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ハーフ一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区
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スタート： 10:15:00

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12分24秒1 久米　正史120 静岡県ｸﾒ ﾀﾀﾞｼ

1時間12分32秒2 山田　浩平9 大阪府ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間12分45秒3 坂本　陽平15 東近江市ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

1時間13分07秒4 東本　裕斗6 三重県ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾕｳﾄ

1時間13分46秒5 田尻　貴雄18 大阪府ﾀｼﾞﾘ ﾀｶｵ

1時間14分30秒6 新谷　彰宏42 大阪府ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

1時間14分34秒7 金井塚　文人11 愛知県ｶﾅｲﾂﾞｶ ﾌﾐﾋﾄ

1時間14分46秒8 竹村　修平19 大阪府ﾀｹﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

1時間15分25秒9 浜野　雄大38 岐阜県ﾊﾏﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

1時間15分29秒10 川西　治雄23 野洲市ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ

1時間15分34秒11 余村　直彦12 大阪府ﾖﾑﾗ ﾅｵﾋｺ

1時間16分08秒12 水島　彰宏13 草津市ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ

1時間16分22秒13 福田　一志24 大阪府ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間16分37秒14 小野　伊織17 草津市ｵﾉ ｲｵﾘ

1時間16分46秒15 甲斐　実44 愛知県ｶｲ ﾐﾉﾙ

1時間16分49秒16 柴田　康彦30 大阪府ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋｺ

1時間17分00秒17 中村　敦20 大阪府ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間17分13秒18 松政　正之45 大阪府ﾏﾂﾏｻ ﾏｻﾕｷ

1時間17分19秒19 矢野　純14 大阪府ﾔﾉ ｼﾞｭﾝ

1時間17分27秒20 清水　良太2 甲賀市ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間17分36秒21 中村　恒博16 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈﾋﾛ

1時間17分49秒22 米村　昌晋32 兵庫県ﾖﾈﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間17分54秒23 岸　達也73 京都府ｷｼ ﾀﾂﾔ

1時間17分58秒24 坂口　岳史8 大阪府ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹｼ

1時間18分04秒25 兼中　孔士31 大津市ｶﾈﾅｶ ｺｳｼﾞ

1時間18分39秒26 財田　昭博40 兵庫県ﾀｶﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間18分45秒27 松木　隼也22 京都府ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間18分46秒28 河合　正行34 甲賀市ｶﾜｲ ﾏｻﾕｷ

1時間18分55秒29 南　刀太郎37 兵庫県ﾐﾅﾐ ﾄｳﾀﾛｳ

1時間19分15秒30 久保田　史郎21 大阪府ｸﾎﾞﾀ ｼﾛｳ

1時間19分19秒31 白井　栄54 愛知県ｼﾗｲ ｻｶｴ

1時間19分22秒32 川瀬　俊治66 岐阜県ｶﾜｾ ｼｭﾝｼﾞ

1時間19分26秒33 伊藤　卓也57 大阪府ｲﾄｳ ﾀｸﾔ

1時間19分30秒34 佐野　恒平60 岐阜県ｻﾉ ｺｳﾍｲ

1時間19分32秒35 籾倉　凌109 大津市ﾓﾐｸﾗ ﾘｮｳ

1時間19分44秒36 森　正裕41 京都府ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

1時間19分45秒37 宇田　義則211 三重県ｳﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間19分53秒38 中村　和貴94 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

1時間19分58秒39 宮地　健太63 愛知県ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ

1時間19分58秒40 建部　有佑7 福井県ﾀﾃﾍﾞ ﾕｳｽｹ

1時間20分04秒41 江川　長治43 福井県ｴｶﾞﾜ ﾀｹｼﾞ

1時間20分29秒42 川前　紀尚52 大阪府ｶﾜﾏｴ ﾄｼﾋｻ

1時間20分35秒43 和田　孝雄33 岐阜県ﾜﾀﾞ ﾀｶｵ

1時間20分40秒44 黒田　佳宏64 愛知県ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間20分41秒45 閑野　武大114 草津市ｶﾝﾉ ﾀｹﾋﾛ

1時間20分48秒46 佐々木　元嗣55 大阪府ｻｻｷ ﾓﾄﾂｸﾞ

1時間20分50秒47 池田　祐一25 岐阜県ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間21分00秒48 大山　幸志郎49 愛知県ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ

1時間21分01秒49 赤田　一平36 千葉県ｱｶﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ

1時間21分02秒50 谷本　憲太郎82 愛知県ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ
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1時間21分06秒51 京野　能明59 大阪府ｷｮｳﾉ ﾖｼｱｷ

1時間21分17秒52 門脇　徹146 東京都ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ

1時間21分22秒53 上野　義教135 三重県ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ

1時間21分34秒54 中垣　太一103 岐阜県ﾅｶｶﾞｷ ﾀｲﾁ

1時間21分37秒55 近藤　裕治115 三重県ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

1時間21分48秒56 岸本　朋弘71 大阪府ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ

1時間21分52秒57 吉村　勇祐165 長浜市ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間22分00秒58 藍原　哲史39 兵庫県ｱｲﾊﾗ ｻﾄｼ

1時間22分08秒59 田中　裕也194 大阪府ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

1時間22分08秒60 横津　琢磨58 彦根市ﾖｺﾂ ﾀｸﾏ

1時間22分27秒61 辻　展行123 長浜市ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間22分28秒62 竹原　宏61 大阪府ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間22分28秒63 横田　和也171 愛知県ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間22分30秒64 武田　浩志81 守山市ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間22分31秒65 上田　浩之174 大阪府ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間22分32秒66 古市　浩士56 大阪府ﾌﾙｲﾁ ｺｳｼﾞ

1時間22分45秒67 中島　牧雄133 大阪府ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷｵ

1時間22分48秒68 松永　智継91 大阪府ﾏﾂﾅｶﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ

1時間23分19秒69 里見　謙二83 愛知県ｻﾄﾐ ｹﾝｼﾞ

1時間23分25秒70 大西　史剛102 米原市ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾀｹ

1時間23分29秒71 春日井　公治308 愛知県ｶｽｶﾞｲ ｺｳｼﾞ

1時間23分37秒72 奥村　政城3 草津市ｵｸﾑﾗ ﾏｻｷ

1時間23分53秒73 小笹　晃128 福井県ｺｻｻ ｱｷﾗ

1時間23分56秒74 藤城　健129 愛知県ﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ

1時間23分58秒75 中井　弘志162 大阪府ﾅｶｲ ﾋﾛｼ

1時間24分00秒76 森本　茂159 大阪府ﾓﾘﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

1時間24分01秒77 森　哲郎186 大阪府ﾓﾘ ﾃﾂﾛｳ

1時間24分16秒78 中條　慎治郎46 愛知県ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ

1時間24分17秒79 朝井　雅剛262 愛知県ｱｻｲ ﾏｻﾖｼ

1時間24分22秒80 藤井　智67 大阪府ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ

1時間24分23秒81 加藤　慎一朗284 岐阜県ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間24分26秒82 平山　信幸157 大阪府ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間24分31秒83 浜脇　千十志220 三重県ﾊﾏﾜｷ ﾁﾄｼ

1時間24分35秒84 吉村　健一166 長浜市ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間24分35秒85 刀根　克之170 三重県ﾄﾈ ｶﾂﾕｷ

1時間24分37秒86 中村　英尚79 三重県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間24分41秒87 太田　春雄69 愛知県ｵｵﾀ ﾊﾙｵ

1時間24分43秒88 杉井　圭介116 京都府ｽｷﾞｲ ｹｲｽｹ

1時間24分49秒89 野中　俊樹95 愛知県ﾉﾅｶ ﾄｼｷ

1時間24分49秒90 山本　武士119 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

1時間24分52秒91 東雲　翔一郎429 奈良県ｼﾉﾉﾒ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

1時間24分56秒92 安福　正太郎140 三重県ﾔｽﾌｸ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間24分58秒93 西村　孝義118 守山市ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾖｼ

1時間25分07秒94 津田　岳人495 大阪府ﾂﾀﾞ ﾀｹﾄ

1時間25分15秒95 中村　勝也149 三重県ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ

1時間25分25秒96 音峰　利隆193 大阪府ｵﾄﾐﾈ ﾄｼﾀｶ

1時間25分26秒97 田中　秀明187 愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間25分32秒98 安岡　亮介212 兵庫県ﾔｽｵｶ ﾘｮｳｽｹ

1時間25分34秒99 三田村　博104 京都府ﾐﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間25分35秒100 野方　誠200 大津市ﾉｶﾀ ﾏｺﾄ
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1時間25分38秒101 生島　利彦148 大阪府ｲｸｼﾏ ﾄｼﾋｺ

1時間25分38秒102 山口　正広121 大阪府ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

1時間25分43秒103 東　翼78 京都府ｱｽﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ

1時間25分45秒104 中野　一郎167 米原市ﾅｶﾉ ｲﾁﾛｳ

1時間25分52秒105 中嶋　博之48 愛知県ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分54秒106 本居　和也669 彦根市ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾔ

1時間25分58秒107 飯田　勇祈145 栗東市ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間25分59秒108 水田　成則164 奈良県ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ

1時間26分02秒109 真弓　徳大150 三重県ﾏﾕﾐ ﾉﾘﾋﾛ

1時間26分16秒110 竹内　利幸593 栗東市ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾕｷ

1時間26分18秒111 黒田　浩樹161 愛知県ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間26分19秒112 衛藤　正則51 大阪府ｴﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

1時間26分20秒113 永森　光康229 京都府ﾅｶﾞﾓﾘ ﾐﾂﾔｽ

1時間26分24秒114 宮田　安啓89 奈良県ﾐﾔﾀ ﾔｽﾋﾛ

1時間26分28秒115 古賀　象二郎76 大津市ｺｶﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

1時間26分29秒116 平山　真澄199 大阪府ﾋﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ

1時間26分35秒117 大島　天47 大阪府ｵｵｼﾏ ﾃﾝ

1時間26分37秒118 古野　修80 京都府ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

1時間26分45秒119 藤田　尭人264 大阪府ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾄ

1時間26分50秒120 廣　直樹365 大阪府ﾋﾛ ﾅｵｷ

1時間26分51秒121 四方　学175 大阪府ｼｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ

1時間26分52秒122 愛甲　宏261 愛知県ｱｲｺｳ ﾋﾛｼ

1時間26分53秒123 松井　直人70 三重県ﾏﾂｲ ﾅｵﾄ

1時間27分02秒124 加藤　豪起242 彦根市ｶﾄｳ ｺﾞｳｷ

1時間27分02秒125 樋口　篤85 大阪府ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1時間27分04秒126 栗栖　栄治77 野洲市ｸﾘｽ ｴｲｼﾞ

1時間27分05秒127 渡邉　浩平209 大阪府ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

1時間27分06秒128 小島　幹司137 大阪府ｺｼﾞﾏ ｶﾝｼﾞ

1時間27分06秒129 田中　秀機216 大阪府ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間27分13秒130 車田　善紀126 奈良県ｸﾙﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間27分13秒131 鈴田　真之330 大津市ｽｽﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間27分14秒132 宮下　幸延182 京都府ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ

1時間27分15秒133 若松　連峰344 大阪府ﾜｶﾏﾂ ﾂﾂﾞｷ

1時間27分15秒134 恩地　雅人173 兵庫県ｵﾝﾁ ﾏｻﾄ

1時間27分18秒135 峯　大祐293 大阪府ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ

1時間27分24秒136 領家　淳二191 野洲市ﾘｮｳｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間27分25秒137 百々　恒介28 石川県ﾄﾞﾄﾞ ｺｳｽｹ

1時間27分25秒138 河合　晃平130 岐阜県ｶﾜｲ ｺｳﾍｲ

1時間27分26秒139 宮本　定樹53 大阪府ﾐﾔﾓﾄ ｻﾀﾞｷ

1時間27分30秒140 深沢　裕樹277 京都府ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間27分31秒141 朝岡　康雄236 愛知県ｱｻｵｶ ﾔｽｵ

1時間27分32秒142 雛田　浩生160 京都府ﾋﾅﾀﾞ ｺｳｾｲ

1時間27分41秒143 杉山　安平476 静岡県ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾗ

1時間27分42秒144 福西　正人192 草津市ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾄ

1時間27分44秒145 永山　孝明322 大阪府ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ

1時間27分48秒146 前田　清310 大阪府ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼ

1時間27分48秒147 杉浦　健介84 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｽｹ

1時間27分49秒148 武井　雄一3291 岐阜県ﾀｹｲ ﾕｳｲﾁ

1時間27分56秒149 角谷　忠義235 愛知県ｽﾐﾔ ﾀﾀﾞﾖｼ

1時間28分02秒150 浅野　英樹98 愛知県ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｷ
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1時間28分02秒151 村田　武一郎283 栗東市ﾑﾗﾀ ﾌﾞｲﾁﾛｳ

1時間28分04秒152 高瀬　智之181 愛知県ﾀｶｾ ﾄﾓﾕｷ

1時間28分05秒153 河原林　治368 京都府ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

1時間28分08秒154 原　斎興152 岐阜県ﾊﾗ ﾅﾘｵｷ

1時間28分11秒155 高間　充180 愛知県ﾀｶﾏ ﾐﾂﾙ

1時間28分14秒156 梶本　繁樹421 兵庫県ｶｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｷ

1時間28分20秒157 小林　拓也202 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

1時間28分20秒158 大山　晃司62 愛知県ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間28分22秒159 辰巳　利之314 奈良県ﾀﾂﾐ ﾄｼﾕｷ

1時間28分24秒160 三田村　秀一280 高島市ﾐﾀﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

