2785 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾖﾋｻ 千葉県

2時間25分02秒2378 日比野　大介2565 ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

2時間25分09秒2379 花野　義宏2500 ﾊﾅﾉ ﾖｼﾋﾛ 京都府

2時間25分09秒2380 岩田　俊浩2705 ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾛ 長浜市

2時間25分11秒2381 山口　一浩2333 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

2時間25分25秒2382 新妻　良史2794 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾖｼﾌﾐ 愛知県

2時間25分27秒2383 前川　浩二2384 ﾏｴｶﾜ ｺｳｼﾞ 大津市

2時間25分27秒2384 川村　哲司1856 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ 彦根市

2時間25分29秒2385 山本　義孝2588 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 甲賀市

2時間25分30秒2386 井上　聡2857 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 京都府

2時間25分34秒2387 高山　日出龍2053 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀﾂ 大阪府

2時間25分37秒2388 髙橋　政彦2065 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 大阪府

2時間25分38秒2389 杉本　英治2864 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ 三重県

2時間25分39秒2390 高田　明2599 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡県

2時間25分40秒2391 井澤　達明1823 ｲｻﾞﾜ ﾀﾂｱｷ 愛知県

2時間25分44秒2392 仲西　正典2774 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 近江八幡市

2時間25分45秒2393 仲宗根　剛2364 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ 愛知県

2時間25分52秒2394 日置　智太2388 ﾋｵｷ ﾄﾓﾀ 岐阜県

2時間25分54秒2395 森下　浩626 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 京都府

2時間25分55秒2396 渡邊　尚人2192 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 岐阜県

2時間26分00秒2397 飯島　威文2731 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾌﾐ 愛知県

2時間26分01秒2398 原　一美2813 ﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 愛知県

2時間26分03秒2399 西田　潤2173 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 香川県

2時間26分04秒2400 堤　恵一2607 ﾂﾂﾐ ｹｲｲﾁ 東近江市
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2時間26分14秒2401 藤原　博之2856 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 米原市

2時間26分14秒2402 山下　将行2869 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ 彦根市

2時間26分18秒2403 金子　真一郎2747 ｶﾈｺ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福井県

2時間26分21秒2404 丸本　良雄2851 ﾏﾙﾓﾄ ﾖｼｵ 米原市

2時間26分26秒2405 藤田　衡2597 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ 大阪府

2時間26分28秒2406 日並　哲郎2734 ﾋﾅﾐ ﾃﾂﾛｳ 東京都

2時間26分37秒2407 細川　健一2270 ﾎｿｶﾜ ｹﾝｲﾁ 愛知県

2時間26分38秒2408 富田　健介2357 ﾄﾐﾀ ｹﾝｽｹ 三重県

2時間26分38秒2409 中井　善昭2818 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ 高島市

2時間26分46秒2410 福岡　慎太郎2233 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県

2時間26分46秒2411 原　務1895 ﾊﾗ ﾂﾄﾑ 大阪府

2時間26分47秒2412 今井　匡2236 ｲﾏｲ ﾏｻｼ 愛知県

2時間26分51秒2413 平田　和洋2750 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

2時間26分52秒2414 吉森　秀典2477 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重県

2時間26分52秒2415 伊藤　公一2613 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県

2時間26分55秒2416 伊東　祥夫2156 ｲﾄｳ ﾖｼｵ 奈良県

2時間26分55秒2417 服部　達郎2647 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾛｳ 愛知県

2時間26分59秒2418 宮元　博好2591 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 長浜市

2時間27分02秒2419 伊藤　一磨2284 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 愛知県

2時間27分03秒2420 上川　耕平2512 ｳｴｶﾜ ｺｳﾍｲ 犬上郡

2時間27分05秒2421 中村　勝己2362 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 岐阜県

2時間27分15秒2422 前田　稔2329 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 大津市

2時間27分17秒2423 山本　正仁2872 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 長浜市

2時間27分24秒2424 樋口　淳2880 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ 守山市

2時間27分28秒2425 戸梶　彰夫2780 ﾄｶｼﾞ ｱｷｵ 高島市

2時間27分29秒2426 鈴木　章弘2566 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 大阪府

2時間27分39秒2427 水谷　正彦2423 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 三重県

2時間27分51秒2428 黒川　広勝1072 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶﾂ 東京都

2時間28分02秒2429 生駒　俊保2178 ｲｺﾏ ﾄｼﾔｽ 岐阜県

2時間28分05秒2430 中西　大延2709 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 蒲生郡

2時間28分07秒2431 緒方　真一2093 ｵｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 東京都

2時間28分16秒2432 小山　秀樹2777 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 奈良県

2時間28分26秒2433 高村　直邦2649 ﾀｶﾑﾗ ﾅｵｸﾆ 愛知県

2時間28分35秒2434 野間　徹也1162 ﾉﾏ ﾃﾂﾔ 京都府

2時間28分40秒2435 堀田　邦弘2405 ﾎｯﾀ ｸﾆﾋﾛ 長浜市

2時間28分44秒2436 上田　剛士1344 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 栗東市

2時間28分48秒2437 八倉　賢一2396 ﾔｸﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 大阪府

2時間28分56秒2438 田中　保光2840 ﾀﾅｶ ﾔｽﾐﾂ 愛知県
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