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33分10秒1 大久保　維人5003 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷﾄ 長浜市

34分03秒2 澤原　雄一5024 ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 愛知県

34分34秒3 東小薗　慎介5006 ﾋｶﾞｼｺｿﾞﾉ ｼﾝｽｹ 大阪府

34分55秒4 竹山　晃平5005 ﾀｹﾔﾏ ｺｳﾍｲ 彦根市

35分03秒5 山本　晃之5009 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ 愛知県

35分33秒6 小久保　敦史5012 ｺｸﾎﾞ ｱﾂｼ 三重県

35分54秒7 加藤　智成5015 ｶﾄｳ ﾄﾓﾅﾘ 岐阜県

35分59秒8 山本　圭介5094 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 京都府

36分09秒9 青木　翼5014 ｱｵｷ ﾂﾊﾞｻ 三重県

36分34秒10 吉永　輝光5032 ﾖｼﾅｶﾞ ﾃﾙﾐﾂ 愛知県

36分43秒11 川瀬　豊彦5030 ｶﾜｾ ﾄﾖﾋｺ 近江八幡市

36分48秒12 宮本　幸至5028 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 奈良県

36分51秒13 立入　弘人5004 ﾀﾁｲﾘ ﾋﾛﾄ 大津市

36分51秒14 中川　祐一5016 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 大津市

37分20秒15 出口　浩己5026 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 広島県

37分22秒16 塚本　康裕5027 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 京都府

37分45秒17 伊東　和哉5001 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛知県

37分47秒18 林　秀行5020 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府

37分59秒19 角谷　政一5085 ｶﾄﾞﾔ ﾏｻｶｽﾞ 三重県

38分02秒20 山内　浩史5037 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ 京都府

38分07秒21 平山　真澄5097 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ 大阪府

38分15秒22 北岸　辰朗5007 ｷﾀｷﾞｼ ﾀﾂﾛｳ 福井県

38分15秒23 小杉　亮太5008 ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ 東近江市

38分30秒24 木下　勝貴5029 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾀｶ 愛知県

38分45秒25 西山　真史5988 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 大阪府

38分49秒26 松田　博行5023 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 長浜市

39分00秒27 橋田　耕一5991 ﾊｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 京都府

39分03秒28 浦口　洋次郎5035 ｳﾗｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ 大阪府

39分09秒29 島邊　浩之5044 ｼﾏﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

39分26秒30 田辺　敦也5038 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 長浜市

39分27秒31 山田　泰幸5022 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 京都府

39分31秒32 蓬野　慎一5100 ﾌﾂﾉ ｼﾝｲﾁ 京都府

39分38秒33 宇野　清一5127 ｳﾉ ｾｲｲﾁ 京都府

39分39秒34 加古　尊温5999 ｶｺ ﾀｶﾊﾙ 京都府

39分44秒35 安福　正太郎5034 ﾔｽﾌｸ ｼｮｳﾀﾛｳ 三重県

39分45秒36 橋口　仁志5095 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 近江八幡市

39分47秒37 岩田　翔也5017 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾔ 愛知県

39分52秒38 粉川　秀次5048 ｺｶﾜ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 大阪府

40分14秒39 北川　祐也5086 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 三重県

40分18秒40 林　能士5033 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 大津市

40分20秒41 岩田　隆敏5042 ｲﾜﾀ ﾀｶﾄｼ 福島県

40分22秒42 青木　聡5049 ｱｵｷ ｻﾄｼ 三重県

40分24秒43 辻澤　伸彦5036 ﾂｼﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 近江八幡市

40分32秒44 入江　克之5052 ｲﾘｴ ｶﾂﾕｷ 高島市

40分35秒45 大野　修平5046 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 愛知県

40分47秒46 松本　直記5545 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 兵庫県

40分47秒47 金澤　智市5053 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾄｼ 兵庫県

40分49秒48 古田　直也5050 ﾌﾙﾀ ﾅｵﾔ 大阪府

40分52秒49 高島　裕貴5047 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｷ 福井県

41分01秒50 岩澤　英徳5059 ｲﾜｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 守山市
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41分26秒51 吉川　和宏5056 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 大津市

41分40秒52 谷口　雅哉5078 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 三重県

41分45秒53 岩川　昂平5202 ｲﾜｶﾜ ｺｳﾍｲ 京都府

41分48秒54 川北　勉5068 ｶﾜｷﾀ ﾂﾄﾑ 長浜市

41分51秒55 天池　幸喜5045 ｱﾏｲｹ ｺｳｷ 岐阜県

42分02秒56 中井　久人5069 ﾅｶｲ ﾋｻﾄ 岐阜県

42分13秒57 藤本　峰輝5070 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｷ 岐阜県

42分16秒58 中村　誠昌5118 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 長浜市

42分22秒59 野間　義憲5113 ﾉﾏ ﾖｼﾉﾘ 京都府

42分33秒60 千葉　俊雄5081 ﾁﾊﾞ ﾄｼｵ 愛知県

42分54秒61 那須　康一5124 ﾅｽ ｺｳｲﾁ 長浜市

43分02秒62 鈴木　たかお5145 ｽｽﾞｷ　ﾀｶｵ 愛知県

43分18秒63 萬　俊一5104 ﾖﾛｽﾞ ｼｭﾝｲﾁ 大津市

43分20秒64 林　禎5120 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞｼ 大阪府

43分21秒65 岡本　将司5067 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 京都府

43分36秒66 冨田　陽平5138 ﾄﾐﾀ ﾖｳﾍｲ 大津市

43分39秒67 岩永　順和5055 ｲﾜﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県

43分40秒68 井上　三樹男5079 ｲﾉｳｴ ﾐｷｵ 愛知県

44分08秒69 田中　正人5084 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 三重県

44分12秒70 中村　一誠5132 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｻﾄ 京都府

44分17秒71 中条　優太5128 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ 三重県

44分23秒72 大村　龍一5082 ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 彦根市

44分31秒73 野玉　一5290 ﾉﾀﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 甲賀市

44分47秒74 谷垣　克哉5229 ﾀﾆｶﾞｷ ｶﾂﾔ 京都府

44分51秒75 八代　一輝5708 ﾔｼﾛ ｶｽﾞｷ 愛知県

44分54秒76 神谷　道雄5040 ｶﾐﾔ ﾐﾁｵ 愛知県

44分54秒77 菱田　英生5185 ﾋｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府

44分59秒78 菊池　和史5200 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾌﾐ 大阪府

45分00秒79 大和　一哉5121 ﾔﾏﾄ ｶｽﾞﾔ 岐阜県

45分04秒80 田中　祥介5123 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 大阪府

45分07秒81 樋口　吾一5054 ﾋｸﾞﾁ ｺｲﾁ 高島市

45分07秒82 巨椋　正樹5148 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｷ 長浜市

45分08秒83 林　環5196 ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ 守山市

45分11秒84 武田　佳史5062 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 京都府

45分12秒85 西村　慎吾5147 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 大津市

45分12秒86 森脇　勝久5216 ﾓﾘﾜｷ ｶﾂﾋｻ 長浜市

45分21秒87 野田　昌之5041 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 京都府

45分25秒88 竹中　宏和5114 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 岐阜県

45分32秒89 中根　富雄5122 ﾅｶﾈ ﾄﾐｵ 愛知県

45分35秒90 池永　順和5071 ｲｹﾅｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 奈良県

45分37秒91 上田　大喜5162 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ 彦根市

45分45秒92 名越　保秀5116 ﾅｺﾞｼ ﾔｽﾋﾃﾞ 兵庫県

45分47秒93 三島　公男5193 ﾐｼﾏ ｷﾐｵ 三重県

45分55秒94 真山　茂樹5073 ﾏﾔﾏ ｼｹﾞｷ 愛知県

45分57秒95 坂下　泰将5111 ｻｶｼﾀ ﾔｽﾏｻ 三重県

46分01秒96 川尻　雅也5112 ｶﾜｼﾞﾘ ﾏｻﾔ 京都府

46分02秒97 川端　和彦5137 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ 兵庫県

46分03秒98 梅津　直大5074 ｳﾒﾂﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 岐阜県

46分05秒99 中島　孝5075 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 大阪府

46分25秒100 後藤　伸司5039 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ 愛知県

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2017長浜市あざいお市マラソン -

10km一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/10/8

スタート： 10:45:00

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 

46分28秒101 安藤　正5133 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 愛知県

46分29秒102 落合　太郎5106 ｵﾁｱｲ ﾀﾛｳ 埼玉県

46分35秒103 山田　洋一5051 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 大阪府

46分40秒104 永谷　忠嗣5155 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 大阪府

46分44秒105 近藤　太實男5215 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｵ 彦根市

46分51秒106 林　克幸5325 ﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ 長浜市

46分52秒107 谷口　宗一5108 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 京都府

46分57秒108 清水　和弘5210 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 長浜市

46分58秒109 石橋　真一郎5234 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 彦根市

46分59秒110 南　典孝5019 ﾐﾅﾐ ﾉﾘﾀｶ 大阪府

47分02秒111 岡野　哲也5184 ｵｶﾉ ﾃﾂﾔ 和歌山県

47分07秒112 堀　真一郎5208 ﾎﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 野洲市

47分07秒113 内藤　忠市5385 ﾅｲﾄｳ ﾀﾀﾞｲﾁ 愛知県

47分10秒114 井上　秀穂5191 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾎ 三重県

47分10秒115 磯山　大輔5063 ｲｿﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 長浜市

47分18秒116 藤部　茂則5197 ﾌｼﾞﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 岐阜県