1時間28分24秒161 野上　祐典169 愛知県ﾉｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ

1時間28分27秒162 植田　泰雄289 大阪府ｳｴﾀﾞ ﾔｽｵ

1時間28分29秒163 榎田　浩二郎196 大阪府ｴﾉｷﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間28分31秒164 十二里　拓哉304 大阪府ｼﾞｭｳﾆﾘ ﾀｸﾔ

1時間28分32秒165 合田　雄次131 奈良県ｺﾞｳﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間28分33秒166 泉　徳男184 米原市ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ

1時間28分33秒167 関　元334 大阪府ｾｷ ﾊｼﾞﾒ

1時間28分35秒168 中村　亮1039 野洲市ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

1時間28分36秒169 湯本　祐司404 愛知県ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

1時間28分45秒170 岩沖　健悟331 京都府ｲﾜｵｷ ｹﾝｺﾞ

1時間28分46秒171 谷島　博245 大阪府ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

1時間28分48秒172 齊藤　尊久240 京都府ｻｲﾄｳ ｻｶﾋｻ

1時間28分50秒173 岩井　伸司139 岐阜県ｲﾜｲ ｼﾝｼﾞ

1時間28分52秒174 山田　裕一178 大阪府ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間28分55秒175 吉田　茂樹111 大阪府ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ

1時間28分59秒176 田中　喜代茂215 大阪府ﾀﾅｶ ｷﾖｼｹﾞ

1時間29分00秒177 野崎　京也312 大阪府ﾉｻﾞｷ ｷｮｳﾔ

1時間29分06秒178 木村　司馬603 野洲市ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

1時間29分07秒179 井上　誠二224 大阪府ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞ

1時間29分16秒180 有川　康太190 愛知県ｱﾘｶﾜ ｺｳﾀ

1時間29分16秒181 田中　美章203 大阪府ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ

1時間29分19秒182 西村　昭彦362 大阪府ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ

1時間29分26秒183 竹内　健一255 岐阜県ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間29分26秒184 足立　光一629 岐阜県ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ

1時間29分30秒185 福見　大地208 静岡県ﾌｸﾐ ﾀﾞｲﾁ

1時間29分40秒186 小杉　亮太112 東近江市ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ

1時間29分41秒187 坂口　尊紀155 三重県ｻｶｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

1時間29分42秒188 丸山　泰征198 栗東市ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ

1時間29分46秒189 大濱　徹414 愛知県ｵｵﾊﾏ ﾄｵﾙ

1時間29分46秒190 今江　健589 守山市ｲﾏｴ ｹﾝ

1時間29分47秒191 内藤　浩司195 岡山県ﾅｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

1時間29分47秒192 森　一610 愛知県ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ

1時間29分47秒193 目出　裕介307 兵庫県ﾒﾃﾞ ﾕｳｽｹ

1時間29分47秒194 池上　直也144 大阪府ｲｹｶﾞﾐ ﾅｵﾔ

1時間29分52秒195 梶田　素史507 愛知県ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾌﾐ

1時間29分53秒196 安間　三四郎201 愛知県ﾔｽﾏ ｻﾝｼﾛｳ

1時間29分58秒197 室田　大地278 兵庫県ﾑﾛﾀ ﾀﾞｲﾁ

1時間30分02秒198 森本　栄一370 愛知県ﾓﾘﾓﾄ ｴｲｲﾁ

1時間30分05秒199 田里　健太92 京都府ﾀｻﾄ ｹﾝﾀ

1時間30分06秒200 柴田　純也183 東近江市ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
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1時間30分08秒201 岡野　公明341 京都府ｵｶﾉ ｷﾐｱｷ

1時間30分09秒202 北川　弘樹349 彦根市ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間30分13秒203 前田　喜代次168 長浜市ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ

1時間30分15秒204 眞田　忠287 京都府ｻﾅﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間30分18秒205 木村　正樹153 愛知県ｷﾑﾗ ﾏｻｷ

1時間30分22秒206 辻澤　伸彦97 近江八幡市ﾂｼﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間30分24秒207 高橋　宏563 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間30分26秒208 伊藤　正和680 三重県ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

1時間30分30秒209 西川　勇次424 愛知県ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間30分33秒210 橋本　悠樹107 京都府ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

1時間30分34秒211 鹿島　賢次288 大津市ｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間30分36秒212 栗塚　篤士389 福井県ｸﾘﾂﾞｶ ｱﾂｼ

1時間30分41秒213 古澤　裕人74 愛知県ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ

1時間30分43秒214 山岡　諒平50 京都府ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳﾍｲ

1時間30分46秒215 森　康文302 京都府ﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ

1時間30分47秒216 村上　陳訓617 京都府ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｸﾆ

1時間30分47秒217 横田　仁385 岐阜県ﾖｺﾀ ﾋﾄｼ

1時間30分47秒218 小寺　洋司72 京都府ｺﾃﾗ ﾖｳｼﾞ

1時間30分51秒219 衣川　俊之188 長浜市ｷﾇｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間30分53秒220 中嶋　啓太108 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ

1時間30分53秒221 紀太　保俊205 大阪府ｷﾀ ﾔｽﾄｼ

1時間30分54秒222 近藤　照隆489 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾀｶ

1時間30分55秒223 中本　敏治360 大阪府ﾅｶﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ

1時間30分56秒224 里川　智哉227 三重県ｻﾄｶﾜ ﾄﾓﾔ

1時間30分57秒225 西川　周二351 愛知県ﾆｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ

1時間31分00秒226 日比野　巧320 岐阜県ﾋﾋﾞﾉ ﾀｸﾐ

1時間31分03秒227 肥田　卓美402 愛知県ﾋﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間31分06秒228 桐原　篤史329 京都府ｷﾘﾊﾗ ｱﾂｼ

1時間31分06秒229 田村　智久285 彦根市ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ

1時間31分09秒230 橋本　雅樹256 和歌山県ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ

1時間31分11秒231 小浜　茂480 大津市ｺﾊﾏ ｼｹﾞﾙ

1時間31分12秒232 井上　吉博313 愛知県ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ

1時間31分14秒233 増田　智司339 兵庫県ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間31分14秒234 山中　忍348 草津市ﾔﾏﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

1時間31分20秒235 森　一也461 愛知県ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ

1時間31分25秒236 鐘江　敬志260 愛知県ｶﾈｶﾞｴ ｹｲｼ

1時間31分31秒237 平野　健二545 兵庫県ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間31分33秒238 藤田　光三237 大阪府ﾌｼﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ

1時間31分34秒239 浅井　学317 大阪府ｱｻｲ ｻﾄﾙ

1時間31分34秒240 隅川　純一482 三重県ｽﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間31分35秒241 岡田　和之729 大阪府ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間31分41秒242 松内　隆晃233 大阪府ﾏﾂｳﾁ ﾀｶｱｷ

1時間31分42秒243 松田　庄平274 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

1時間31分43秒244 萩原　英樹774 長浜市ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間31分44秒245 柴田　陽一朗377 長浜市ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間31分48秒246 前田　竜司338 兵庫県ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

1時間31分51秒247 杉山　利明346 大阪府ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｱｷ

1時間31分51秒248 成田　城271 京都府ﾅﾘﾀ ｼﾞｮｳ

1時間31分52秒249 高木　博之524 福井県ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分54秒250 田中　豊彦717 長浜市ﾀﾅｶ ﾄﾖﾋｺ
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1時間32分03秒251 粥川　慶一359 愛知県ｶﾕｶﾜ ｹｲｲﾁ

1時間32分04秒252 井澤　悟221 岐阜県ｲｻﾞﾜ ｻﾄﾙ

1時間32分05秒253 高畑　憲倫87 岐阜県ﾀｶﾊﾀ ﾉﾘﾄﾓ

1時間32分11秒254 小林　洋介376 大阪府ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ

1時間32分13秒255 筒井　昭彦241 奈良県ﾂﾂｲ ｱｷﾋｺ

1時間32分20秒256 堂本　祥宏340 奈良県ﾄﾞｳﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間32分22秒257 竹内　英司380 彦根市ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ

1時間32分25秒258 辻　啓一郎353 大阪府ﾂｼﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

1時間32分26秒259 佐藤　健治354 三重県ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

1時間32分26秒260 松尾　洋一272 岐阜県ﾏﾂｵ ﾖｳｲﾁ

1時間32分28秒261 萩原　孝幸319 愛知県ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間32分31秒262 紀太　義信325 大阪府ｷﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間32分32秒263 高橋　良典337 兵庫県ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

1時間32分33秒264 鈴木　明伸564 愛知県ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間32分33秒265 田和　文彦266 岡山県ﾀﾜ ﾌﾐﾋｺ

1時間32分36秒266 蓮井　邦広643 犬上郡ﾊｽｲ ｸﾆﾋﾛ

1時間32分40秒267 須山　弘之638 大阪府ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間32分42秒268 堀内　広毅223 東京都ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ

1時間32分44秒269 白井　勝217 静岡県ｼﾗｲ ﾏｻﾙ

1時間32分44秒270 岡野　健374 愛知県ｵｶﾉ ﾀｹｼ

1時間32分46秒271 宮下　俊介143 近江八幡市ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ

1時間32分46秒272 藤本　峰輝1437 岐阜県ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｷ

1時間32分51秒273 前山　和敏439 大阪府ﾏｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ

1時間32分52秒274 田中　秀和279 長浜市ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間32分56秒275 籔内　成296 大阪府ﾔﾌﾞｳﾁ ｱｷﾗ

1時間32分57秒276 原　稔祐409 大阪府ﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間32分58秒277 原田　英樹333 大阪府ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間33分03秒278 大林　広一郎531 兵庫県ｵｵﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間33分05秒279 多田　哲也437 大阪府ﾀﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間33分06秒280 杉慰　諭726 大津市ｽｷﾞｲ ｻﾄｼ

1時間33分09秒281 土居原　隆生244 大阪府ﾄﾞｲﾊﾗ ﾀｶｵ

1時間33分10秒282 牧　兼正546 三重県ﾏｷ ｶﾈﾏｻ

1時間33分12秒283 藤井　琢也243 草津市ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ

1時間33分13秒284 丹羽　祐規378 愛知県ﾆﾜ ﾕｳｷ

1時間33分13秒285 和久　弥465 京都府ﾜｸ ﾋｻｼ

1時間33分15秒286 岩本　勇一526 愛知県ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

1時間33分18秒287 八汐　雅樹403 岐阜県ﾔｼｵ ﾏｻｷ

1時間33分20秒288 辻　孝夫413 岐阜県ﾂｼﾞ ﾀｶｵ

1時間33分21秒289 森田　春紀286 奈良県ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ

1時間33分22秒290 柳井　貴志371 愛知県ﾔﾅｲ ﾀｶｼ

1時間33分22秒291 水谷　治人323 大阪府ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾄ

1時間33分24秒292 飯田　和也291 福井県ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間33分27秒293 酒井　伸満176 大阪府ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ

1時間33分28秒294 後　知志585 大阪府ｳｼﾛ ｻﾄｼ

1時間33分34秒295 礒村　知明806 草津市ｲｿﾑﾗ ﾁｱｷ

1時間33分34秒296 生駒　雄3301 兵庫県ｲｺﾏ ﾕｳ

1時間33分39秒297 今村　彰332 守山市ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間33分41秒298 岩田　恭典207 三重県ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ

1時間33分44秒299 安藤　真一463 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ

1時間33分45秒300 清水　勝佳569 岐阜県ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾖｼ
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1時間33分46秒301 石原　幸治636 大阪府ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間33分48秒302 本間　真吾218 大阪府ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ

1時間33分51秒303 樫原　祐市358 草津市ｶｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

1時間33分52秒304 中田　幸二3125 愛知県ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ

1時間33分53秒305 大島　久登667 京都府ｵｵｼﾏ ﾋｻﾄ

1時間33分56秒306 木村　敏弘258 愛知県ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間33分57秒307 橋長　幸弘387 大阪府ﾊｼﾅｶﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間33分57秒308 西脇　優也447 大阪府ﾆｼﾜｷ ﾕｳﾔ

1時間33分58秒309 川口　善隆75 大阪府ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ

1時間33分59秒310 岡本　義和100 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

1時間34分05秒311 伊藤　志朗650 愛知県ｲﾄｳ ｼﾛｳ

1時間34分07秒312 河崎　裕之518 三重県ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間34分11秒313 富田　克幸455 兵庫県ﾄﾐﾀ ｶﾂﾕｷ

1時間34分13秒314 末冨　貴之26 京都府ｽｴﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

1時間34分13秒315 高矢　勉268 京都府ﾀｶﾔ ﾂﾄﾑ

1時間34分17秒316 河合　勇也318 愛知県ｶﾜｲ ｲｻﾔ

1時間34分17秒317 水野　正吉481 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾖｼ

1時間34分19秒318 宮部　敦567 大阪府ﾐﾔﾍﾞ ｱﾂｼ

1時間34分22秒319 橋本　健太郎379 岐阜県ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間34分25秒320 中村　吉晴727 京都府ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ

1時間34分28秒321 奥村　裕介406 三重県ｵｸﾑﾗ ﾕｳｽｹ

1時間34分30秒322 芝崎　元就391 兵庫県ｼﾊﾞｻｷ ﾓﾄﾅﾘ

1時間34分33秒323 小笠原　健二158 愛知県ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間34分33秒324 石原　健仁343 岐阜県ｲｼﾊﾗ ｷﾖﾉﾘ

1時間34分34秒325 隈部　幸伺686 大阪府ｸﾏﾍﾞ ｺｳｼﾞ

1時間34分34秒326 藤岡　康志110 愛知県ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽｼ

1時間34分36秒327 坂野　登633 愛知県ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ

1時間34分36秒328 小塚　厚志1097 愛知県ｺﾂﾞｶ ｱﾂｼ

1時間34分38秒329 臼井　透583 京都府ｳｽｲ ﾄｵﾙ

1時間34分38秒330 小林　政之398 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ

1時間34分40秒331 清水　一樹295 三重県ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ

1時間34分41秒332 井上　豪347 湖南市ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

1時間34分43秒333 井上　嘉彦435 大津市ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｺ

1時間34分50秒334 樋口　威彦504 大阪府ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ

1時間34分52秒335 森　尚生428 愛知県ﾓﾘ ﾋｻｵ

1時間34分56秒336 伊藤　光浩420 愛知県ｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ

1時間34分56秒337 荒川　恭昌700 東京都ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾏｻ

1時間34分59秒338 松浦　隆之547 三重県ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間35分00秒339 谷　昌洋367 愛知県ﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分01秒340 鈴木　信弘405 兵庫県ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間35分01秒341 鳥居　大輔809 愛知県ﾄﾘｲ ﾀﾞｲｽｹ

1時間35分03秒342 桝谷　雅彦444 大阪府ﾏｽﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

1時間35分05秒343 高村　明男827 大阪府ﾀｶﾑﾗ ｱｷｵ

1時間35分05秒344 今中　剛652 京都府ｲﾏﾅｶ ﾂﾖｼ

1時間35分08秒345 小林　智行618 兵庫県ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ

1時間35分10秒346 林　学1086 京都府ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間35分12秒347 田村　圭607 大阪府ﾀﾑﾗ ｹｲ

1時間35分13秒348 有川　達郎512 三重県ｱﾘｶﾜ ﾀﾂﾛｳ

1時間35分14秒349 米山　人史3293 三重県ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間35分16秒350 矢野　博章172 大阪府ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ
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1時間35分27秒351 高田　貴志1530 福井県ﾀｶﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間35分30秒352 榊　信喜327 静岡県ｻｶｷ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間35分30秒353 角元　一智993 大阪府ｶｸﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ

1時間35分32秒354 中村　一孝687 埼玉県ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

1時間35分32秒355 生川　城亜631 愛知県ﾅﾙｶﾜ ｼﾛﾂｸﾞ

1時間35分33秒356 小林　宏道305 京都府ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ

1時間35分43秒357 若森　裕生691 長浜市ﾜｶﾓﾘ ﾋﾛｷ

1時間35分43秒358 岩﨑　和樹357 和歌山県ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ

1時間35分48秒359 中江　瞬579 京都府ﾅｶｴ ｼｭﾝ

1時間35分48秒360 岩田　正三657 岐阜県ｲﾜﾀ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間35分49秒361 渡辺　正広407 岐阜県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間35分49秒362 尾野　敦502 奈良県ｵﾉ ｱﾂｼ

1時間35分56秒363 喜多川　洋364 大阪府ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間35分56秒364 山口　健児665 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間35分57秒365 村田　豊301 三重県ﾑﾗﾀ ﾕﾀｶ

1時間35分58秒366 岡久　広4 京都府ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ

1時間36分02秒367 野本　峻平324 千葉県ﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ

1時間36分04秒368 井藤　睦622 岐阜県ｲﾄｳ ｱﾂｼ

1時間36分06秒369 立川　敦614 岐阜県ﾀﾁｶﾜ ｱﾂｼ

1時間36分08秒370 西田　憲史163 大阪府ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

1時間36分08秒371 古池　和弥685 長浜市ﾌﾙｲｹ ｶｽﾞﾔ

1時間36分10秒372 與那原　眞773 岐阜県ﾖﾅﾊﾗ ｼﾝ

1時間36分10秒373 平井　克典185 兵庫県ﾋﾗｲ ｶﾂﾉﾘ

1時間36分12秒374 奥野　義昭1047 米原市ｵｸﾉ ﾖｼｱｷ

1時間36分13秒375 西川　博834 近江八幡市ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間36分14秒376 松本　成広436 大津市ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間36分15秒377 北村　正和498 岐阜県ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ

1時間36分17秒378 藤井　良彦222 大阪府ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋｺ

1時間36分19秒379 鈴木　久男595 大阪府ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ

1時間36分20秒380 藥丸　勝盛822 愛知県ﾔｸﾏﾙ ｶﾂﾓﾘ

1時間36分22秒381 水野　敏彦625 彦根市ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

1時間36分22秒382 池上　祐樹702 三重県ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ

1時間36分30秒383 野口　純平543 愛知県ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間36分30秒384 鶴田　雄三1099 野洲市ﾂﾙﾀ ﾕｳｿﾞｳ

1時間36分32秒385 前田　稔477 三重県ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間36分34秒386 服部　俊之573 福井県ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾕｷ

1時間36分35秒387 山田　充彦528 岐阜県ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ

1時間36分36秒388 戸泉　洋爾86 福井県ﾄｲｽﾞﾐ ﾖｳｼﾞ

1時間36分36秒389 菱川　崇355 愛知県ﾋｼｶﾜ ﾀｶｼ

1時間36分38秒390 岡本　涼1079 奈良県ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間36分39秒391 松原　英明490 東近江市ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間36分40秒392 田中　朋之142 京都府ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分42秒393 岡坂　隆平879 奈良県ｵｶｻｶ ﾘｭｳﾍｲ

1時間36分49秒394 塩月　達也689 大津市ｼｵﾂｷ ﾀﾂﾔ

1時間36分49秒395 奥田　優一1429 大阪府ｵｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間36分51秒396 鈴木　裕司924 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ

1時間36分52秒397 深田　佑介1381 大津市ﾌｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間36分55秒398 澤居　洋明1209 長浜市ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ

1時間36分56秒399 増田　実利454 大津市ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾂﾘ

1時間36分56秒400 吉野　昌尚197 草津市ﾖｼﾉ ﾏｻﾅｵ
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1時間36分57秒401 刀祢　善光645 奈良県ﾄﾈ ﾖｼﾐﾂ

1時間36分57秒402 水野　賢太郎309 奈良県ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間36分59秒403 竹中　裕人612 岐阜県ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾄ

1時間37分05秒404 渡辺　秀樹383 福岡県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間37分06秒405 阿部　悟郎527 京都府ｱﾍﾞ ｺﾞﾛｳ

1時間37分06秒406 藤　佑太269 大阪府ﾌｼﾞ ﾕｳﾀ

1時間37分07秒407 大野　雅裕281 愛知県ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ

1時間37分07秒408 高橋　俊英1745 守山市ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾃﾞ

1時間37分08秒409 水間　壮彦483 愛知県ﾐｽﾞﾏ ﾀｹﾋｺ

1時間37分08秒410 越智　弘信282 愛知県ｵﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間37分12秒411 河野　貴一471 大津市

1時間37分14秒412 森　祐治412 岐阜県ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

1時間37分14秒413 東　充良422 兵庫県ｱｽﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ

1時間37分20秒414 北村　幸一郎214 愛知県ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間37分20秒415 中村　直人369 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ

1時間37分23秒416 有川　賢一828 大阪府ｱﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間37分24秒417 広瀬　寛人901 愛知県ﾋﾛｾ ﾋﾛﾄ

1時間37分28秒418 今堀　敏幸1028 奈良県ｲﾏﾎﾘ ﾄｼﾕｷ

1時間37分31秒419 長瀬　篤史250 岐阜県ﾅｶﾞｾ ｱﾂｼ

1時間37分31秒420 石川　譲1812 三重県ｲｼｶﾜ ﾕｽﾞﾙ

1時間37分31秒421 草川　知宏234 愛知県ｸｻｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間37分32秒422 堀町　弘明670 愛知県ﾎﾘﾏﾁ ﾋﾛｱｷ

1時間37分36秒423 橋本　厚之487 三重県ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間37分38秒424 宮田　雅敏246 兵庫県ﾐﾔﾀ ﾏｻﾄｼ

1時間37分42秒425 森　晃一520 愛知県ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

1時間37分42秒426 溝渕　啓介548 大阪府ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｹｲｽｹ

1時間37分43秒427 野入　勝典557 愛知県ﾉｲﾘ ｶﾂﾉﾘ

1時間37分47秒428 薮野　孝434 近江八幡市ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間37分48秒429 中村　一郎848 米原市ﾅｶﾑﾗ

1時間37分49秒430 森川　顕洋628 大阪府ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾋﾛ

1時間37分54秒431 安田　直記816 京都府ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間37分54秒432 飯尾　善一745 愛知県ｲｲｵ ﾖｼｶｽﾞ

1時間37分54秒433 井上　恵輔554 神奈川県ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ

1時間37分54秒434 星谷　広一737 彦根市ﾎｼﾔ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間37分55秒435 住吉　伸啓1187 守山市ｽﾐﾖｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間38分00秒436 田中　康博456 草津市ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間38分02秒437 竝川　哲也345 京都府ﾅﾐｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間38分08秒438 緒方　佑亮373 岐阜県ｵｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ

1時間38分09秒439 高島　勝也682 愛知県ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾔ

1時間38分10秒440 嵐　英人647 栗東市ｱﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ

1時間38分11秒441 玉田　良造799 奈良県ﾀﾏﾀﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

1時間38分13秒442 高橋　聖史698 京都府ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ

1時間38分15秒443 西川　良平1151 大津市ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ

1時間38分20秒444 三木　文夫270 兵庫県ﾐｷ ﾌﾐｵ

1時間38分21秒445 井上　照幸782 栗東市ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾕｷ

1時間38分21秒446 北川　一秀294 彦根市ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間38分23秒447 西岡　慎介811 京都府ﾆｼｵｶ ｼﾝｽｹ

1時間38分24秒448 保坂　剛321 大阪府ﾎｻｶ ｺﾞｳ

1時間38分25秒449 野馬　洋一郎189 大阪府ﾉﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間38分28秒450 服部　晃児315 兵庫県ﾊｯﾄﾘ ｺｳｼﾞ
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1時間38分28秒451 武山　泰治1065 岐阜県ﾀｹﾔﾏ ﾀｲｼﾞ

1時間38分28秒452 遠藤　久生1207 岐阜県ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻｵ

1時間38分30秒453 西堀　和也468 東近江市ﾆｼﾎﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

1時間38分32秒454 藤原　英也303 京都府ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾔ

1時間38分33秒455 中川　昌己410 岐阜県ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ

1時間38分34秒456 水野　雄一328 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁ

1時間38分37秒457 松久　康弘842 岐阜県ﾏﾂﾋｻ ﾔｽﾋﾛ

1時間38分39秒458 風間　洋一810 東京都ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間38分40秒459 山田　徳一881 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾄｸｲﾁ

1時間38分41秒460 松井　茂王350 愛知県ﾏﾂｲ ｼｹﾞｵ

1時間38分42秒461 堀　洋525 野洲市ﾎﾘ ﾋﾛｼ

1時間38分45秒462 久保　真一449 京都府ｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間38分46秒463 川越　悟1153 大阪府ｶﾜｺﾞｴ ｻﾄﾙ

1時間38分46秒464 石田　安453 三重県ｲｼﾀﾞ ﾔｽｼ

1時間38分47秒465 西山　誠二850 兵庫県ﾆｼﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間38分50秒466 小林　研二2556 三重県ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ

1時間38分51秒467 青木　朋之1176 大阪府ｱｵｷ ﾄﾓﾕｷ

1時間38分52秒468 泉　博行532 米原市ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分52秒469 長屋　雄大441 岐阜県ﾅｶﾞﾔ ｶﾂﾋﾛ

1時間38分55秒470 小倉　広嗣668 奈良県ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間38分58秒471 植松　功911 愛知県ｳｴﾏﾂ ｲｻｵ

1時間38分59秒472 木本　太一郎658 岐阜県ｷﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ

1時間39分01秒473 高山　純平503 大阪府ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間39分04秒474 佐藤　晴彦179 大阪府ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ

1時間39分06秒475 加藤　正吾1011 岐阜県ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

1時間39分08秒476 小池　丞司878 兵庫県ｺｲｹ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間39分09秒477 高田　政道247 兵庫県ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ

1時間39分10秒478 鈴木　崇将634 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ

1時間39分12秒479 伊藤　和敏688 愛知県ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ

1時間39分13秒480 中島　陽司599 大津市ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ

1時間39分15秒481 山本　厚夫448 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｵ

1時間39分17秒482 吉村　達雄740 京都府ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂｵ

1時間39分17秒483 築地　篤之553 岐阜県ﾂｲｼﾞ ｱﾂｼ

1時間39分18秒484 福田　有城802 兵庫県ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間39分22秒485 片山　雅也701 三重県ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾔ

1時間39分22秒486 西川　裕治656 彦根市ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間39分22秒487 永田　修章918 大阪府ﾅｶﾞﾀ ﾉﾌﾞｱｷ

1時間39分24秒488 田中　元1009 近江八幡市ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

1時間39分25秒489 元中　治文1203 長浜市ﾓﾄﾅｶ ﾊﾙﾌﾐ

1時間39分26秒490 野村　竜行753 愛知県ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ

1時間39分26秒491 岸　昌喜854 大阪府ｷｼ ﾏｻｷ

1時間39分28秒492 橋本　拓郎858 長浜市ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾛｳ

1時間39分28秒493 村上　真哉635 大阪府ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ

1時間39分31秒494 塩田　英貴703 大阪府ｼｵﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間39分33秒495 松居　敏彦864 彦根市ﾏﾂｲ ﾄｼﾋｺ

1時間39分35秒496 石地　春樹1008 京都府ｲｼｼﾞ ﾊﾙｷ

1時間39分35秒497 仲林　牧夫873 大阪府ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

1時間39分35秒498 森田　昌明692 兵庫県ﾓﾘﾀ ﾏｻｱｷ

1時間39分37秒499 竹村　貴浩523 奈良県ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間39分39秒500 安田　明弘734 草津市ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ
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1時間39分41秒501 岸下　洋平761 愛知県ｷｼｼﾀ ﾖｳﾍｲ