47分19秒117 窪田　大輔5331 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 京都府

47分23秒118 平柳　夏樹5058 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾅﾂｷ 岐阜県

47分30秒119 亀山　峰明5134 ｶﾒﾔﾏ 岐阜県

47分31秒120 加藤　裕次5043 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 三重県

47分32秒121 田尻　大輔5354 ﾀｼﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 草津市

47分47秒122 大内　泉5277 ｵｵｳﾁ ｲｽﾞﾐ 三重県

47分50秒123 西田　康士5125 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽｼ 長浜市

47分50秒124 村田　雄偉5151 ﾑﾗﾀ ﾕｳｲ 草津市

47分52秒125 宮野　哲5093 ﾐﾔﾉ ｻﾄｼ 兵庫県

47分54秒126 山根　幸博5031 ﾔﾏﾈ ﾕｷﾋﾛ 米原市

47分58秒127 大久保　友弘5287 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府

48分06秒128 臼井　春輔5065 ｳｽｲ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県

48分08秒129 別所　吉彦5206 ﾍﾞｯｼｮ ﾖｼﾋｺ 三重県

48分08秒130 野﨑　智5002 ﾉｻﾞｷ ｻﾄｼ 大阪府

48分11秒131 川島　英和5131 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県

48分17秒132 橋本　俊彦5159 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 長浜市

48分21秒133 稲田　元一5129 ｲﾅﾀﾞ ﾓﾄｶｽﾞ 兵庫県

48分22秒134 古池　和彦5130 ｺｲｹ ｶｽﾞﾋｺ 米原市

48分23秒135 本田　耕志5336 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 京都府

48分28秒136 南出　隆尚5445 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｶﾋｻ 京都府

48分30秒137 西村　隆夫5207 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｵ 大津市

48分33秒138 川北　純平5126 ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長浜市

48分35秒139 鈴木　行男5788 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ 愛知県

48分36秒140 吉村　富司5119 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 甲賀市

48分40秒141 山田　厚司5235 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県

48分42秒142 田中　雪太郎5098 ﾀﾅｶ ﾕｷﾀﾛｳ 三重県

48分50秒143 川本　森太郎5152 ｶﾜﾓﾄ ﾓﾘﾀﾛｳ 守山市

48分53秒144 坪内　翔大5434 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｮｳﾀ 大阪府

49分04秒145 加藤　隼5320 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 京都府

49分04秒146 内方　洋一郎5241 ｳﾀｶﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ 愛知県

49分12秒147 福嶋　邦章5296 ﾌｸｼﾏ ｸﾆｱｷ 愛知県

49分16秒148 山本　隆5362 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪府

49分16秒149 船橋　征嗣5758 ﾌﾅﾊｼ ｾｲｼﾞ 愛知県

49分20秒150 中村　隆司5139 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 兵庫県
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49分24秒151 山岸　雄5233 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳ 長浜市

49分26秒152 穐村　健一5101 ｱｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 福井県

49分32秒153 伊藤　祥太郎5340 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 彦根市

49分35秒154 清水　誠二5212 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ 長浜市

49分36秒155 池尻　祐希5468 ｲｹｼﾞﾘ ﾕｳｷ 大津市

49分38秒156 橋本　政幸5345 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 湖南市

49分39秒157 今井　雅義5172 ｲﾏｲ ﾏｻﾖｼ 東京都

49分41秒158 北岡　剛5158 ｷﾀｵｶ ﾂﾖｼ 三重県

49分43秒159 三木　章次5214 ﾐｷ ｼｮｳｼﾞ 大阪府

49分45秒160 吉田　信一5161 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府

49分46秒161 宍倉　勝仁5334 ｼｼｸﾗ ｶﾂﾋﾄ 愛知県

49分46秒162 稲守　秀紀5529 ｲﾅﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

49分47秒163 山本　敢哉5209 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾔ 大阪府

50分00秒164 遠藤　彰5352 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 草津市

50分04秒165 新居　謙治5117 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 愛知県

50分06秒166 水野　隆明5280 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｱｷ 岐阜県

50分06秒167 北島　春雄5156 ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾙｵ 岐阜県

50分07秒168 野田　充5165 ﾉﾀﾞ ﾐﾂﾙ 愛知県

50分08秒169 村松　慎治5355 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 京都府

50分10秒170 竹内　翼5236 ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 長浜市

50分15秒171 小林　正実5228 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ 愛知県

50分20秒172 切畠　由人5297 ｷﾘﾊﾀ ﾖｼﾄ 東近江市

50分22秒173 岡司　尚士5327 ｵｶｼﾞ ﾋｻｼ 近江八幡市

50分23秒174 小林　洋之5416 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 守山市

50分24秒175 渡邉　康次5389 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県

50分24秒176 大野　雄一郎5205 ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県

50分26秒177 林　勝文5211 ﾊﾔｼ ｶﾂﾌﾐ 京都府

50分29秒178 五十川　貴裕5458 ｲｿｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 大津市

50分32秒179 西本　潤一郎5321 ﾆｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 草津市

50分33秒180 秋長　一幸5256 ｱｷﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府

50分38秒181 道家　芳文5198 ﾄﾞｳｹ ﾖｼﾌﾐ 岐阜県

50分38秒182 早川　峰洋5369 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾈﾋﾛ 京都府

50分41秒183 吉田　郁夫5250 ﾖｼﾀﾞ ｲｸｵ 大津市

50分49秒184 二ノ宮　正治5146 ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ 愛知県

50分52秒185 前田　泰史5245 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ 高島市

50分54秒186 西岡　正則5367 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾉﾘ 福井県

50分57秒187 藤井　達也5219 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 大阪府

50分57秒188 渡邊　和吉5221 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 岐阜県

50分58秒189 柏木　出5186 ｶｼﾜｷﾞ ｲｽﾞﾙ 京都府

50分59秒190 高松　弘明5381 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 福井県

51分01秒191 谷口　夏規5718 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 彦根市

51分04秒192 日下部　和行5317 ｸｻｶﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 大津市

51分08秒193 木村　竜二5276 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 岐阜県

51分09秒194 松井　友佑6027 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 長浜市

51分10秒195 中野　志朗5398 ﾅｶﾉ ｼﾛｳ 愛知県

51分13秒196 林　克治5326 ﾊﾔｼ ｶﾂｼﾞ 長浜市

51分16秒197 石川　譲6030 ｲｼｶﾜ ﾕｽﾞﾙ 三重県

51分18秒198 小田切　健5431 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹﾝ 岐阜県

51分21秒199 稲木　健5726 ｲﾅｷ ｹﾝ 守山市

51分27秒200 清水　孝二5534 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 長浜市

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2017長浜市あざいお市マラソン -

10km一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/10/8

スタート： 10:45:00

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 

51分33秒201 宮田　泰英5805 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 大津市

51分34秒202 橋本　陽二5779 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 大阪府

51分37秒203 大藪　伸5144 ｵｵﾔﾌﾞ ｼﾝ 大阪府

51分39秒204 川端　義和5307 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 彦根市

51分39秒205 瀧澤　嘉次5337 ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 長浜市

51分39秒206 木下　和郎5441 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ 兵庫県

51分39秒207 坂井　宏光5025 ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ 京都府

51分42秒208 藤澤　政和5066 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ 兵庫県

51分43秒209 磯部　卓也5170 ｲｿﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知県

51分44秒210 今泉　純一5253 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 奈良県

51分44秒211 坂田　純治5494 ｻｶﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県

51分45秒212 藤原　能孝5261 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ 京都府

51分47秒213 山崎　弘5402 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 長浜市

51分52秒214 佐藤　剛二5190 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 京都府

52分02秒215 飯野　修5223 ｲｲﾉ ｵｻﾑ 大津市

52分06秒216 小日山　肇5341 ｺﾋﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 三重県

52分08秒217 清水　保5392 ｼﾐｽﾞ 長浜市

52分10秒218 山下　孝文5167 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ 奈良県

52分11秒219 伊藤　渉5374 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 大津市

52分12秒220 中道　昭一5496 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳｲﾁ 福井県

52分13秒221 上地　佳則5227 ｶﾐｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 大阪府

52分13秒222 大和田　秀一5181 ｵｵﾜﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 京都府