1時間39分42秒502 若月　政幸736 大津市ﾜｶﾂｷ ﾏｻﾕｷ

1時間39分44秒503 佐々木　創1128 大阪府ｻｻｷ ﾊｼﾞﾑ

1時間39分45秒504 北川　豊明699 長浜市ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖｱｷ

1時間39分46秒505 赤松　尚明467 近江八幡市ｱｶﾏﾂ ﾅｵｱｷ

1時間39分46秒506 吉田　直人818 長浜市ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ

1時間39分48秒507 柳本　健治765 東近江市ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間39分49秒508 千丈　薫611 大阪府ｾﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾙ

1時間39分51秒509 藤田　洋規408 愛知県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ

1時間39分53秒510 持田　長雄748 甲賀市ﾓﾁﾀﾞ ｵｻｵ

1時間39分55秒511 上田　崚介225 栗東市ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

1時間39分56秒512 蜂谷　俊二664 大阪府ﾊﾁﾔ ｼｭﾝｼﾞ

1時間39分56秒513 村上　達雄556 兵庫県ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｵ

1時間39分57秒514 加藤　晃弘571 愛知県ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ

1時間39分59秒515 村杉　研一郎671 兵庫県ﾑﾗｽｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間39分59秒516 山本　欽也306 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ｷﾝﾔ

1時間39分59秒517 富阪　隆浩533 大阪府ﾄﾐｻｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間40分00秒518 吉永　明生154 大阪府ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷｵ

1時間40分01秒519 飯沼　憲一382 愛知県ｲｲﾇﾏ ﾉﾘｶｽﾞ

1時間40分02秒520 生田　和史824 大津市ｲｸﾀ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間40分05秒521 上野　直仁683 岐阜県ｳｴﾉ ﾅｵﾋﾄ

1時間40分07秒522 佐々木　健1401 彦根市ｻｻｷ ｹﾝ

1時間40分11秒523 吉木　恒夫880 愛媛県ﾖｼｷ ﾂﾈｵ

1時間40分11秒524 井上　涼565 大津市ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

1時間40分12秒525 生田　周司1525 兵庫県ｲｸﾀ ｼｭｳｼﾞ

1時間40分14秒526 白岩　薫1222 奈良県ｼﾗｲﾜ ｶｵﾙ

1時間40分15秒527 近藤　雅也844 大阪府ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

1時間40分15秒528 西山　功二679 兵庫県ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間40分16秒529 井手　剛司857 野洲市ｲﾃﾞ ﾂﾖｼ

1時間40分17秒530 松田　太源1122 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾞﾝ

1時間40分19秒531 玉村　幸伸637 大阪府ﾀﾏﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ

1時間40分19秒532 森田　隆之904 大阪府ﾓﾘﾀ ﾀｶﾕｷ

1時間40分20秒533 河東　健太1098 京都府ｶﾜﾄｳ ｹﾝﾀ

1時間40分21秒534 黒岡　正巳1193 三重県ｸﾛｵｶ ﾏｻﾐ

1時間40分21秒535 篠田　俊治492 岐阜県ｼﾉﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ

1時間40分22秒536 深谷　利彦899 彦根市ﾌｶﾔ ﾄｼﾋｺ

1時間40分23秒537 松井　敏和694 愛知県ﾏﾂｲ ﾄｼｶｽﾞ

1時間40分24秒538 木村　信雄3066 京都府ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

1時間40分25秒539 森田　聡401 京都府ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ

1時間40分26秒540 山本　昇473 静岡県ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

1時間40分27秒541 巽　繁808 京都府ﾀﾂﾐ ｼｹﾞﾙ

1時間40分29秒542 山本　泰弘1351 草津市ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間40分29秒543 水谷　攻二550 岐阜県ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ

1時間40分30秒544 八木　雅之613 守山市ﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間40分33秒545 新井　修820 奈良県ｱﾗｲ ｵｻﾑ

1時間40分35秒546 堀田　雅875 京都府ﾎｯﾀ ﾏｻｼ

1時間40分36秒547 廣川　伸一862 大阪府ﾋﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間40分36秒548 山田　泰徳497 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

1時間40分37秒549 大山　順一440 愛知県ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間40分40秒550 秦　俊夫788 近江八幡市ﾊﾀ ﾄｼｵ
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1時間40分43秒551 高橋　千秋501 岐阜県ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ

1時間40分47秒552 中野　準一861 岐阜県ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間40分52秒553 倉知　徹721 愛知県ｸﾗﾁ ﾄｵﾙ

1時間40分53秒554 石倉　康治620 福井県ｲｼｸﾗ ﾔｽｼﾞ

1時間40分55秒555 古知屋　仁志1227 高島市ｺﾁﾔ ﾋﾄｼ

1時間40分58秒556 花家　保宏870 大阪府ﾊﾅｹ ﾔｽﾋﾛ

1時間40分58秒557 佐藤　公亮1855 大阪府ｻﾄｳ ｺｳｽｹ

1時間40分58秒558 大和　一哉3229 岐阜県ﾔﾏﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間40分59秒559 ロススミス　ジャスティン825 大津市ﾛｽｽﾐｽ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ

1時間41分01秒560 池田　州平335 京都府ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

1時間41分01秒561 森井　一1078 奈良県ﾓﾘｲ ﾊｼﾞﾒ

1時間41分02秒562 中嶋　眞二817 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間41分05秒563 伊藤　毅576 守山市ｲﾄｳ ﾂﾖｼ

1時間41分05秒564 松田　隆志739 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間41分06秒565 伊藤　壮平926 長浜市ｲﾄｳ ｿｳﾍｲ

1時間41分06秒566 西川　和典1103 長浜市ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間41分07秒567 岩佐　崇841 奈良県ｲﾜｻ ﾀｶｼ

1時間41分07秒568 平井　康友3192 奈良県ﾋﾗｲ ﾔｽﾄﾓ

1時間41分08秒569 津川　喜憲1169 福井県ﾂｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間41分11秒570 河嶋　浩之427 京都府ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分11秒571 尾路　勲760 大阪府ｵｼﾞ ｲｻｵ

1時間41分12秒572 徳田　晋445 大阪府ﾄｸﾀﾞ ｽｽﾑ

1時間41分13秒573 濱田　恭平2288 千葉県ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

1時間41分15秒574 小川　勇人655 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

1時間41分15秒575 城山　儀之646 三重県ｼﾛﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

1時間41分15秒576 安藤　正純675 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｽﾞﾐ

1時間41分16秒577 斉藤　善之859 大阪府ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ

1時間41分16秒578 長谷川　浩二249 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ

1時間41分18秒579 瀧山　景一696 兵庫県ﾀｷﾔﾏ ｹｲｲﾁ

1時間41分19秒580 長田　正803 京都府ｵｻﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

1時間41分21秒581 佐原　利孝478 岐阜県ｻﾊﾗ ﾄｼﾀｶ

1時間41分25秒582 高橋　三春397 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

1時間41分26秒583 五味沢　裕行491 愛知県ｺﾞﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分28秒584 南　弘司975 近江八幡市ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ

1時間41分29秒585 金澤　尚志840 福井県ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間41分30秒586 加藤　康彦856 兵庫県ｶﾄｳ ﾔｽﾋｺ

1時間41分34秒587 加藤　幹雄257 岐阜県ｶﾄｳ ﾐｷｵ

1時間41分34秒588 松原　一功1197 京都府ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｯｺｳ

1時間41分36秒589 村地　昭彦1021 蒲生郡ﾑﾗﾁ ｱｷﾋｺ

1時間41分39秒590 黒川　静博662 大阪府ｸﾛｶﾜ ｼｽﾞﾋﾛ

1時間41分40秒591 佐々木　義男1376 大阪府ｻｻｷ ﾖｼｵ

1時間41分41秒592 濱口　直樹1041 三重県ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ

1時間41分43秒593 石川　昌宏991 三重県ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間41分43秒594 笹井　裕之464 大阪府ｻｻｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間41分43秒595 南　祐輔616 大阪府ﾐﾅﾐ ﾕｳｽｹ

1時間41分43秒596 上阪　英史731 京都府ｳｴｻｶ ｴｲｼﾞ

1時間41分46秒597 小田　あつし749 兵庫県ｵﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間41分46秒598 橋本　奨1109 京都府ﾊｼﾓﾄ ﾂﾄﾑ

1時間41分48秒599 牧田　淳1177 愛知県ﾏｷﾀ ｼﾞｭﾝ

1時間41分49秒600 村瀬　康孝517 愛知県ﾑﾗｾ ﾔｽﾀｶ
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1時間41分49秒601 柳田　俊一876 野洲市ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

1時間41分50秒602 加藤　宗徳1019 岐阜県ｶﾄｳ ﾑﾈﾉﾘ

1時間41分51秒603 高木　敬文1127 草津市ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ

1時間41分54秒604 田中　智浩937 愛知県ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間41分54秒605 名古路　文孝750 愛知県ﾅｺｼﾞ ﾌﾐﾀｶ

1時間41分56秒606 田中　勇大1255 京都府ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ

1時間41分57秒607 伊地知　安治361 野洲市ｲｼﾞﾁ ﾔｽｼﾞ

1時間41分59秒608 米田　安孝605 長浜市ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ

1時間41分59秒609 副島　崇礼1471 愛知県ｿｴｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ

1時間42分01秒610 矢野　晴久510 大阪府ﾔﾉ ﾊﾙﾋｻ

1時間42分01秒611 濱本　匡943 奈良県ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間42分03秒612 菊谷　浩司263 岐阜県ｷｸﾔ ｺｳｼﾞ

1時間42分05秒613 菊地　謙一916 岐阜県ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間42分06秒614 澤井　俊幸666 大津市ｻﾜｲ ﾄｼﾕｷ

1時間42分06秒615 北西　真893 大阪府ｷﾀﾆｼ ﾏｺﾄ

1時間42分07秒616 田村　匡1006 岐阜県ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

1時間42分10秒617 原　英則1005 愛知県ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間42分15秒618 安福　陽介1159 岐阜県ﾔｽﾌｸ ﾖｳｽｹ

1時間42分17秒619 倉田　文裕1063 大津市ｸﾗﾀ ﾌﾐﾋﾛ

1時間42分22秒620 亀谷　巧1084 愛知県ｶﾒﾔ ﾀｸﾐ

1時間42分22秒621 古永　宏樹897 三重県ﾌﾙﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

1時間42分24秒622 向井　利也630 愛知県ﾑｶｲ ﾄｼﾔ

1時間42分25秒623 坂本　秀吉596 大阪府ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖｼ

1時間42分27秒624 松田　考司695 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間42分29秒625 西村　茂486 大阪府ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

1時間42分33秒626 山本　卓1045 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ

1時間42分35秒627 古澤　亘司860 大阪府ﾌﾙｻﾜ ｺｳｼﾞ

1時間42分36秒628 徳山　孝広735 愛知県ﾄｸﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間42分36秒629 伊藤　太士768 三重県ｲﾄｳ ﾀｲｼ

1時間42分37秒630 鳴尾　治651 大阪府ﾅﾙｵ ｵｻﾑ

1時間42分39秒631 山口　崇任1252 奈良県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾃﾞ

1時間42分40秒632 坂井　敏也835 三重県ｻｶｲ ﾄｼﾔ

1時間42分41秒633 江坂　慎也973 愛知県ｴｻﾞｶ ｼﾝﾔ

1時間42分41秒634 中川　直786 京都府ﾅｶｶﾞﾜ ｽﾅｵ

1時間42分42秒635 村田　惣一郎238 草津市ﾑﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

1時間42分43秒636 松村　英祐1001 長浜市ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｽｹ

1時間42分43秒637 杉本　栄五郎648 岐阜県ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｺﾞﾛｳ

1時間42分47秒638 新羅　芳和1007 愛知県ﾆﾗ ﾖｼｶｽﾞ

1時間42分51秒639 竹内　彰宏125 甲賀市ﾀｹｳﾁ ｱｷﾋﾛ

1時間42分51秒640 米岡　茂幸755 千葉県ﾖﾈｵｶ ｼｹﾞﾕｷ

1時間42分52秒641 冨士野　秀峰488 長浜市ﾌｼﾞﾉ ｼｭｳﾎｳ

1時間42分52秒642 山元　佑介805 草津市ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

1時間42分53秒643 中村　政年804 岐阜県ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ

1時間42分53秒644 飯村　節夫959 兵庫県ｲｲﾑﾗ ｾﾂｵ

1時間42分54秒645 上川　敏彦644 奈良県ｶﾐｶﾜ ﾄｼﾋｺ

1時間42分56秒646 深野木　信一660 草津市ﾌｶﾉｷ ｼﾝｲﾁ

1時間42分59秒647 西川　宏治511 静岡県ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間43分00秒648 奈良　孝915 愛知県ﾅﾗ ﾀｶｼ

1時間43分01秒649 香田　真一814 愛知県ｺｳﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間43分01秒650 田口　雅敏623 大阪府ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ
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1時間43分02秒651 大冨　清輝752 岐阜県ｵｵﾄﾐ ｷﾖﾃﾙ

1時間43分02秒652 小出　道明710 愛知県ｺｲﾃﾞ ﾐﾁｱｷ

1時間43分02秒653 吉田　尚史1390 京都府ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間43分03秒654 小林　弘明1113 岐阜県ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ

1時間43分04秒655 川中　弘智1593 大津市ｶﾜﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ

1時間43分04秒656 二村　雅也922 愛知県ﾌﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ

1時間43分08秒657 中野　智之836 愛知県ﾅｶﾉ ﾄﾓﾕｷ

1時間43分10秒658 田中　宏和1325 愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間43分17秒659 松井　義和903 大阪府ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ

1時間43分18秒660 川本　康博1016 愛知県ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間43分20秒661 冨田　雅義1069 愛知県ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間43分20秒662 川崎　義昭971 三重県ｶﾜｻｷ ﾖｼｱｷ

1時間43分20秒663 朝日　秀剛1043 岐阜県ｱｻﾋ ｼｭｳｺﾞｳ

1時間43分21秒664 戸田　翔1517 大阪府ﾄﾀﾞ ｼｮｳ

1時間43分23秒665 菊本　優哉522 彦根市ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾔ

1時間43分27秒666 小原　明生866 兵庫県ｵﾊﾗ ｱｷｵ

1時間43分28秒667 上田　浩之1845 愛知県ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分31秒668 森口　吉則982 草津市ﾓﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

1時間43分32秒669 小林　康司896 草津市ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ

1時間43分33秒670 天野　秀典442 彦根市ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間43分36秒671 石田　明男1108 兵庫県ｲｼﾀﾞ ｱｷｵ

1時間43分41秒672 木原　貴男1038 草津市ｷﾊﾗ ﾀｶｵ

1時間43分42秒673 大内　規史676 愛知県ｵｵｳﾁ ﾉﾘﾋﾄ

1時間43分42秒674 大林　良樹789 愛知県ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ

1時間43分43秒675 笠原　千裕105 愛知県ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間43分44秒676 赤穂　善彦801 大津市ｱｶﾎ ﾖｼﾋｺ

1時間43分45秒677 加藤　広也723 野洲市ｶﾄｳ ﾋﾛﾔ

1時間43分47秒678 宇治本　正326 奈良県ｳｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間43分47秒679 髙橋　裕幸728 京都府ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分48秒680 佐藤　伸一郎1516 大津市ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間43分49秒681 迫田　慎平762 愛知県ｻｺﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

1時間43分49秒682 潮　雅之877 草津市ｳｼｵ ﾏｻﾕｷ

1時間43分51秒683 渡辺　光男649 甲賀市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ

1時間43分53秒684 佐田　幸一郎1908 福井県ｻﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間43分54秒685 井澤　貴徳681 岐阜県ｲｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

1時間43分54秒686 浜本　裕太1765 岐阜県ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ

1時間43分55秒687 中田　裕之1013 三重県ﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分56秒688 徳本　北都459 大阪府ﾄｸﾓﾄ ﾎｸﾄ

1時間43分57秒689 宮本　泰829 高島市ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｼ

1時間43分57秒690 和田　光弘609 兵庫県ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1時間44分01秒691 中村　俊介659 米原市ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

1時間44分01秒692 渡辺　咲路754 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷｼﾞ

1時間44分03秒693 畑　晃典960 奈良県ﾊﾀ ｱｷﾉﾘ

1時間44分05秒694 木澤　俊直1484 岐阜県ｷｻﾞﾜ ﾄｼﾅｵ

1時間44分05秒695 村上　卓次505 大阪府ﾑﾗｶﾐ ﾀｸｼﾞ

1時間44分06秒696 田中　英行619 岐阜県ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間44分06秒697 大山　進2358 愛知県ｵｵﾔﾏ ｽｽﾑ

1時間44分07秒698 鈴木　行男1072 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ

1時間44分07秒699 水野　英昭356 三重県ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間44分08秒700 森田　晋837 京都府ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ
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1時間44分08秒701 青井　光大724 三重県ｱｵｲ ﾐﾂﾋﾛ

1時間44分10秒702 阪本　高徳99 大阪府ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

1時間44分16秒703 小林　省一759 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ

1時間44分17秒704 森　一晃999 香川県ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ

1時間44分18秒705 五十嵐　守945 京都府ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾓﾙ

1時間44分19秒706 古田　和男1278 岐阜県ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｵ

1時間44分19秒707 櫛引　敬嗣568 京都府ｸｼﾋﾞｷ ﾀｶｼ

1時間44分21秒708 角田　祐一940 米原市ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間44分22秒709 大村　龍一515 彦根市ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

1時間44分23秒710 八木　洋樹997 京都府ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ

1時間44分24秒711 橋立　康広863 三重県ﾊｼﾀﾞﾃ ﾔｽﾋﾛ

1時間44分28秒712 川部　直樹1037 愛知県ｶﾜﾍﾞ ﾅｵｷ

1時間44分29秒713 寺田　健作1871 大津市ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｻｸ

1時間44分34秒714 松本　泰孝601 福井県ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾀｶ

1時間44分35秒715 石田　浩平1238 大阪府ｲｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間44分36秒716 藤井　富夫1216 草津市ﾌｼﾞｲ ﾄﾐｵ

1時間44分38秒717 尾幡　健三273 大阪府ｵﾊﾞﾀ ｹﾝｿﾞｳ

1時間44分42秒718 広部　正己96 長浜市ﾋﾛﾍﾞ ﾏｻﾐ

1時間44分44秒719 名越　保秀466 兵庫県ﾅｺﾞｼ ﾔｽﾋﾃﾞ

1時間44分44秒720 宝田　剛志976 京都府ﾎｳﾀﾞ ﾂﾖｼ

1時間44分44秒721 山本　良夫1034 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｵ

1時間44分46秒722 西川　稔1402 石川県ﾆｼｶﾜ ﾐﾉﾙ

1時間44分47秒723 松下　雅浩1146 愛知県ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間44分48秒724 嶋津　育雄796 彦根市ｼﾏﾂﾞ ｲｸｵ

1時間44分49秒725 中川　和正1125 愛知県ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ

1時間44分49秒726 松田　光雄1074 大阪府ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ

1時間44分50秒727 辻　貴史1212 彦根市ﾂｼﾞ ﾀｶｼ

1時間44分50秒728 鵜野　一光756 愛知県ｳﾉ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間44分51秒729 柴原　誠一郎469 愛知県ｼﾊﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

1時間44分51秒730 北村　智志627 愛知県ｷﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間44分52秒731 宮崎　雅彦794 大阪府ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

1時間44分54秒732 藤本　勝大551 三重県ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

1時間44分54秒733 内藤　久230 三重県ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ

1時間44分55秒734 小林　裕三1481 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｿﾞｳ

1時間44分56秒735 山本　一貴499 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ

1時間44分58秒736 坂野　勇人2917 愛知県ﾊﾞﾝﾉ ﾊﾔﾄ

1時間45分01秒737 山本　玲緒奈1040 神奈川県ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾅ

1時間45分02秒738 山岡　良久1059 京都府ﾔﾏｵｶ ﾖｼﾋｻ

1時間45分03秒739 辻田　正紀1073 大阪府ﾂｼﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間45分04秒740 佐野　賢二758 岐阜県ｻﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間45分04秒741 山田　健一792 長浜市ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間45分04秒742 宗徳　皓太1323 京都府ｿｳﾄｸ ｺｳﾀ

1時間45分04秒743 高橋　伸年600 京都府ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾄｼ

1時間45分07秒744 北山　雅也1377 近江八幡市ｷﾀﾔﾏ ﾏｻﾔ

1時間45分08秒745 田島　宏明494 愛知県ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間45分10秒746 中村　敏克892 草津市ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶﾂ

1時間45分10秒747 三ッ谷　剛2319 草津市ﾐﾂﾔ ﾂﾖｼ

1時間45分14秒748 後藤　明伸847 愛知県ｺﾞﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間45分16秒749 岡田　卓1540 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾀｸ

1時間45分17秒750 近藤　太實男1519 彦根市ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｵ
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1時間45分17秒751 小川　典彦1115 三重県ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ

1時間45分22秒752 小北　大輔252 彦根市ｺｷﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1時間45分22秒753 古川　隆902 大阪府ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ

1時間45分23秒754 尾関　靖幸1184 岐阜県ｵｾﾞｷ ﾔｽﾕｷ

1時間45分25秒755 上谷　祥一431 大阪府ｶﾐﾀﾆ ｼｮｳｲﾁ

1時間45分25秒756 司　昭彦562 大阪府ﾂｶｻ ｱｷﾋｺ

1時間45分30秒757 山崎　正広1463 守山市ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間45分30秒758 下村　満留1210 愛知県ｼﾓﾑﾗ ﾐﾂﾙ

1時間45分32秒759 増田　彰宏3267 大阪府ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間45分34秒760 花井　典史621 愛知県ﾊﾅｲ ﾉﾘﾌﾐ

1時間45分36秒761 片山　正尋1200 愛知県ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間45分39秒762 江幡　則行713 岐阜県ｴﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ

1時間45分39秒763 伊木　友宏1410 愛知県ｲｷ ﾄﾓﾋﾛ

1時間45分41秒764 小宮　伸二770 大阪府ｺﾐﾔ ｼﾝｼﾞ

1時間45分41秒765 今井　護信654 愛知県ｲﾏｲ ﾓﾘﾉﾌﾞ

1時間45分42秒766 藤吉　和裕1638 岐阜県ﾌｼﾞﾖｼ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間45分46秒767 後藤　洋志2536 岐阜県ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間45分46秒768 木下　洸介1426 兵庫県ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ

1時間45分47秒769 下村　将弘1243 京都府ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間45分50秒770 古川　善久988 犬上郡ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｻ

1時間45分52秒771 吉田　浩平936 大津市ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間45分54秒772 小久保　雅隆851 愛知県ｺｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ

1時間45分54秒773 井本　学541 大阪府ｲﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

1時間45分55秒774 葛西　毅1270 東京都ｶｻｲ ﾀｹｼ

1時間45分57秒775 齋藤　茂416 大阪府ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

1時間45分58秒776 野一色　哲治871 米原市ﾉｲｼｷ ﾃﾂｼﾞ

1時間45分58秒777 鈴木　穣二1296 大阪府ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

1時間45分58秒778 小川　龍治1132 愛知県ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

1時間45分59秒779 渡辺　富弥996 三重県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ

1時間46分01秒780 川部　伸一郎925 大阪府ｶﾜﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間46分02秒781 山田　潤534 彦根市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間46分09秒782 伊禮　守395 大阪府ｲﾚｲ ﾏﾓﾙ

1時間46分12秒783 田口　博一720 大阪府ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間46分12秒784 日永　伸隆1400 野洲市ﾋﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間46分13秒785 川村　和洋1241 長浜市ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間46分13秒786 竹内　明城1435 三重県ﾀｹｳﾁ ｱｷｼﾛ

1時間46分15秒787 牧村　哲男1499 岐阜県ﾏｷﾑﾗ ﾃﾂｵ

1時間46分16秒788 木村　剛1110 大津市ｷﾑﾗ ｺﾞｳ

1時間46分16秒789 内野　晃一544 愛知県ｳﾁﾉ ｺｳｲﾁ

1時間46分19秒790 矢島　慎久919 群馬県ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾋｻ

1時間46分20秒791 堀井　亮一704 大阪府ﾎﾘｲ ﾘｮｳｲﾁ

1時間46分21秒792 高梨　真彰1198 愛知県ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ

1時間46分21秒793 森　達哉1468 岐阜県ﾓﾘ ﾀﾂﾔ

1時間46分22秒794 小室　勝裕1017 京都府ｺﾑﾛ ｶﾂﾋﾛ

1時間46分23秒795 岸　澄和1183 愛知県ｷｼ ｽﾐｶｽﾞ

1時間46分25秒796 畑中　康道1081 大阪府ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾐﾁ

1時間46分25秒797 辻村　和俊1024 愛知県ﾂｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ

1時間46分25秒798 山本　健二393 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間46分26秒799 角野　昌二867 愛知県ｶｸﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間46分26秒800 金井　俊平642 草津市ｶﾅｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ
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1時間46分27秒801 早川　典邦1171 兵庫県ﾊﾔｶﾜ ﾉﾘｸﾆ

1時間46分27秒802 治久丸　信輔1068 兵庫県ｼﾞｸﾏﾙ ｼﾝｽｹ

1時間46分28秒803 石住　隆司705 奈良県ｲｼｽﾞﾐ ﾀｶｼ

1時間46分28秒804 松岡　孝至1053 大阪府ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ

1時間46分28秒805 井上　晶路852 愛知県ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ

1時間46分29秒806 中瀬　拓也722 長浜市ﾅｶｾ ﾀｸﾔ

1時間46分31秒807 木下　智貴1145 京都府ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｷ

1時間46分32秒808 柴田　慎一郎663 京都府ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間46分32秒809 佐々木　哲也226 京都府ｻｻｷ ﾃﾂﾔ

1時間46分35秒810 清水　景介1123 岐阜県ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ

1時間46分36秒811 岩田　美文1398 兵庫県ｲﾜﾀ ﾖｼﾌﾐ

1時間46分37秒812 記原　健四郎484 大阪府ｷﾊﾗ ｹﾝｼﾛｳ

1時間46分38秒813 鈴木　佳祐1158 愛知県ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ

1時間46分39秒814 正村　彰規1206 愛知県ﾏｻﾑﾗ ｱｷﾉﾘ

1時間46分40秒815 山下　悟929 大津市ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾙ

1時間46分40秒816 柏葉　浩1557 京都府ｶｼﾊﾞ ﾋﾛｼ

1時間46分42秒817 清水　從言1067 兵庫県ｼﾐｽﾞ ﾖﾘｺﾄ

1時間46分43秒818 鎌田　浩之381 岐阜県ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分44秒819 平田　晴洋1070 兵庫県ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾋﾛ

1時間46分44秒820 山口　淳也954 大阪府ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間46分46秒821 塚本　一雄575 大津市ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間46分48秒822 朝倉　啓貴1604 愛知県ｱｻｸﾗ ﾋﾛｷ

1時間46分48秒823 浅野　俊和506 岐阜県ｱｻﾉ ﾄｼｶｽﾞ

1時間46分50秒824 上田　真一1181 彦根市ｳｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間46分53秒825 梅田　靖晃846 大阪府ｳﾒﾀﾞ ﾔｽｱｷ

1時間46分56秒826 岸　正法947 岐阜県ｷｼ ﾏｻﾉﾘ

1時間46分58秒827 寺島　淳也1483 愛知県ﾃﾗｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間47分01秒828 窪野　一茂626 愛知県ｸﾎﾞﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ

1時間47分01秒829 高柳　智715 愛知県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾄｼ

1時間47分04秒830 田中　秀樹1154 福井県ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

1時間47分05秒831 嶋山　慶信2446 大阪府ｼﾏﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間47分06秒832 野田　健二2514 守山市ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間47分08秒833 高溝　敏幸697 兵庫県ﾀｶﾐｿﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間47分08秒834 武田　太郎604 兵庫県ﾀｹﾀﾞ ﾀﾛｳ

1時間47分09秒835 奥田　隼人1335 岐阜県ｵｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1時間47分11秒836 中根　康彰1055 大阪府ﾅｶﾈ ﾔｽｱｷ

1時間47分13秒837 田中　政男419 大阪府ﾀﾅｶ ﾏｻｵ

1時間47分16秒838 中村　吉郎1036 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾛｳ

1時間47分17秒839 塩田　雅1088 大阪府ｼｵﾀ ﾏｻｼ

1時間47分19秒840 橋本　一広1486 甲賀市ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間47分21秒841 瀬角　大介558 近江八幡市ｾｽﾐ ﾀﾞｲｽｹ

1時間47分23秒842 永井　克征433 愛知県ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾕｷ

1時間47分23秒843 大西　理王1923 大津市ｵｵﾆｼ ﾘｵｳ

1時間47分26秒844 越後谷　廣文1774 愛知県ｴﾁｺﾞﾔ ﾋﾛﾌﾐ

1時間47分29秒845 野村　格432 大阪府ﾉﾑﾗ ｲﾀﾙ

1時間47分30秒846 嵐　謙次郎1714 京都府ｱﾗｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間47分32秒847 上岡　健一716 大阪府ｶﾐｵｶ ｹﾝｲﾁ

1時間47分33秒848 田中　光一1173 大阪府ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ

1時間47分33秒849 弓木　直人1066 大阪府ﾕﾐｷ ﾅｵﾄ

1時間47分35秒850 寺前　英美908 福井県ﾃﾗﾏｴ ﾋﾃﾞﾐ
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1時間47分36秒851 須田　佳宏1119 岐阜県ｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間47分36秒852 田中　一932 彦根市ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

1時間47分36秒853 亀井　智貴1753 愛知県ｶﾒｲ ﾄﾓﾀｶ

1時間47分37秒854 南　慎太郎124 東近江市ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ

1時間47分37秒855 西村　武士1495 京都府ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間47分38秒856 木津　伸也228 草津市ｷﾂﾞ ｼﾝﾔ

1時間47分40秒857 林　克幸2325 長浜市ﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ

1時間47分40秒858 浜田　光明1269 大阪府ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂｱｷ

1時間47分40秒859 那須　健一508 千葉県ﾅｽ ｹﾝｲﾁ

1時間47分41秒860 北林　雅史1117 甲賀市ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間47分43秒861 池田　高徳2036 大津市ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

1時間47分43秒862 間宮　義久1839 岐阜県ﾏﾐﾔ ﾖｼﾋｻ

1時間47分46秒863 大西　和隆1360 大阪府ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ

1時間47分47秒864 中岸　明彦776 兵庫県ﾅｶｷﾞｼ ｱｷﾋｺ

1時間47分48秒865 鈴木　義久1416 米原市ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ

1時間47分48秒866 村瀬　克典1389 京都府ﾑﾗｾ ｶﾂﾉﾘ

1時間47分49秒867 松川　勲853 京都府ﾏﾂｶﾜ ｲｻｵ

1時間47分50秒868 日高　千彰738 愛知県ﾋﾀﾞｶ ﾁｱｷ

1時間47分55秒869 岩崎　貞幸1118 京都府ｲﾜｻｷ ｻﾀﾞﾕｷ

1時間47分55秒870 浅井　勝広707 岐阜県ｱｻｲ ｶﾂﾋﾛ

1時間47分56秒871 白井　智1544 京都府ｼﾗｲ ｻﾄｼ

1時間47分57秒872 木村　敬彰1064 大阪府ｷﾑﾗ ﾀｶｱｷ

1時間47分58秒873 伊藤　慎也363 三重県ｲﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間47分59秒874 山田　利之1275 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間47分59秒875 岩月　悦雄1232 愛知県ｲﾜﾂｷ ｴﾂｵ

1時間47分59秒876 松本　圭生921 彦根市ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ

1時間48分00秒877 渡邉　ー功797 長浜市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

1時間48分01秒878 今井　克彦1586 愛知県ｲﾏｲ ｶﾂﾋｺ

1時間48分04秒879 尾井　良亮998 奈良県ｵｲ ﾘｮｳｽｹ

1時間48分05秒880 松元　亮1935 野洲市ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

1時間48分05秒881 米田　匡輔1575 愛知県ﾖﾈﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

1時間48分07秒882 西木　拓也1225 草津市ﾆｼｷ ﾀｸﾔ

1時間48分07秒883 田口　祐介1397 野洲市ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

1時間48分08秒884 橋本　真之介1141 栗東市ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

1時間48分10秒885 佐竹　真一766 大阪府ｻﾀｹ ｼﾝｲﾁ

1時間48分10秒886 山田　忍757 三重県ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ

1時間48分11秒887 掛布　信康1224 東近江市ｶｹﾉ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間48分12秒888 加藤　修500 愛知県ｶﾄｳ ｵｻﾑ

1時間48分14秒889 岩田　一博1372 大阪府ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間48分16秒890 板垣　厚一郎2557 三重県ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ

1時間48分19秒891 三木　永匡1767 大阪府ﾐｷ ﾉﾘﾀﾀﾞ

1時間48分22秒892 川端　風登122 近江八幡市ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｻﾞﾄ

1時間48分23秒893 永石　修一210 大阪府ﾅｶﾞｲｼ ｼｭｳｲﾁ

1時間48分23秒894 奥山　茂1591 大阪府ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞﾙ

1時間48分23秒895 山田　雄一郎709 彦根市ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間48分27秒896 深尾　和寿1106 近江八幡市ﾌｶｵ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

1時間48分28秒897 山田　勝則821 岐阜県ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

1時間48分28秒898 野村　明宏1892 愛知県ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

1時間48分29秒899 中野　敬治979 近江八幡市ﾅｶﾉ ｹｲｼﾞ

1時間48分30秒900 徳野　哲郎1217 甲賀市ﾄｸﾉ ﾃﾂｵ
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1時間48分31秒901 宮崎　直彦1130 愛知県ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾋｺ

1時間48分32秒902 片山　達也946 愛知県ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ

1時間48分32秒903 加藤　哲也855 愛知県ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ

1時間48分33秒904 中西　邦夫2374 栗東市ﾅｶﾆｼ ｸﾆｵ

1時間48分33秒905 坂尾　栄治838 三重県ｻｶｵ ｴｲｼﾞ

1時間48分35秒906 前田　貴博1859 長浜市ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分35秒907 北田　隆義1204 大阪府ｷﾀﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

1時間48分40秒908 酒井　豊1541 岐阜県ｻｶｲ ﾕﾀｶ

1時間48分42秒909 生嶋　圭二1202 大阪府ｲｸｼﾏ ｹｲｼﾞ

1時間48分42秒910 飯岡　建吾952 大阪府ｲｲｵｶ ｹﾝｺﾞ

1時間48分43秒911 上田　俊広1551 岐阜県ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間48分45秒912 加藤　伸一郎1167 石川県ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間48分46秒913 宇辰　大紀2455 愛知県ｳﾀﾂ ﾀﾞｲｷ

1時間48分48秒914 西端　正記1290 大津市ﾆｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間48分48秒915 二階堂　洋一969 愛知県ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ

1時間48分49秒916 里見　吉德1236 京都府ｻﾄﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間48分50秒917 田口　明299 甲賀市ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾗ

1時間48分51秒918 大津留　睦人399 大阪府ｵｵﾂﾙ ﾑﾂﾋﾄ

1時間48分51秒919 新美　明男995 愛知県ﾆｲﾐ ｱｷｵ

1時間48分51秒920 米田　善紀1891 大阪府ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間48分52秒921 阿部　勝1003 大津市ｱﾍﾞ ﾏｻﾙ

1時間48分53秒922 馬場　晋948 京都府ﾊﾞﾝﾊﾞ ｽｽﾑ

1時間48分55秒923 野原　隆広516 岐阜県ﾉﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間48分58秒924 佐護　真博1634 大阪府ｻｺﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間48分59秒925 福嶋　賢三951 大阪府ﾌｸｼﾏ ｹﾝｿﾞｳ

1時間48分59秒926 中山　勝2217 大阪府ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾙ

1時間49分00秒927 山下　啓人2714 甲賀市ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ

1時間49分00秒928 中納　基貴784 愛知県ﾅｶﾉ ﾓﾄﾀｶ

1時間49分01秒929 深見　英治1836 愛知県ﾌｶﾐ ｴｲｼﾞ

1時間49分01秒930 速水　忠久1194 香川県ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ

1時間49分03秒931 永谷　忠嗣1315 大阪府ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ

1時間49分04秒932 西宮　道人1162 大阪府ﾆｼﾐﾔ ﾕｷﾄ

1時間49分06秒933 田郷　太1032 栗東市ﾀｺﾞｳ ﾌﾄｼ

1時間49分07秒934 矢田　基1142 京都府ﾔﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

1時間49分08秒935 上野　剛1035 大阪府ｳｴﾉ ｺﾞｳ

1時間49分09秒936 高倉　通孝1265 京都府ﾀｶｸﾗ ﾐﾁﾀｶ

1時間49分09秒937 森中　高史1189 大津市ﾓﾘﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

1時間49分09秒938 木津　彰743 京都府ｷﾂﾞ ｱｷﾗ

1時間49分13秒939 木下　潤一2342 彦根市ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間49分17秒940 竹内　英樹1775 岐阜県ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ

1時間49分18秒941 柴田　実747 三重県ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ

1時間49分19秒942 上杉　嘉邦865 京都府ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｸﾆ

1時間49分20秒943 本田　貴之156 東京都ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間49分20秒944 高橋　哲也708 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ

1時間49分22秒945 山田　哲也1759 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

1時間49分23秒946 水間　浩嘉寿1023 京都府ﾐｽﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間49分25秒947 北出　義明1842 三重県ｷﾀﾃﾞ ﾖｼｱｷ

1時間49分25秒948 杉山　重人513 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾄ

1時間49分25秒949 細田　耕司994 大阪府ﾎｿﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間49分33秒950 須釜　哲平1861 大阪府ｽｶﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ
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1時間49分33秒951 中　信貴1545 京都府ﾅｶ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間49分33秒952 松田　慶一1811 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｲﾁ

1時間49分33秒953 内藤　隆幸493 愛知県ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間49分36秒954 田中　高1105 京都府ﾀﾅｶ ﾀｶｼ

1時間49分37秒955 若原　正敏1026 岐阜県ﾜｶﾊﾗ ﾏｻﾄｼ

1時間49分38秒956 和田　秀男1042 大阪府ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間49分41秒957 野中　脩平889 岐阜県ﾉﾅｶ ｼｭｳﾍｲ

1時間49分42秒958 植田　健一郎1358 大阪府ｳｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間49分43秒959 山下　幸治1491 大阪府ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ

1時間49分45秒960 中村　健一1379 甲賀市ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間49分47秒961 岩本　博1524 愛知県ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間49分47秒962 山口　武639 米原市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

1時間49分47秒963 青木　恭彦1327 栗東市ｱｵｷ ﾔｽﾋｺ

1時間49分47秒964 小関　久志872 岐阜県ｵｾﾞｷ ﾋｻｼ

1時間49分51秒965 柳橋　達郎711 守山市ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾀﾂﾛｳ

1時間49分53秒966 新美　務1738 愛知県ﾆｲﾐ ﾂﾄﾑ

1時間49分53秒967 居川　均志1301 京都府ｲｶﾜ ﾋﾄｼ

1時間49分53秒968 田邉　耕一1523 長浜市ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ

1時間49分56秒969 岡崎　秀稔342 京都府ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間49分57秒970 永嶺　文敏678 兵庫県ﾅｶﾞﾐﾈ ﾌﾐﾄｼ

1時間49分57秒971 宇田　寛之592 三重県ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間49分58秒972 岸田　吉郎849 京都府ｷｼﾀﾞ ﾖｼｵ

1時間49分59秒973 長田　雅裕1451 静岡県ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間50分00秒974 平居　謙作1990 長浜市ﾋﾗｲ ｹﾝｻｸ

1時間50分02秒975 出口　貴大1461 草津市ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

1時間50分02秒976 稲美　武範2111 京都府ｲﾅﾐ ﾀｹﾉﾘ

1時間50分03秒977 市川　真澄452 三重県ｲﾁｶﾜ ﾏｽﾐ

1時間50分04秒978 生野　素之1247 岐阜県ｲｸﾉ ﾓﾄﾕｷ

1時間50分06秒979 萬力谷　雄三1404 大阪府ﾏﾝﾘｷﾔ ﾕｳｿﾞｳ

1時間50分06秒980 田付　純也2963 東近江市ﾀﾂﾞｹ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間50分09秒981 代谷　務1967 大阪府ｼﾛﾔ ﾂﾄﾑ

1時間50分09秒982 佐藤　誠1089 京都府ｻﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間50分10秒983 大橋　和美1283 福井県ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾐ

1時間50分11秒984 下津　直武1071 草津市ｼﾓﾂﾞ ﾅｵﾀｹ

1時間50分15秒985 川端　吉純384 大阪府ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼｽﾐ

1時間50分15秒986 佐藤　伸1452 大阪府ｻﾄｳ ｼﾝ

1時間50分16秒987 久富　進912 岐阜県ｸﾄﾞﾐ ｽｽﾑ

1時間50分19秒988 中尾　文夫990 長浜市ﾅｶｵ

1時間50分22秒989 藤田　和彦1220 岐阜県ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｺ

1時間50分23秒990 木下　一雄1363 東近江市ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｵ

1時間50分25秒991 濱島　和久1674 愛知県ﾊﾏｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ

1時間50分25秒992 鎌田　俊夫1813 福井県ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間50分26秒993 大森　望1788 長浜市ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ

1時間50分27秒994 土田　辰也1182 兵庫県ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間50分29秒995 大守　茂広888 大阪府ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間50分29秒996 山上　努1782 三重県ﾔﾏｶﾐ ﾂﾄﾑ

1時間50分30秒997 河井　耕二1980 愛知県ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ

1時間50分31秒998 吉原　修1029 彦根市ﾖｼﾊﾗ ｵｻﾑ

1時間50分32秒999 桑島　徹也1058 大阪府ｸﾜｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ

1時間50分33秒1000 杉山　将広935 岐阜県ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ
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1時間50分34秒1001 藤井　善明1318 大阪府ﾌｼﾞｲ ﾖｼｱｷ

1時間50分35秒1002 渡邊　秀樹1396 奈良県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間50分35秒1003 笠川　克美1179 大津市ｶｻｶﾜ ｶﾂﾐ

1時間50分36秒1004 菅沼　良行537 静岡県ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ

1時間50分37秒1005 舟木　健広580 京都府ﾌﾅｷ ﾀｹﾋﾛ

1時間50分38秒1006 三輪　和義1148 愛知県ﾐﾜ ｶｽﾞﾖｼ

1時間50分38秒1007 北口　和彦961 大阪府ｷﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

1時間50分39秒1008 園田　行雄843 京都府ｿﾉﾀﾞ ﾕｷｵ

1時間50分41秒1009 室崎　浩伸2596 野洲市ﾑﾛｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

1時間50分43秒1010 川﨑　弘之390 大津市ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間50分45秒1011 斉藤　秀一868 甲賀市ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ

1時間50分45秒1012 高橋　慎治798 岐阜県ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ

1時間50分46秒1013 岡本　隆広972 愛知県ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間50分47秒1014 井上　敬雄1234 愛知県ｲﾉｳｴ ﾉﾘｵ

1時間50分51秒1015 山野　重則882 大阪府ﾔﾏﾉ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間50分52秒1016 宮地　克典386 愛知県ﾐﾔﾁ ｶﾂﾉﾘ

1時間50分54秒1017 上田　慎二1229 三重県ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間50分55秒1018 山本　雅裕955 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

1時間50分55秒1019 石田　照男992 神奈川県ｲｼﾀﾞ ﾃﾙｵ

1時間50分56秒1020 本庄　邦治1556 犬上郡ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾆﾊﾙ

1時間50分57秒1021 佐藤　賢二1599 愛知県ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

1時間50分58秒1022 猪飼　康1344 愛知県ｲｶｲ ﾔｽｼ

1時間50分58秒1023 仲野　賢司1057 愛知県ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ

1時間50分59秒1024 椿野　康弘540 栗東市ﾂﾊﾞｷﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間51分00秒1025 北川　幸祐1827 米原市ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

1時間51分04秒1026 大西　邦浩906 彦根市ｵｵﾆｼ ｸﾆﾋﾛ

1時間51分07秒1027 垣内　享1849 大阪府ｶｷｳﾁ ｽｽﾑ

1時間51分09秒1028 山下　勝可1409 湖南市ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾖｼ

1時間51分12秒1029 高橋　健2032 岐阜県ﾀｶﾊｼ ｹﾝ

1時間51分14秒1030 山田　哲雄1456 岐阜県ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂｵ

1時間51分17秒1031 木戸口　孝幸1147 京都府ｷﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

1時間51分18秒1032 山田　知史1522 兵庫県ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

1時間51分23秒1033 岩井　剛一1112 岐阜県ｲﾜｲ ｺｳｲﾁ

1時間51分23秒1034 上田　達也1487 草津市ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間51分23秒1035 長尾　豊孝910 東京都ﾅｶﾞｵ ﾄﾖﾀｶ

1時間51分25秒1036 田實　敬幸1230 京都府ﾀｼﾞﾂ ﾀｶﾕｷ

1時間51分28秒1037 水野　昌和425 三重県ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶｽﾞ

1時間51分29秒1038 辻　幸也674 長浜市ﾂｼﾞ ﾕｷﾔ

1時間51分31秒1039 藤本　幸範1174 愛知県ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ

1時間51分32秒1040 堀江　雄一郎985 長浜市ﾎﾘｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ

1時間51分33秒1041 亀山　峰明1293 岐阜県ｶﾒﾔﾏ ﾐﾈｱｷ

1時間51分34秒1042 平谷　淳一1818 京都府ﾋﾗﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間51分35秒1043 中川　愛博1885 愛知郡ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

1時間51分36秒1044 川勝　英樹956 京都府ｶﾜｶﾂ ﾋﾃﾞｷ

1時間51分36秒1045 Ｌｅｙｌａｎｄ　Ｄａｖｉｄ1430 京都府ﾚｲﾗﾝﾄﾞ ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ

1時間51分37秒1046 岡野　雅貴2052 愛知県ｵｶﾉ ﾏｻﾀｶ

1時間51分37秒1047 金岡　俊治1340 京都府ｶﾅｵｶ ｼｭﾝｼﾞ

1時間51分38秒1048 鈴木　康弘1030 東近江市ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

1時間51分41秒1049 デソウザ　マルシオ2202 愛知県ﾃﾞｿｳｻﾞ ﾏﾙｼｵ

1時間51分41秒1050 清水　鉄大574 福井県ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾋﾛ
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1時間51分45秒1051 田中　真彦1873 兵庫県ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ

1時間51分47秒1052 中村　創司1720 野洲市ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ

1時間51分50秒1053 河合　憲一郎1532 愛知県ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間51分52秒1054 中村　忠一942 大津市ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

1時間51分54秒1055 別所　悦幸1582 大阪府ﾍﾞｯｼｮ ﾖｼﾕｷ

1時間51分55秒1056 谷　悦二2416 京都府ﾀﾆ ｴﾂｼﾞ

1時間51分56秒1057 奥田　英雅1596 三重県ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ

1時間51分56秒1058 伊藤　寛之712 守山市ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分59秒1059 上河内　良祐1257 大阪府ｶﾐｺｳﾁ ﾘｮｳｽｹ

1時間52分00秒1060 坂本　勝931 大津市ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ

1時間52分01秒1061 伊達　純2122 京都府ﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ

1時間52分03秒1062 中野　恵史1262 大阪府ﾅｶﾉ ｹｲｼ

1時間52分03秒1063 大久保　裕康1272 奈良県ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾔｽ

1時間52分05秒1064 中川　照章1215 大阪府ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙｱｷ

1時間52分06秒1065 兵藤　国嘉1185 愛知県ﾋｮｳﾄﾞｳ ｸﾆﾖｼ

1時間52分09秒1066 杉浦　宏之966 静岡県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分12秒1067 渡邊　尚斗1535 栗東市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ

1時間52分13秒1068 佐々木　英樹615 東近江市ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分16秒1069 中嶋　政好3230 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ

1時間52分16秒1070 稲葉　宏尚2533 愛知県ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾅｵ

1時間52分17秒1071 戸口　能全1292 大阪府ﾄｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ

1時間52分17秒1072 高原　正好1354 愛知県ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾖｼ

1時間52分17秒1073 奥原　寿隆807 岐阜県ｵｸﾊﾗ ﾋｻﾀｶ

1時間52分18秒1074 皆川　裕徳1239 彦根市ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

1時間52分19秒1075 小原　茂次2015 兵庫県ｵﾊﾗ ｼｹﾞﾂｸﾞ

1時間52分20秒1076 所　雅樹641 愛知県ﾄｺﾛ ﾏｻｷ

1時間52分21秒1077 佐藤　祐馬1536 京都府ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

1時間52分23秒1078 星野　秀樹1432 大阪府ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｷ

1時間52分24秒1079 へさき　将孝1795 野洲市ﾍｻｷ ﾏｻﾀｶ

1時間52分24秒1080 西澤　広夫1329 大阪府ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｵ

1時間52分25秒1081 山本　哲也653 京都府ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間52分27秒1082 森田　晋司1546 兵庫県ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間52分27秒1083 北尾　亮平2483 湖南市ｷﾀｵ ﾘｮｳﾍｲ

1時間52分28秒1084 片岡　桂一909 愛知県ｶﾀｵｶ ｹｲｲﾁ

1時間52分29秒1085 髙安　啓介2134 大阪府ﾀｶﾔｽ ｹｲｽｹ

1時間52分31秒1086 村木　雄哉1101 三重県ﾑﾗｷ ﾀｹﾔ

1時間52分32秒1087 多田　貴彦1622 三重県ﾀﾀﾞ ﾀｶﾋｺ

1時間52分34秒1088 藤井　和摩2410 京都府ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾏ

1時間52分35秒1089 根本　哲夫1362 奈良県ﾈﾓﾄ ﾃﾂｵ

1時間52分35秒1090 富川　真佐夫781 大津市ﾄﾐｶﾜ ﾏｻｵ

1時間52分37秒1091 犬丸　真一2411 愛知県ｲﾇﾏﾙ ｼﾝｲﾁ

1時間52分39秒1092 仲野　敏明1121 大阪府ﾅｶﾉ ﾄｼｱｷ

1時間52分40秒1093 井上　雄太276 愛知県ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ

1時間52分40秒1094 岡本　貴夫1226 岐阜県ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ

1時間52分40秒1095 土田　弘次987 長浜市ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ

1時間52分41秒1096 中村　洋530 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

1時間52分43秒1097 上田　剛士1679 栗東市ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間52分45秒1098 桑原　知基2088 愛知県ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ

1時間52分46秒1099 林　直樹1680 大阪府ﾊﾔｼ ﾅｵｷ

1時間52分47秒1100 石黒　義浩1790 神奈川県ｲｼｸﾞﾛ ﾖｼﾋﾛ
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1時間52分50秒1101 井上　博行920 草津市ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分56秒1102 堀江　澄浩443 蒲生郡ﾎﾘｴ ｽﾐﾋﾛ

1時間52分56秒1103 安田　透1505 静岡県ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ

1時間52分56秒1104 中西　昇297 東近江市ﾅｶﾆｼ ﾉﾎﾞﾙ

1時間52分58秒1105 谷口　久起787 和歌山県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｷ

1時間52分59秒1106 米川　恭史1248 大津市ﾖﾈｶﾜ ﾔｽﾌﾐ

1時間52分59秒1107 上河内　清志1221 大阪府ｶﾐｺｳﾁ ｷﾖｼ

1時間53分01秒1108 高橋　幸司1399 京都府ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間53分02秒1109 今津　雄之1392 大阪府ｲﾏﾂﾞ ﾕｳｼﾞ

1時間53分02秒1110 宮地　潔1367 大阪府ﾐﾔｼﾞ ｷﾖｼ

1時間53分02秒1111 佐々木　信一2959 大津市ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ

1時間53分02秒1112 神藤　和憲1052 京都府ｶﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間53分03秒1113 福崎　孝志1324 大阪府ﾌｸｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間53分04秒1114 森　計人764 東近江市ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間53分06秒1115 三山　耕路1667 長浜市ﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間53分08秒1116 平沢　雅昭1917 京都府ﾋﾗｻﾜ ﾏｻｱｷ

1時間53分09秒1117 内藤　朝義1256 愛知県ﾅｲﾄｳ ｱｻﾖｼ

1時間53分10秒1118 山崎　昭治1576 大阪府ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間53分10秒1119 塩見　善彦1927 岐阜県ｼｵﾐ ﾖｼﾋｺ

1時間53分11秒1120 新谷　雅史1930 京都府ｼﾝﾀﾆ ﾏｻｼ

1時間53分11秒1121 永井　貴之1960 広島県ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ

1時間53分12秒1122 高木　秀清1649 近江八幡市ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｷﾖ

1時間53分14秒1123 水谷　隆一1407 岐阜県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｭｳｲﾁ

1時間53分15秒1124 加藤　忍884 愛知県ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ

1時間53分15秒1125 箕浦　康之1741 長浜市ﾐﾉｳﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ

1時間53分17秒1126 宇野　修1244 近江八幡市ｳﾉ ｵｻﾑ

1時間53分19秒1127 辰巳　直登1561 長浜市ﾀﾂﾐ ﾅｵﾄ

1時間53分19秒1128 向當　裕昌832 福井県ｺｳﾄｳ ﾋﾛｱｷ

1時間53分20秒1129 大橋　教良791 岐阜県ｵｵﾊｼ ﾉﾘﾖｼ

1時間53分20秒1130 岡田　明信2568 奈良県ｵｶﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間53分20秒1131 櫻井　雄介1395 愛知県ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ

1時間53分21秒1132 藤原　直樹451 愛知県ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ

1時間53分21秒1133 家口　全史1518 大阪府ｲｴｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ

1時間53分23秒1134 佐用　光広742 大阪府ｻﾖｳ ﾐﾂﾋﾛ

1時間53分25秒1135 山本　健治1004 京都府ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間53分28秒1136 貝賀　慎一1443 兵庫県ｶｲｶﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間53分29秒1137 津山　誠治767 徳島県ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間53分30秒1138 吉原　省三927 大阪府ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間53分31秒1139 辻田　晃二1251 彦根市ｺｳｼﾞ ﾂｼﾞﾀ