52分15秒223 植村　靖彦5480 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 近江八幡市

52分16秒224 今村　真敏5300 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 三重県

52分16秒225 椎本　勇治5294 ｼｲﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 大阪府

52分17秒226 竹田　貴弘6006 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 守山市

52分18秒227 山田　秀治5393 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 長浜市

52分18秒228 西田　達夫5444 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 三重県

52分19秒229 谷崎　智章6009 ﾀﾆｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 京都府

52分19秒230 中村　恵人5220 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾄ 長浜市

52分21秒231 西村　幸司5154 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 三重県

52分21秒232 前川　慎市5536 ﾏｴｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福井県

52分31秒233 遠藤　圭介5469 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 栗東市

52分32秒234 河合　学生5379 ｶﾜｲ ﾏﾅﾌﾞ 福井県

52分34秒235 高橋　章5231 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 大阪府

52分36秒236 井上　雄二5382 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 愛知県

52分38秒237 玉木　南洋5314 ﾀﾏｷ ﾐﾅﾋﾛ 大阪府

52分43秒238 下條　雄三郎5278 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 大阪府

52分44秒239 下村　富美男5247 ｼﾓﾑﾗ ﾌﾐｵ 大津市

52分49秒240 齊藤　孝行5482 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 彦根市

52分50秒241 出来　大典5218 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

52分53秒242 長瀬　昇5259 ﾅｶﾞｾ ﾉﾎﾞﾙ 三重県

52分58秒243 岩崎　勇二5729 ｲﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 長浜市

53分01秒244 山口　豊5285 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 神奈川県

53分03秒245 大西　巧5344 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾐ 京都府

53分03秒246 白倉　圭介5446 ｼﾗｸﾗ ｹｲｽｹ 東京都

53分08秒247 中出　重拓5195 ﾅｶﾃﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 甲賀市

53分13秒248 安田　貴裕5426 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 守山市

53分15秒249 沼田　正美5099 ﾇﾏﾀ ﾏｻﾐ 愛知県

53分18秒250 沓名　伸雄5488 ｸﾂﾅ ﾉﾌﾞｵ 京都府
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53分19秒251 河合　亮市5407 ｶﾜｲ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県

53分20秒252 金友　仁成5013 ｶﾈﾄﾓ ﾋﾄﾅﾘ 大阪府

53分21秒253 宮崎　貴生5176 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｵ 大阪府

53分22秒254 住友　潤司5226 ｽﾐﾄﾓ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪府

53分23秒255 西村　吉昭5453 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 彦根市

53分24秒256 佐藤　義之5357 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 兵庫県

53分26秒257 藤本　直樹5935 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東近江市

53分29秒258 新久保　正己5061 ｼﾝｸﾎﾞ ﾏｻﾐ 三重県

53分30秒259 長瀬　幸広5399 ﾅｶﾞｾ ﾕｷﾋﾛ 愛知県

53分33秒260 橋本　剛5265 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ 兵庫県

53分35秒261 宮村　昭男5588 ﾐﾔﾑﾗ ｱｷｵ 長浜市

53分35秒262 山口　雅弘5363 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 兵庫県

53分35秒263 鈴木　雅史5793 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 湖南市

53分37秒264 入谷　寿男5491 ｲﾘﾀﾆ ｽﾐｵ 鹿児島県

53分39秒265 井上　敏5440 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 湖南市

53分40秒266 奥　健美5269 ｵｸ ﾀｹﾖｼ 三重県

53分41秒267 久米　浩生5476 ｸﾒ ｺｳｾｲ 栗東市

53分42秒268 北村　靖次5302 ｷﾀﾑﾗ ｾｲｼﾞ 東近江市

53分45秒269 武藤　義久5260 ﾑﾄｳ ﾖｼﾋｻ 三重県

53分48秒270 増野　貴啓5087 ﾏｽﾉ ﾀｶﾋﾛ 彦根市

53分51秒271 谷　和明5390 ﾀﾆ ｶｽﾞｱｷ 三重県

53分51秒272 中山　進二5612 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 岐阜県

53分53秒273 山下　明宏5752 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 彦根市

53分54秒274 森本　敏弘5242 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県

53分54秒275 山根　保治5559 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾊﾙ 近江八幡市

54分00秒276 橋本　修一6018 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 甲賀市

54分01秒277 改田　一哉5388 長浜市

54分01秒278 前川　千秋5776 ﾏｴｶﾞﾜ ﾁｱｷ 大津市

54分02秒279 沼尾　冨造5135 ﾇﾏｵ ﾄﾐｿﾞｳ 愛知県

54分03秒280 高木　陽平5372 ﾀｶｷﾞ ﾖｳﾍｲ 岐阜県

54分04秒281 中川　智弘5575 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 長浜市

54分10秒282 上田　弘之5175 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県

54分12秒283 石黒　智士5358 ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｼ 大阪府

54分15秒284 久田　謙次5213 ﾋｻﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

54分16秒285 奥手　亨5324 ｵｸﾃ ﾄｵﾙ 長浜市

54分18秒286 大橋　弘和6000 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 岐阜県

54分18秒287 長門　優5244 ﾅｶﾞﾄ ﾏｻﾙ 長浜市

54分18秒288 黒川　進5565 ｸﾛｶﾜ ｽｽﾑ 愛知県

54分20秒289 松村　秀一5378 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 岐阜県

54分24秒290 藤井　利幸5487 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 守山市

54分26秒291 松久　誠司5330 ﾏﾂﾋｻ ｾｲｼﾞ 岐阜県

54分26秒292 長瀬　友英5258 ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾋﾃﾞ 愛知県

54分27秒293 山本　公俊5410 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 愛知県

54分32秒294 細貝　潤一5763 ﾎｿｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 野洲市

54分32秒295 松井　敏彦5238 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｺ 京都府

54分37秒296 習田　一郎5465 ｼｭｯﾀ ｲﾁﾛｳ 兵庫県

54分40秒297 佐藤　レアンドロ5304 ｻﾄｳ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ 岐阜県

54分45秒298 上野　暢之5343 ｳｴﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 長浜市

54分47秒299 上田　佑太朗5589 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 米原市

54分52秒300 中島　真介5715 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 大津市
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54分52秒301 三浦　俊宏5249 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ 三重県

55分00秒302 松村　龍平5349 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 福岡県

55分00秒303 岡本　一宏5109 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

55分00秒304 山元　雅志6019 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 湖南市

55分01秒305 尾本　智隆5188 ｵﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 彦根市

55分02秒306 廣瀬　正孝5328 ﾋﾛｾ ﾏｻﾀｶ 岐阜県

55分05秒307 渡辺　圭介5753 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 大阪府

55分07秒308 土石川　誠司5501 ﾄｲｼｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 愛知県

55分08秒309 播磨　将仁5092 ﾊﾘﾏ ﾏｻﾋﾄ 大阪府

55分08秒310 山野　達也5356 ﾔﾏﾉ ﾀﾂﾔ 三重県

55分09秒311 田村　将志5654 ﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 甲賀市

55分09秒312 横田　源一郎5462 ﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 長浜市

55分13秒313 梅原　相欽5533 ｳﾒﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 近江八幡市

55分13秒314 植　秀治5400 ｳｴｷ ｼｭｳｼﾞ 兵庫県

55分16秒315 尾崎　行宏5436 ｵｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 愛知県

55分18秒316 清田　浩史5473 ｷﾖﾀ ﾋﾛｼ 愛知県

55分18秒317 川下　幸生5338 ｶﾜｼﾓ ﾕｷｵ 守山市

55分20秒318 西口　毅5177 ﾆｼｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 近江八幡市

55分21秒319 水越　幸男5503 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｷｵ 愛知県

55分22秒320 泉　康文5787 ｲｽﾞﾐ ﾔｽﾌﾐ 大阪府

55分22秒321 栗山　直志5430 ｸﾘﾔﾏ ﾅｵｼ 岐阜県

55分30秒322 山口　孝5246 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 草津市

55分31秒323 伊藤　強太5160 ｲﾄｳ ｷｮｳﾀ 犬上郡

55分34秒324 豊田　隆志5232 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ 奈良県

55分36秒325 工藤　政也5178 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 愛知県

55分37秒326 藤田　辰男5461 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ 長浜市

55分40秒327 田中　美之6012 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 三重県

55分44秒328 成澤　栄俊5727 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府

55分49秒329 幅　数馬5199 ﾊﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 兵庫県

55分50秒330 鳥山　博史5898 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ 福井県

55分50秒331 黒川　達也5756 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ 東近江市

55分51秒332 塩見　一徳6015 ｼｵﾐ ﾓﾄﾉﾘ 長浜市

55分56秒333 菊池　康弘5774 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 大津市

55分56秒334 市山　重行6001 ｲﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ 愛知郡

55分58秒335 森本　和也5239 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 高島市

56分00秒336 三浦　真一5437 ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 愛知郡

56分04秒337 馬場　健夫5696 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾀｹｵ 草津市

56分05秒338 草野　充6028 ｸｻﾉ ﾀｶｼ 長浜市

56分06秒339 野村　健司5243 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 長浜市

56分07秒340 岡田　潤介5391 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｽｹ 守山市

56分08秒341 仲西　稔5417 ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾙ 湖南市

56分10秒342 平　純夫5472 ﾀｲﾗ ｽﾐｵ 蒲生郡

56分13秒343 松本　剛芳5115 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾖｼ 大津市

56分13秒344 清家　洋二5543 ｾｲｹ ﾖｳｼﾞ 大阪府

56分14秒345 高田　信康5364 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 大阪府

56分15秒346 服部　雄太5180 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ 愛知県

56分16秒347 上田　将司5371 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ 岐阜県

56分17秒348 木野　竜也5110 ｷﾉ ﾀﾂﾔ 長浜市

56分18秒349 小泉　勲5802 ｺｲｽﾞﾐ ｲｻｵ 岐阜県

56分18秒350 井上　達也5394 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 神奈川県
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56分19秒351 松島　広直5660 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾅｵ 長浜市

56分19秒352 深江　信哉5502 ﾌｶｴ ｼﾝﾔ 岐阜県

56分21秒353 前川　保夫5411 ﾏｴｶﾜ ﾔｽｵ 京都府

56分23秒354 有本　清5230 ｱﾘﾓﾄ ｷﾖｼ 湖南市

56分24秒355 福地　常雄5484 ﾌｸﾁ ﾂﾈｵ 三重県

56分26秒356 奥居　良太5083 ｵｸｲ ﾘｮｳﾀ 大阪府

56分26秒357 岡崎　貴史5906 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ 近江八幡市

56分27秒358 髙安　啓介5771 ﾀｶﾔｽ ｹｲｽｹ 大阪府

56分27秒359 正木　良幸5527 ﾏｻｷ ﾖｼﾕｷ 愛知県

56分27秒360 上田　光正5060 ｳｴﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 米原市

56分30秒361 藤江　康弘5784 ﾌｼﾞｴ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

56分30秒362 東　良和5490 ｱｽﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ 大阪府

56分31秒363 野辺　義弘5373 ﾉﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

56分32秒364 小川　新二5409 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 彦根市

56分32秒365 上阪　洋一5598 ｺｳｻｶ ﾖｳｲﾁ 長浜市

56分33秒366 福永　康弘5632 ﾌｸﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 米原市

56分35秒367 菱田　敬生5467 ﾋｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 京都府

56分39秒368 高瀬　宏司5701 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 彦根市

56分43秒369 中村　圭佑5483 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 草津市

56分43秒370 田中　隆5714 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 長浜市

56分44秒371 前川　泰次5509 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｲｼﾞ 長浜市

56分44秒372 谷村　勝己5169 ﾀﾆﾑﾗ ｶﾂﾐ 蒲生郡

56分46秒373 滝口　和司5801 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ 彦根市

56分50秒374 濱崎　広任5783 ﾊﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 草津市

56分50秒375 木村　勇貴5785 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 近江八幡市

56分54秒376 宮田　賢治5312 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ 愛知県

56分56秒377 小林　秀司5291 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｼ 三重県

57分00秒378 鳴海　建治5452 ﾅﾙﾐ ｹﾝｼﾞ 大阪府

57分02秒379 栗原　秀和5750 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 草津市

57分04秒380 大脇　健司5478 ｵｵﾜｷ ﾀｹｼ 愛知県

57分06秒381 安井　大地5885 ﾔｽｲ ﾀﾞｲﾁ 蒲生郡

57分07秒382 雲井　健5368 ｸﾓｲ ﾀｹｼ 三重県

57分08秒383 青木　茂佳5403 ｱｵｷ ｼｹﾞﾖｼ 長浜市

57分11秒384 西口　究5288 ﾆｼｸﾞﾁ ｷﾜﾑ 福井県

57分11秒385 田中　祥裕5289 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 福井県

57分14秒386 小出　啓5201 ｺｲﾃﾞ ｹｲ 大阪府

57分15秒387 樋口　幸広5721 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 岐阜県

57分18秒388 松永　典久5749 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｻ 大阪府

57分22秒389 西川　義章5592 長浜市

57分22秒390 中村　洋士5748 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 大阪府

57分23秒391 難波　元紀5778 ﾅﾝﾊﾞ ｹﾞﾝｷ 大阪府

57分29秒392 望月　利明5856 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｱｷ 愛知県

57分31秒393 中村　克也5818 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 甲賀市

57分34秒394 清水　功二5780 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 福井県

57分35秒395 後藤　一幸5164 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 三重県

57分43秒396 辻　正夫5257 ﾂｼﾞ ﾏｻｵ 彦根市

57分47秒397 小川　智史5567 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 甲賀市

57分48秒398 小出　順也5700 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府

57分51秒399 佐倉　篤5460 ｻｸﾗ ｱﾂｼ 草津市

57分52秒400 北村　研身5963 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 兵庫県
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57分55秒401 鎌田　昌樹5687 ｶﾏﾀ ﾏｻｷ 栗東市

57分56秒402 小路　利秋5717 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ 米原市

57分58秒403 高坂　秀樹5332 ｺｳｻｶ ﾋﾃﾞｷ 草津市

58分00秒404 米田　将也5429 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾔ 三重県

58分01秒405 四ケ所　卓5643 ｼｶｼｮ ｽｸﾞﾙ 大阪府

58分03秒406 大島　清司5433 ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ 愛知県

58分06秒407 奥村　泰幸5623 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 草津市

58分07秒408 片岡　克敏5931 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾄｼ 京都府

58分08秒409 小原　功司5686 ｺﾊﾗ ｺｳｼﾞ 京都府

58分08秒410 岡西　秀郎5786 ｵｶﾆｼ ﾋﾃﾞｵ 京都府

58分11秒411 宮所　晃太5303 ﾐﾔﾄﾞｺﾛ ｺｳﾀ 愛知県

58分11秒412 下村　一斗5448 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岐阜県

58分12秒413 春日　慎一5089 ｶｽｶﾞ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

58分13秒414 木村　良雄5506 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 長浜市

58分20秒415 青木　勝5581 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 長浜市

58分23秒416 中森　英偉士5638 ﾅｶﾓﾘ ｴｲｼﾞ 長浜市

58分26秒417 日比野　宗男5789 ﾋﾋﾞﾉ ﾑﾈｵ 愛知県

58分26秒418 高橋　謙太5466 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 長浜市

58分26秒419 細溝　達也5425 ﾎｿﾐｿﾞ ﾀﾂﾔ 米原市

58分29秒420 下里　純一5738 ｼﾓｻﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

58分29秒421 米沢　一彦5240 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 米原市

58分30秒422 澤崎　亮太6021 ｻﾜｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 長浜市

58分30秒423 森　芳男5414 ﾓﾘ ﾖｼｵ 守山市

58分32秒424 森光　浩5224 ﾓﾘﾐﾂ ﾋﾛｼ 長崎県

58分33秒425 園木　徹也5376 ｿﾉｷ ﾃﾂﾔ 京都府

58分36秒426 清水　健一郎5498 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福井県

58分39秒427 山田　兼義5675 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾈﾖｼ 岐阜県

58分41秒428 西前　淳5949 ﾆｼﾏｴ ｼﾞｭﾝ 兵庫県

58分46秒429 平井　太郎5954 ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ 長浜市

58分48秒430 中川　佳典5663 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 大津市

58分49秒431 奥田　昌彦5428 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 奈良県

58分50秒432 磯野　力也5680 ｲｿﾉ ﾘｷﾔ 草津市

58分51秒433 村山　誠樹5329 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 栗東市

58分51秒434 今堀　修5471 ｲﾏﾎﾘ ｵｻﾑ 彦根市

58分52秒435 奥村　忠司5903 ｵｸﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 岐阜県

58分53秒436 川崎　琢三5665 ｶﾜｻｷ ﾀｸｿﾞｳ 三重県

58分55秒437 西野　豊陽5451 ﾆｼﾉ ﾖｼｱｷ 奈良県

58分56秒438 日置　雄策5875 ﾋｵｷ ﾕｳｻｸ 長浜市

58分58秒439 野瀬　俊延5282 ﾉｾ ﾄｼﾉﾌﾞ 彦根市

58分59秒440 田中　勉5525 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ 三重県

59分00秒441 早崎　想人5691 ﾊﾔｻﾞｷ ｿｳﾄ 岐阜県

59分00秒442 原田　昂弥5690 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ 岐阜県

59分00秒443 もうがん　あいざっく5855 ﾓｰｶﾞﾝ ｱｲｻﾞｯｸ 長浜市

59分05秒444 細川　進一郎5601 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大津市

59分06秒445 星山　英泰5375 ﾎｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 大津市

59分07秒446 佐々木　伸洋5578 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長浜市

59分07秒447 増田　峰夫5620 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｵ 静岡県

59分07秒448 水野　泰裕5731 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

59分12秒449 吉田　武5504 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 大阪府

59分13秒450 土田　昌秀5424 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 岐阜県
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59分15秒451 泉　伸二5799 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 彦根市

59分17秒452 宮井　秀明5262 ﾐﾔｲ ﾋﾃﾞｱｷ 大津市

59分21秒453 松村　知5871 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 長浜市

59分24秒454 渡邊　啓太5348 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 守山市

59分25秒455 丸山　朋生5678 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 愛知県

59分26秒456 井上　順司5629 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県

59分27秒457 高橋　克哉5605 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 三重県

59分28秒458 江西　一成5495 ｴﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県

59分29秒459 與田　忠平5794 ﾖﾀ ﾁｭｳﾍｲ 大阪府

59分31秒460 谷口　允伸5255 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾌﾞ 愛知県

59分32秒461 中村　茂5360 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 京都府

59分36秒462 安藤　康彦5435 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｺ 愛知県

59分37秒463 濱口　達彦5538 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 三重県

59分38秒464 中村　憲幸5926 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 京都府

59分40秒465 尾崎　光5622 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ 京都府

59分40秒466 牛田　泰男5318 ｳｼﾀﾞ ﾔｽｵ 愛知県

59分43秒467 杉田　修治5674 ｽｷﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 奈良県

59分47秒468 山本　健二5459 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 愛知県

59分48秒469 阿部　康介5681 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 東近江市

59分49秒470 水谷　元成5637 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾓﾄｱｷ 京都府

59分51秒471 八河　航5736 ﾔﾂｶﾜ ﾜﾀﾙ 大阪府

59分52秒472 菅　康広5464 ｽｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 京都府

59分52秒473 橋場　研治5572 ﾊｼﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 長浜市

59分55秒474 片桐　康晴5520 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾊﾙ 愛知県

59分56秒475 岡本　一茂5305 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 大津市

59分58秒476 山崎　隆博5323 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

59分59秒477 市原　吉宏5489 ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

1時間00分00秒478 入谷　宏5636 ｲﾘﾀﾆ ﾋﾛｼ 野洲市

1時間00分01秒479 小木曽　豊5454 ｵｷﾞｿ ﾕﾀｶ 岐阜県

1時間00分02秒480 丸島　隆弘5704 ﾏﾙｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 三重県

1時間00分04秒481 木村　喜久治5698 ｷﾑﾗ ｷｸｼﾞ 長浜市

1時間00分05秒482 中野　英一5395 ﾅｶﾉ ｴｲｲﾁ 大阪府

1時間00分05秒483 北川　勝司5603 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂｼ 大阪府

1時間00分09秒484 小嶋　正5308 ｺｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 東近江市

1時間00分10秒485 北川　一成5309 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 長浜市

1時間00分15秒486 森　博義5438 ﾓﾘ ﾋﾛﾖｼ 大阪府

1時間00分16秒487 山時　昇5537 ｻﾝﾄｷ ﾉﾎﾞﾙ 守山市

1時間00分17秒488 小泉　昇5583 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ 長浜市

1時間00分19秒489 武田　敏明5777 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼｱｷ 長浜市

1時間00分22秒490 野瀬　祥平5283 ﾉｾ ｼｮｳﾍｲ 彦根市

1時間00分23秒491 島崎　敦5773 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 守山市

1時間00分25秒492 杉本　正和5724 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 長浜市

1時間00分26秒493 梅木　誠一郎5670 ｳﾒｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 福井県

1時間00分28秒494 村田　基幸5860 ﾑﾗﾀ ﾓﾄﾕｷ 三重県

1時間00分30秒495 藤　孝英5743 ﾌｼﾞ ｺｳｴｲ 長浜市

1時間00分31秒496 宮地　和義5384 ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞﾖｼ 兵庫県

1時間00分32秒497 神田　政秀5633 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県

1時間00分32秒498 中野　豊5225 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ 京都府

1時間00分36秒499 黒田　祐司5510 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都

1時間00分37秒500 満仲　宏文5983 ﾐﾂﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 岐阜県
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1時間00分40秒501 山邑　英之5697 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 草津市

1時間00分41秒502 井上　信一郎5293 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ 奈良県

1時間00分42秒503 岩本　芳憲5387 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 福井県

1時間00分52秒504 小野間　直樹5810 ｵﾉﾏ ﾅｵｷ 東京都

1時間00分52秒505 中川　清成5658 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾅﾘ 長浜市

1時間00分53秒506 高山　竹洋5657 ﾀｶﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 長浜市

1時間00分55秒507 花井　昇5508 ﾊﾅｲ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

1時間00分56秒508 永山　信宏5450 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

1時間00分58秒509 安藤　正規5683 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 岐阜県

1時間00分59秒510 小島　完治5339 ｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 京都府

1時間01分06秒511 柳瀬　友祐5692 ﾔﾅｾ ﾕｳｽｹ 岐阜県

1時間01分15秒512 村田　篤5528 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ 蒲生郡

1時間01分16秒513 谷村　義二5936 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｼﾞ 甲賀市

1時間01分18秒514 近藤　秀樹5273 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 長浜市

1時間01分20秒515 奥村　浩一5513 ｵｸﾑﾗ ｺｳｲﾁ 守山市

1時間01分20秒516 三浦　修5361 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 愛知県

1時間01分22秒517 野田　文隆5768 ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ 京都府

1時間01分25秒518 青木　栄明5442 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

1時間01分26秒519 日置　智太5481 ﾋｵｷ ﾄﾓﾀ 岐阜県

1時間01分27秒520 松本　隆和5142 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｶｽﾞ 長浜市

1時間01分28秒521 春名　貴史5651 ﾊﾙﾅ ﾀｶｼ 愛知県

1時間01分29秒522 山本　和央5423 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ 彦根市

1時間01分29秒523 竹田　恭章5745 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ 長浜市

1時間01分30秒524 橋本　翔5684 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳ 京都府

1時間01分30秒525 飛戸　直也5710 ﾄﾋﾞﾄ ﾅｵﾔ 米原市

1時間01分32秒526 西村　順一郎5587 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長浜市

1時間01分34秒527 六鹿　悟5730 ﾑｼｶ ｻﾄﾙ 三重県

1時間01分35秒528 浅井　拓真5822 ｱｻｲ ﾀｸﾏ 長浜市

1時間01分38秒529 片桐　浩二5809 ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｼﾞ 長浜市

1時間01分40秒530 奥居　幹生5404 ｵｸｲ ﾓﾄｷ 近江八幡市

1時間01分40秒531 柳瀬　雅之5463 ﾔﾅｾ ﾏｻﾕｷ 岐阜県

1時間01分42秒532 村西　隆男5365 ﾑﾗﾆｼ ﾀｶｵ 大津市

1時間01分45秒533 堀田　尚幸5475 ﾎｯﾀ ﾅｵﾕｷ 三重県

1時間01分52秒534 小高　昌久5523 ｺﾀｶ ﾏｻﾋｻ 三重県

1時間01分53秒535 山本　義孝5584 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 甲賀市

1時間01分54秒536 村山　広茂5420 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｼｹﾞ 蒲生郡

1時間01分55秒537 島内　勉5270 ｼﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 長浜市

1時間01分57秒538 天野　寿人5998 ｱﾏﾉ ﾋｻﾄ 長浜市

1時間01分59秒539 村上　敏章6026 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｱｷ 愛知郡

1時間02分01秒540 加藤　大輔5661 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東近江市

1時間02分03秒541 奥田　薫5668 ｵｸﾀﾞ ｶｵﾙ 湖南市

1時間02分05秒542 近藤　鎮哉5507 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ 愛知県

1時間02分09秒543 吉田　康5955 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ 岐阜県

1時間02分09秒544 酒井　優典5600 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 岐阜県

1時間02分10秒545 近藤　雅大5812 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

1時間02分17秒546 池永　勝則5251 ｲｹﾅｶﾞ ｶﾂﾉﾘ 奈良県

1時間02分19秒547 水野　雄策6010 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｻｸ 長浜市

1時間02分23秒548 嘉瀬　洋一5552 ｶｾ ﾖｳｲﾁ 愛知県

1時間02分25秒549 近藤　博文5555 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県

1時間02分25秒550 今津　浩詞5706 ｲﾏﾂﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府
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1時間02分26秒551 加藤　浩5909 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間02分27秒552 大塚　淳一5911 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長浜市

1時間02分29秒553 綺田　尚久5264 ｶﾊﾞﾀ ﾅｵﾋｻ 長浜市

1時間02分38秒554 藤村　憲一郎5380 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福井県

1時間02分38秒555 松宮　忠司5455 ﾏﾂﾐﾔ ﾀﾀﾞｼ 長浜市

1時間02分42秒556 山内　俊英5443 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ 三重県

1時間02分44秒557 浦島　孚昭5540 ｳﾗｼﾏ ﾀｶｱｷ 愛知県

1時間02分47秒558 城　安永5725 ﾀﾁ ﾔｽｴ 愛知県

1時間02分48秒559 北村　偉三5418 ｷﾀﾑﾗ ｲｿﾞｳ 彦根市

1時間02分54秒560 井上　愛司5616 ｲﾉｳｴ ｱｲｼﾞ 岐阜県

1時間02分54秒561 中川　昌則5499 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 福井県

1時間02分54秒562 野川　隆晴5967 ﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ 長浜市

1時間02分56秒563 樋口　聡5274 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 長浜市

1時間02分57秒564 矢野　直人5556 ﾔﾉ ﾅｵﾄ 守山市

1時間02分59秒565 阿原　祐樹5762 ｱﾊﾗ ﾕｳｷ 米原市

1時間03分01秒566 池永　勇気5252 京都府

1時間03分02秒567 藤崎　久和5143 ﾌｼﾞｻｷ ﾋｻｶｽﾞ 愛知県

1時間03分03秒568 岡本　吉史5759 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 栗東市

1時間03分04秒569 森　和之5492 ﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ 長浜市

1時間03分05秒570 川北　登志雄5577 ｶﾜｷﾀ ﾄｼｵ 愛知県

1時間03分07秒571 中川　哲也5751 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 愛知県

1時間03分08秒572 大川　忠行5470 ｵｵｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 野洲市

1時間03分08秒573 後藤　誠治5457 ｺﾞﾄｳ ｾｲｼﾞ 岐阜県

1時間03分11秒574 川村　公也5737 ｶﾜﾑﾗ ｷﾐﾔ 大阪府

1時間03分14秒575 村上　智彦5315 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ 奈良県

1時間03分15秒576 草野　睦雄5272 ｸｻﾉ ﾑﾂｵ 長浜市

1時間03分18秒577 野口　昌英5570 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 彦根市

1時間03分21秒578 奥田　昌次5982 ｵｸﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 岐阜県

1時間03分24秒579 細井　宏明5505 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ 大津市

1時間03分24秒580 伊藤　識志5554 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 岐阜県

1時間03分27秒581 宮内　正次5493 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 東近江市

1時間03分31秒582 木村　城二5594 ｷﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 岐阜県

1時間03分33秒583 中斎　和明5647 ﾅｶｻｲ ｶｽﾞｱｷ 京都府

1時間03分45秒584 河村　新司5901 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 岐阜県

1時間03分46秒585 波賀野　雅司5163 ﾊｶﾞﾉ ﾏｻｼ 岐阜県

1時間03分47秒586 義原　敦久5958 ﾖｼﾊﾗ ｱﾂﾋｻ 愛知県

1時間03分49秒587 脇山　心5604 ﾜｷﾔﾏ ｼﾝ 福井県

1時間03分51秒588 森野　裕昌5515 ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾏｻ 彦根市

1時間03分51秒589 米山　佳男5518 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｼｵ 岐阜県

1時間03分51秒590 前田　実5571 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 長浜市

1時間03分54秒591 藤本　美樹5397 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｷ 兵庫県

1時間04分01秒592 松本　純弥5723 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 長浜市

1時間04分01秒593 平野　創5722 ﾋﾗﾉ ﾊｼﾞﾒ 岐阜県

1時間04分02秒594 光藤　徳昭5917 ﾐﾂﾌｼﾞ ﾉﾘｱｷ 大阪府

1時間04分02秒595 山本　憲和5091 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 兵庫県

1時間04分03秒596 谷川　周市5872 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 長浜市

1時間04分04秒597 角田　忠5791 ｶｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 野洲市

1時間04分13秒598 角田　崚平5792 ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 野洲市

1時間04分18秒599 東　祥司5828 ｱｽﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 愛知県

1時間04分19秒600 平松　稔彦5888 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼﾋｺ 岐阜県
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1時間04分24秒601 小畑　光6029 ｵﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 長浜市

1時間04分25秒602 堀井　邦彦5669 ﾎﾘｲ ｸﾆﾋｺ 草津市

1時間04分25秒603 田辺　茂高5908 ﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾀｶ 愛知県

1時間04分27秒604 久郷　誠5764 ｸｺﾞｳ ﾏｺﾄ 近江八幡市

1時間04分32秒605 瀬戸川　光芳5864 ｾﾄｶﾞﾜ ﾐﾂﾖｼ 米原市

1時間04分32秒606 後藤　泰治5405 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼﾞ 京都府

1時間04分33秒607 土田　浩治5836 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岐阜県

1時間04分33秒608 木守　保之5994 ｷﾓﾘ ﾔｽｼ 京都府

1時間04分38秒609 菊本　正広5077 ｷｸﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 三重県

1時間04分39秒610 梅川　祥一5850 ｳﾒｶﾜ ｼｮｳｲﾁ 三重県

1時間04分40秒611 奥居　長生5486 ｵｸｲ ﾁｮｳｾｲ 近江八幡市

1時間04分41秒612 須貝　祐吉5974 ｽｶﾞｲ ﾕｳｷﾁ 岐阜県

1時間04分43秒613 吉澤　充5667 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 三重県

1時間04分43秒614 五十嵐　剛5449 ｲｶﾞﾗｼ ﾂﾖｼ 三重県

1時間04分44秒615 井口　清彦5695 ｲｸﾞﾁ ｷﾖﾋｺ 岐阜県

1時間04分48秒616 永田　洋一5844 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｲﾁ 京都府

1時間04分52秒617 谷口　正展5735 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 長浜市

1時間04分53秒618 斎木　信一5319 ｻｲｷ ｼﾝｲﾁ 守山市

1時間04分54秒619 大澤　克史5713 ｵｵｻﾜ ｶﾂｼ 守山市

1時間05分05秒620 近藤　英樹5760 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県

1時間05分05秒621 松生　憲司5541 ﾏﾂｲｹ ｹﾝｼﾞ 京都府

1時間05分08秒622 橋澤　孝一5817 ﾊｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 愛知県

1時間05分13秒623 笹本　敦志5979 ｻｻﾓﾄ ｱﾂｼ 岐阜県

1時間05分14秒624 辻村　貴之5825 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 三重県

1時間05分17秒625 田島　治美5832 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾙﾐ 福井県

1時間05分18秒626 加藤　良樹5531 ｶﾄｳ ﾖｼｷ 愛知県

1時間05分19秒627 上山　圭吾5427 ｳｴﾔﾏ ｹｲｺﾞ 湖南市

1時間05分20秒628 渡邊　正男5831 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 大阪府

1時間05分24秒629 新見　勝5301 ﾆｲﾐ ﾏｻﾙ 湖南市

1時間05分26秒630 土屋　海斗5741 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 守山市

1時間05分27秒631 中野　善雄5599 ﾅｶﾉ ﾖｼｵ 東京都

1時間05分29秒632 田川　貴司5682 ﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 大阪府

1時間05分33秒633 冨島　敬治5790 ﾄﾐｼﾏ ｹｲｼﾞ 京都府

1時間05分37秒634 岩根　昭夫5553 ｲﾜﾈ ｱｷｵ 大津市

1時間05分39秒635 藤塚　五雄5705 ﾌｼﾞﾂｶ ｲﾂｵ 京都府

1時間05分39秒636 堀　重壱5263 ﾎﾘ ｼﾞｭｳｲﾁ 長浜市

1時間05分40秒637 池山　英典5173 ｲｹﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県

1時間05分41秒638 岩本　愛彦5512 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 京都府

1時間05分43秒639 立石　光一5823 ﾀﾃｲｼ ｺｳｲﾁ 長浜市

1時間05分55秒640 山田　和司5611 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県

1時間05分56秒641 小林　正樹5847 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 栗東市

1時間05分57秒642 子安　信一郎5892 ｺﾔｽ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間06分03秒643 冨田　健人5922 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾄ 大阪府

1時間06分06秒644 松井　文男5656 ﾏﾂｲ ﾌﾐｵ 岐阜県

1時間06分09秒645 西脇　逸美5595 ﾆｼﾜｷ ｲﾂﾐ 岐阜県

1時間06分09秒646 徳田　剛5557 ﾄｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 彦根市

1時間06分14秒647 笠井　喜晃5905 ｶｻｲ ﾖｼｱｷ 大阪府

1時間06分15秒648 園　朋和5929 ｿﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 甲賀市

1時間06分27秒649 松原　聡朗5662 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾛｳ 京都府

1時間06分30秒650 鈴木　陽5080 ｽｽﾞｷ ﾖｳ 愛知県
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1時間06分30秒651 河森　貞夫5679 ｶﾜﾓﾘ ｻﾀﾞｵ 愛知県

1時間06分33秒652 井上　謙太郎5631 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀﾛｳ 大阪府

1時間06分42秒653 鎌田　圭一5851 ｶﾏﾀ ｹｲｲﾁ 大阪府

1時間06分44秒654 鈴木　健仁5839 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾄ 三重県

1時間06分53秒655 本山　精一5919 ﾓﾄﾔﾏ ｾｲｲﾁ 長浜市

1時間06分54秒656 野々山　寛5820 ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾛｼ 近江八幡市

1時間06分55秒657 大重　俊則6016 ｵｵｼｹﾞ ﾄｼﾉﾘ 大津市

1時間06分56秒658 藤田　築男5699 ﾌｼﾞﾀ ﾁｸｵ 長浜市

1時間06分57秒659 野出　利彦5845 ﾉﾃﾞ ﾄｼﾋｺ 守山市

1時間07分06秒660 小林　誠5797 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 米原市

1時間07分09秒661 池田　康久5849 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 長浜市

1時間07分11秒662 花谷　邦彦5539 ﾊﾅﾀﾆ ｸﾆﾋｺ 兵庫県

1時間07分12秒663 今荘　晃平5798 ｲﾏｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ 長浜市

1時間07分13秒664 湯口　恭次5415 ﾕｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾞ 京都府

1時間07分13秒665 宮本　靖宏5624 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 長浜市

1時間07分14秒666 清水　昌利5781 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 福井県

1時間07分15秒667 柴田　恭宏5893 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県

1時間07分16秒668 谷川　誠5500 ﾀﾆｶﾜ ﾏｺﾄ 福井県

1時間07分22秒669 中川　泰毅5746 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽｷ 長浜市

1時間07分27秒670 福田　進一5609 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府

1時間07分29秒671 林　英生5413 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 愛知県

1時間07分32秒672 斉藤　和夫5755 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 大阪府

1時間07分36秒673 大倉　勇司5174 ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾞ 愛知県

1時間07分36秒674 谷口　由夫5766 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｵ 京都府

1時間07分37秒675 宮川　巧5579 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 長浜市

1時間07分37秒676 竹内　利明5819 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｱｷ 奈良県

1時間07分38秒677 松藤　照茂5837 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾃﾙｼｹﾞ 近江八幡市

1時間07分43秒678 宮城　伴明5514 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｱｷ 栗東市

1時間07分49秒679 宇佐美　勝弘5900 ｳｻﾐ ｶﾂﾋﾛ 京都府

1時間07分54秒680 鈴木　史彦5804 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 福井県

1時間07分54秒681 伊木　英樹5874 ｲｷ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

1時間07分55秒682 芦田　雅明5607 ｱｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大阪府

1時間07分55秒683 林　裕真5742 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 長浜市

1時間08分02秒684 藤田　敏博5843 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

1時間08分02秒685 田中　冬輝5707 ﾀﾅｶ ﾌﾕｷ 岐阜県

1時間08分07秒686 石野　実5846 ｲｼﾉ ﾐﾉﾙ 東京都

1時間08分09秒687 藤森　昭治5782 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 長浜市

1時間08分11秒688 高野　利幸5833 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 三重県

1時間08分13秒689 木野　哲也5585 ｷﾉ ﾃﾂﾔ 長浜市

1時間08分14秒690 多賀　洋之5586 ﾔｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 長浜市

1時間08分18秒691 奥野　太郎5711 ｵｸﾉ ﾀﾛｳ 京都府

1時間08分21秒692 卯田　幸男5910 ｳﾀﾞ ﾕｷｵ 草津市

1時間08分25秒693 前川　浩二5606 ﾏｴｶﾜ ｺｳｼﾞ 大津市

1時間08分28秒694 武田　輝5921 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 長浜市

1時間08分29秒695 今井　剛5671 ｲﾏｲ ｺﾞｳ 愛知県

1時間08分30秒696 山田　勝5732 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 愛知県

1時間08分37秒697 久島　一哉6002 ｸｼﾏ ｶｽﾞﾔ 京都府

1時間08分40秒698 今井田　義弘5648 ｲﾏｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県

1時間08分45秒699 大江　直樹5621 ｵｵｴ ﾅｵｷ 愛知県

1時間08分46秒700 武富　雅行5985 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾕｷ 近江八幡市
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1時間08分49秒701 山地　修5659 ﾔﾏｼﾞ ｵｻﾑ 大津市

1時間08分53秒702 尾本　裕弘5406 ｵﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 彦根市

1時間09分00秒703 三浦　章彦5945 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 三重県

1時間09分00秒704 辻谷　暢夫5896 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞｵ 奈良県

1時間09分04秒705 桜井　義浩5576 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 長浜市

1時間09分07秒706 平林　剛5913 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 京都府

1時間09分08秒707 高橋　猛大5641 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 大阪府

1時間09分09秒708 大久保　廣志5834 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 和歌山県

1時間09分14秒709 宮尾　憲昭5853 ﾐﾔｵ ﾉﾘｱｷ 千葉県

1時間09分20秒710 三谷　隆司5677 ﾐﾀﾆ ﾀｶｼ 大阪府

1時間09分22秒711 堀本　徹5944 ﾎﾘﾓﾄ ﾄｵﾙ 神奈川県

1時間09分24秒712 伊藤　新5412 ｲﾄｳ ｼﾝ 愛知県

1時間09分30秒713 木村　文紀5757 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 犬上郡

1時間09分32秒714 山口　均5649 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 三重県

1時間09分33秒715 院田　篤憲5286 ｲﾝﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 三重県

1時間09分33秒716 髙橋　潤5590 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 長浜市

1時間09分39秒717 赤井　晋一5934 ｱｶｲ ｼﾝｲﾁ 長浜市

1時間09分44秒718 鈴木　伸廣5829 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

1時間09分46秒719 熊谷　龍一5806 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府

1時間09分47秒720 堀口　良章5950 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 岐阜県

1時間09分47秒721 西脇　治5894 ﾆｼﾜｷ ｵｻﾑ 岐阜県

1時間09分47秒722 岩野　正行5401 ｲﾜﾉ ﾏｻﾕｷ 愛知県

1時間09分48秒723 坂本　知大6017 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 甲賀市

1時間09分48秒724 若山　孝5562 ﾜｶﾔﾏ ﾀｶｼ 愛知県

1時間09分48秒725 南谷　哲雄5421 ﾅﾝﾔ ﾃﾂｵ 岐阜県

1時間09分49秒726 浅井　義彦5816 ｱｻｲ ﾖｼﾋｺ 大阪府

1時間09分51秒727 髙橋　雅明5591 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 長浜市

1時間09分55秒728 富田　晴久5986 ﾄﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 岐阜県

1時間10分01秒729 西窪　一5734 ﾆｼｸﾎﾞ ﾊｼﾞﾒ 京都府

1時間10分01秒730 松井　康司5830 ﾏﾂｲ ｺｳｼﾞ 岐阜県

1時間10分05秒731 明里　恵吾5997 ｱｶﾘ ｹｲｺﾞ 長浜市

1時間10分06秒732 橋本　真5984 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 大津市

1時間10分10秒733 打田　英男5932 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 京都府

1時間10分11秒734 山口　力5826 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 愛知県

1時間10分19秒735 赤塚　善夫5761 ｱｶﾂｶ ﾖｼｵ 愛知県

1時間10分21秒736 横江　和也5992 ﾖｺｴ ｶｽﾞﾅﾘ 米原市

1時間10分21秒737 増田　昌彦5827 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大津市

1時間10分30秒738 伊藤　健一5281 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岐阜県

1時間10分37秒739 廣川　智也5961 ﾋﾛｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ 大阪府

1時間10分41秒740 上村　和義5854 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 大阪府

1時間10分55秒741 磯貝　明5814 ｲｿｶﾞｲ ｱｷﾗ 彦根市

1時間10分56秒742 平田　和洋5904 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

1時間10分59秒743 金子　智佳臣5868 ｶﾈｺ ﾁｶｵﾐ 長浜市

1時間11分02秒744 根元　久美5869 ﾈﾓﾄ ﾋｻﾐ 長浜市

1時間11分08秒745 酉家　進5912 ﾄﾘｲｴ ｽｽﾑ 大阪府

1時間11分13秒746 野田　茂5939 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県

1時間11分14秒747 久保　達也5613 ｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 湖南市

1時間11分16秒748 松山　精一5739 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲｲﾁ 長浜市

1時間11分19秒749 木田　鴻太朗5716 ｷﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 京都府

1時間11分21秒750 刑部　正人5689 ｵｻｶﾍﾞ ﾏｻﾄ 愛知県
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1時間11分22秒751 丸野　弘之5709 ﾏﾙﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

1時間11分23秒752 宮部　秀和5526 ﾐﾔﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長浜市

1時間11分24秒753 今城　智憲5351 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾄﾓﾉﾘ 岡山県

1時間11分37秒754 毛利　浩実5593 ﾓｳﾘ ﾋﾛﾐ 愛知県

1時間11分39秒755 向井　譲5981 ﾑｶｲ ﾕｽﾞﾙ 岐阜県

1時間11分41秒756 中川　真孝6023 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 長浜市

1時間11分42秒757 平井　哲也5635 ﾋﾗｲ ﾃﾂﾔ 三重県

1時間11分44秒758 村田　正實5942 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾐ 京都府

1時間11分50秒759 矢場田　亮5890 ﾔﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 京都府

1時間11分55秒760 竹鼻　康春5566 ﾀｹﾊﾅ ﾔｽﾊﾙ 大津市

1時間11分57秒761 山野　茂5976 ﾔﾏﾉ ｼｹﾞﾙ 栗東市

1時間12分02秒762 山﨑　義徳5870 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 長浜市

1時間12分05秒763 花木　道博5522 ﾊﾅｷ ﾐﾁﾋﾛ 愛知県

1時間12分12秒764 高田　幸太郎5914 ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 京都府

1時間12分14秒765 成宮　優5153 ﾅﾙﾐﾔ ﾏｻﾙ 米原市

1時間12分14秒766 河原　洋5891 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 奈良県

1時間12分26秒767 桃野　隆之5928 ﾓﾓﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県

1時間12分28秒768 川越　哲5990 ｶﾜｺﾞｴ ｻﾄｼ 長浜市

1時間12分28秒769 上野　ひろし5962 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 長浜市

1時間12分30秒770 村上　裕一5628 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 長浜市

1時間12分31秒771 中塚　忠雄5800 ﾅｶﾂｶ ﾀﾀﾞｵ 京都府

1時間12分31秒772 西岡　宗明5920 ﾆｼｵｶ ﾑﾈｱｷ 三重県

1時間12分33秒773 飛田　可人5754 ﾄﾋﾞﾀ ｶｼﾞﾝ 大阪府

1時間12分40秒774 大西　敏美5978 ｵｵﾆｼ ﾄｼﾐ 兵庫県

1時間12分42秒775 川上　勝己5927 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾐ 三重県

1時間12分42秒776 中川　幸治5740 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 長浜市

1時間13分02秒777 高沢　恭平5884 ﾀｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 栗東市

1時間13分04秒778 安里　和之5602 ﾔｽｻﾞﾄ ｶｽﾞﾕｷ 奈良県

1時間13分06秒779 津田　幸一6003 ﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 近江八幡市

1時間13分07秒780 川上　哲也5996 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂﾔ 京都府

1時間13分07秒781 山田　英宏5861 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 愛知県

1時間13分20秒782 伊賀並　弘高5664 ｲｶﾞﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 岐阜県

1時間13分23秒783 川田　洋二5956 ｶﾜﾀ ﾖｳｼﾞ 奈良県

1時間13分24秒784 渡辺　義則5879 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 三重県

1時間13分24秒785 神谷　光一5626 ｶﾐﾔ ｺｳｲﾁ 京都府

1時間13分24秒786 寺澤　法弘5895 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県

1時間13分32秒787 早川　雅明5859 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｱｷ 大津市

1時間13分33秒788 早川　善弘5618 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

1時間13分39秒789 坂口　貴央5614 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶｵ 長浜市

1時間13分44秒790 中原　敬次5744 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｼﾞ 京都府

1時間13分48秒791 三宅　健二5596 ﾐﾔｹ ｹﾝｼﾞ 和歌山県

1時間13分51秒792 坂野　恒5524 ｻｶﾉ ﾜﾀﾙ 京都府

1時間13分52秒793 小西　満5547 ｺﾆｼ ﾐﾂﾙ 兵庫県

1時間14分06秒794 岩田　俊明5728 ｲﾜﾀ ﾄｼｱｷ 長浜市

1時間14分12秒795 大森　誠治5582 ｵｵﾓﾘ ｾｲｼﾞ 長浜市

1時間14分18秒796 臼井　友浩5532 ｳｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

1時間14分21秒797 角　憲幸5693 ｽﾐ ﾉﾘﾕｷ 守山市

1時間14分23秒798 岡田　光雄5883 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫県

1時間14分37秒799 上林　靖二5561 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼﾞ 兵庫県

1時間14分45秒800 福田　靖彦5993 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 長浜市
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- 2017長浜市あざいお市マラソン -

10km一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2017/10/8

スタート： 10:45:00

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15分04秒801 辻井　昌弘5712 ﾂｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 守山市

1時間15分07秒802 政木　浩5886 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 愛知県

1時間15分14秒803 上田　勇5630 ｳｴﾀﾞ ｲｻﾑ 京都府

1時間15分15秒804 辻田　修5408 ﾂｼﾞﾀ ｵｻﾑ 彦根市

1時間15分17秒805 澤井　靜5930 ｻﾜｲ ｼｽﾞｶ 福井県

1時間15分30秒806 久保田　豊5655 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 京都府

1時間15分33秒807 片山　輝久5650 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾙﾋｻ 大阪府

1時間15分35秒808 渡邉　正樹6024 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 長浜市

1時間15分38秒809 森　邦博5447 ﾓﾘ ｸﾆﾋﾛ 京都府

1時間15分49秒810 藤田　修5811 ﾌｼﾞﾀ ｵｻﾑ 長浜市

1時間15分57秒811 高橋　秀明5948 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 京都府

1時間16分00秒812 白川　勤5925 ｼﾗｶﾜ ﾂﾄﾑ 大阪府

1時間16分18秒813 今井　啓司5642 ｲﾏｲ ｹｲｼﾞ 愛知県

1時間16分27秒814 角　卓也5862 ｶﾄﾞ ﾀｸﾔ 大津市

1時間17分00秒815 井本　道夫5733 ｲﾓﾄ ﾐﾁｵ 大阪府

1時間17分05秒816 久保　眞一郎5521 ｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

1時間17分25秒817 北川　義人6004 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾄ 彦根市

1時間17分26秒818 松田　邦治5377 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ 草津市

1時間17分29秒819 ｳｪｯﾌﾞ ﾏｯｼｭｰ5204 ｳｪｯﾌﾞ ﾏｯｼｭｰ 新潟県

1時間17分36秒820 野崎　茂樹5646 ﾉｻﾞｷ ｼｹﾞｷ 三重県

1時間17分46秒821 菅野　勝二5268 ｽｶﾞﾉ ｶﾂｼﾞ 大阪府

1時間17分47秒822 西田　晃5867 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾗ 京都府

1時間17分49秒823 稲川　貴士5959 ｲﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 岐阜県

1時間17分54秒824 内藤　知之5881 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 岐阜県

1時間18分00秒825 佐竹　敦5947 ｻﾀｹ ｱﾂｼ 愛知県

1時間18分01秒826 溝口　貴士5824 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ 三重県

1時間18分09秒827 堀井　勝英5815 ﾎﾘｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 京都府

1時間18分20秒828 東井　宏5610 ﾋｶﾞｼｲ ﾋﾛｼ 大阪府

1時間18分23秒829 代田　真宏5971 ﾀﾞｲﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

1時間18分38秒830 北川　博之5808 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 米原市

1時間19分03秒831 礒谷　悟史5977 ｲｿﾀﾆ ｻﾄｼ 京都府

1時間19分06秒832 近藤　隆幸5897 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 愛知県

1時間19分11秒833 藤原　篤5878 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 大阪府

1時間19分11秒834 吉倉　昭正5858 大阪府

1時間19分29秒835 柴辻　悠真6022 ｼﾊﾞﾂｼﾞ ﾕｳﾏ 長浜市

1時間19分56秒836 山崎　利彦5887 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 京都府
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