1時間53分31秒1140 伊藤　浩一253 愛知県ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間53分31秒1141 伊藤　智樹3152 愛知県ｲﾄｳ ﾄﾓｷ

1時間53分33秒1142 樹下　昌弘1231 高島市ｼﾞｭｹﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間53分33秒1143 日向　峻介1339 大阪府ﾋｭｳｶﾞ ｼｭﾝｽｹ

1時間53分34秒1144 荒井　謙次1936 京都府ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ

1時間53分35秒1145 名倉　崚1978 愛知県ﾅｸﾗ ﾘｮｳ

1時間53分35秒1146 澤嵜　裕是1715 愛知県ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分37秒1147 関　高弘1273 大津市ｾｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間53分37秒1148 緒方　真一964 大阪府ｵｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間53分40秒1149 市山　秀典460 京都府ｲﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間53分41秒1150 渡邉　康次1602 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ
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1時間53分41秒1151 御園生　泰継1643 愛知県ﾐｿﾉｳ ﾔｽﾂｸﾞ

1時間53分42秒1152 田島　高志885 岐阜県ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ

1時間53分42秒1153 なつはら　ひろあき352 京都府ﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間53分43秒1154 上岡　勇夫772 愛知県ｶﾐｵｶ ｲｻｵ

1時間53分43秒1155 野中　聖彦1387 大津市ﾉﾅｶ ｷﾖﾋｺ

1時間53分44秒1156 原田　将季730 大阪府ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間53分44秒1157 寺本　俊彦1317 東京都ﾃﾗﾓﾄ ﾄｼﾋｺ

1時間53分45秒1158 樫下　宏1498 愛知県ｶｼｼﾀ ﾋﾛｼ

1時間53分46秒1159 吉田　耕平1388 大阪府ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ

1時間53分49秒1160 西田　茂1628 兵庫県ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

1時間53分51秒1161 秦　俊浩1369 高島市ﾊﾀ ﾄｼﾋﾛ

1時間53分51秒1162 中嶋　崇裕1490 東近江市ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間53分51秒1163 小島　俊彦1022 湖南市ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ

1時間53分52秒1164 今西　和哉1436 京都府ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞﾔ

1時間53分52秒1165 中川　和也1943 京都府ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

1時間53分52秒1166 妹尾　守清394 大阪府ｾﾉｵ ﾓﾘｷﾖ

1時間53分52秒1167 一瀬　ゆうすけ2252 長浜市ｲﾁｾ ﾕｳｽｹ

1時間53分53秒1168 森本　忠司2541 京都府ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間53分53秒1169 南部　昌也2621 東京都ﾅﾝﾌﾞ ﾏｻﾔ

1時間53分54秒1170 朝野　道則1494 大阪府ｱｻﾉ ﾐﾁﾉﾘ

1時間53分54秒1171 飯田　欣司1631 長浜市ｲｲﾀﾞ ｷﾝｼﾞ

1時間53分55秒1172 濱崎　英治1364 京都府ﾊﾏｻｷ ｴｲｼﾞ

1時間53分56秒1173 橋本　和也1508 和歌山県ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間53分56秒1174 高松　昇司1843 岐阜県ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳｼﾞ

1時間53分57秒1175 五明　伸康1102 京都府ｺﾞﾐｮｳ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間53分57秒1176 大宮　隆之1218 岐阜県ｵｵﾐﾔ ﾀｶﾕｷ

1時間54分00秒1177 藤井　圭三郎1580 奈良県ﾌｼﾞｲ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

1時間54分01秒1178 上野　隆生1408 長浜市ｳｴﾉ ﾀｶｵ

1時間54分02秒1179 窪　勝和1854 大阪府ｸﾎﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間54分03秒1180 浜内　翔太1497 大津市ﾊﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ

1時間54分05秒1181 東山　琢也2956 奈良県ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｸﾔ

1時間54分06秒1182 杉山　信仁934 岐阜県ｽｷﾞﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ

1時間54分08秒1183 古里　和範1958 大阪府ﾌﾙｻﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間54分11秒1184 長瀬　恵一1531 大阪府ﾅｶﾞｾ ｹｲｲﾁ

1時間54分11秒1185 横井　正彦2264 愛知県ﾖｺｲ ﾏｻﾋｺ

1時間54分12秒1186 谷　貴文1794 奈良県ﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ

1時間54分13秒1187 田中　達也1129 長浜市ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ

1時間54分14秒1188 佐藤　剛実1559 岐阜県ｻﾄｳ ﾀｹﾐ

1時間54分15秒1189 八木　昭好1235 愛知県ﾔｷﾞ ｱｷﾖｼ

1時間54分16秒1190 柳澤　羊治1770 高島市ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳｼﾞ

1時間54分16秒1191 林　克治2326 長浜市ﾊﾔｼ ｶﾂｼﾞ

1時間54分17秒1192 原田　貴裕206 栗東市ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間54分18秒1193 伊藤　道隆1955 岐阜県ｲﾄｳ ﾐﾁﾀｶ

1時間54分19秒1194 泉谷　仁志1719 大津市ｲｽﾞﾀﾆ ﾋﾄｼ

1時間54分19秒1195 松浦　健志1899 愛知県ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ

1時間54分20秒1196 櫛田　正樹1213 東近江市ｸｼﾀﾞ ﾏｻｷ

1時間54分21秒1197 白石　洋一1138 愛知県ｼﾗｲｼ ﾖｳｲﾁ

1時間54分22秒1198 今尾　哲正1303 岐阜県ｲﾏｵ ﾃﾂﾏｻ

1時間54分24秒1199 岡島　亮太1051 愛知県ｵｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

1時間54分27秒1200 廣田　和貴2551 岐阜県ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾀｶ
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1時間54分27秒1201 羽賀　正幹1288 岐阜県ﾊｶﾞ ﾏｻﾐｷ

1時間54分27秒1202 清水　達行1131 甲賀市ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾕｷ

1時間54分29秒1203 村田　善政1601 広島県ﾑﾗﾀ ﾖｼﾏｻ

1時間54分38秒1204 青柳　茂晴2531 彦根市ｱｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間54分39秒1205 福島　隆1651 京都府ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ

1時間54分40秒1206 新居　真二1359 近江八幡市ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ

1時間54分43秒1207 本多　達也1271 兵庫県ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1時間54分44秒1208 田口　一光1879 福井県ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間54分45秒1209 成宮　正朗1587 野洲市ﾅﾙﾐﾔ ｾｲﾛｳ

1時間54分46秒1210 濱口　明1263 湖南市ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

1時間54分47秒1211 平尾　和富1652 東近江市ﾋﾗｵ ｶｽﾞﾄﾐ

1時間54分47秒1212 長棟　保道1909 岐阜県ﾅｶﾞﾑﾈ ﾔｽﾐﾁ

1時間54分49秒1213 倉垣　賢治1010 奈良県ｸﾗｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ

1時間54分50秒1214 梅田　勝也1932 岐阜県ｳﾒﾀﾞ ｶﾂﾔ

1時間54分50秒1215 龍崎　能之1155 兵庫県ﾀﾂｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

1時間54分51秒1216 岡本　吉弘1077 奈良県ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間54分52秒1217 江澤　弘造597 大阪府ｴｻﾞﾜ ｺｳｿﾞｳ

1時間54分52秒1218 中植　智之1175 大阪府ﾅｶｳｴ ﾄｼﾕｷ

1時間54分54秒1219 桝田　裕一1830 三重県ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

1時間54分57秒1220 井伊　庸弘1514 京都府ｲｲ ﾂﾈﾋﾛ

1時間54分58秒1221 江上　武雄1934 三重県ｴｶﾞﾐ ﾀｹｵ

1時間55分03秒1222 青山　昇平3194 三重県ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

1時間55分04秒1223 平野　拓也1906 彦根市ﾋﾗﾉ ﾀｸﾔ

1時間55分08秒1224 西村　洋二1454 大阪府ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｼﾞ

1時間55分10秒1225 森　正樹1466 岐阜県ﾓﾘ ﾏｻｷ

1時間55分11秒1226 馬場　好藏1297 彦根市ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｿﾞｳ

1時間55分11秒1227 桐山　憲一1149 長浜市ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間55分12秒1228 森　徹1742 大阪府ﾓﾘ ﾄｵﾙ

1時間55分15秒1229 布元　伸卓2099 奈良県ﾇﾉﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間55分17秒1230 内方　洋一郎1188 愛知県ｳﾀｶﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間55分17秒1231 山本　哲也1778 京都府ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間55分21秒1232 大楽　謙二1150 奈良県ﾀﾞｲﾗｸ ｹﾝｼﾞ

1時間55分21秒1233 長谷川　浩1447 京都府ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間55分23秒1234 岡田　慎也1659 愛知県ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾔ

1時間55分23秒1235 田中　基930 京都府ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ

1時間55分25秒1236 神田　高宏2075 京都府ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間55分26秒1237 岡西　義信1823 東近江市ｵｶﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間55分26秒1238 樋田　正廣1140 静岡県ﾄｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間55分27秒1239 安田　幸治1264 岐阜県ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1時間55分28秒1240 中山　幹雄1338 三重県ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ

1時間55分29秒1241 大島　保彦1513 愛知県ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋｺ

1時間55分30秒1242 川﨑　捨雄2736 長浜市ｶﾜｻｷ ｽﾃｵ

1時間55分31秒1243 根間　大輔1968 大阪府ｺﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ

1時間55分33秒1244 長曽　雅隆578 大阪府ﾁｮｳｿ ﾏｻﾀｶ

1時間55分34秒1245 戸崎　克司905 彦根市ﾄｻﾞｷ ｶﾂｼ

1時間55分37秒1246 青山　直喜1152 岐阜県ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ

1時間55分39秒1247 田邉　義博1928 長浜市ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

1時間55分39秒1248 谷崎　智章1588 京都府ﾀﾆｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ

1時間55分40秒1249 松田　尚也1228 京都府ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻﾔ

1時間55分42秒1250 田村　卓也1731 大阪府ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ
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1時間55分43秒1251 岩崎　秀樹1665 長浜市ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間55分43秒1252 黒木　昭彦606 千葉県ｸﾛｷ ｱｷﾋｺ

1時間55分43秒1253 高橋　宏維933 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼｹﾞ

1時間55分45秒1254 元尾　章吾1048 愛知県ﾓﾄｵ ｼｮｳｺﾞ

1時間55分45秒1255 近藤　史浩1457 岐阜県ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾛ

1時間55分46秒1256 岩田　京士2583 岐阜県ｲﾜﾀ ｷｮｳｼﾞ

1時間55分47秒1257 鈴木　伸次1281 愛知県ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1時間55分47秒1258 岡田　真次741 三重県ｵｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1時間55分48秒1259 南　恭隆496 大阪府ﾐﾅﾐ ﾔｽﾀｶ

1時間55分49秒1260 大山　泰司1254 奈良県ｵｵﾔﾏ ﾀｲｼﾞ

1時間55分50秒1261 木戸　章雄1261 三重県ｷﾄﾞ ｱｷｵ

1時間55分50秒1262 石川　裕二907 大阪府ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間55分51秒1263 大山　康晴1107 京都府ｵｵﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ

1時間55分52秒1264 岩本　隆宏1889 和歌山県ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1時間55分53秒1265 山中　敏夫1837 愛知県ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｵ

1時間55分56秒1266 上嶌　昇2065 京都府ｳｴｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ

1時間55分56秒1267 嶋貫　透2063 近江八幡市ｼﾏﾇｷ ﾄｵﾙ

1時間55分56秒1268 坂倉　良一1445 京都府ｻｶｸﾗ ﾘｮｳｲﾁ

1時間55分57秒1269 酒井　一輝1165 愛知県ｻｶｲ ｶｽﾞｷ

1時間55分58秒1270 井内　英彦2234 京都府ｲﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾋｺ

1時間55分59秒1271 加藤　保弘2767 大阪府ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

1時間56分00秒1272 樋口　潤哉928 京都府ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間56分01秒1273 松居　清弘2301 米原市ﾏﾂｲ ｷﾖﾋﾛ

1時間56分02秒1274 市原　政則2965 大阪府ｲﾁﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間56分03秒1275 五坪　智彰2487 京都府ｺﾞﾂﾎﾞ ﾁｼｮｳ

1時間56分04秒1276 岩井　紀夫1772 大津市ｲﾜｲ ﾉﾘｵ

1時間56分06秒1277 内野　康昭1924 兵庫県ｳﾁﾉ ﾔｽｱｷ

1時間56分06秒1278 二ッ谷　聡1095 愛知県ﾌﾀﾂﾔ ｻﾄｼ

1時間56分06秒1279 辻　健司1433 愛知県ﾂｼﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間56分08秒1280 深瀬　重雄1515 奈良県ﾌｶｾ ｼｹﾞｵ

1時間56分11秒1281 水谷　寿一1673 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｼﾋﾄ

1時間56分12秒1282 杉山　真二1342 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間56分13秒1283 笠原　等3290 彦根市ｶｻﾊﾗ ﾋﾄｼ

1時間56分13秒1284 杉田　義治1365 長浜市ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾊﾙ

1時間56分14秒1285 藤井　裕1250 甲賀市ﾌｼﾞｲ ﾕﾀｶ

1時間56分14秒1286 澤井　一幸1509 大津市ｻﾜｲ ｶｽﾞﾕｷ

1時間56分17秒1287 廣瀬　和弘1015 岐阜県ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間56分19秒1288 岡　義和1846 草津市ｵｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間56分19秒1289 尾上　敬二831 大阪府ｵﾉｳｴ ｹｲｼﾞ

1時間56分20秒1290 北村　則明813 東近江市ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｱｷ

1時間56分21秒1291 矢部　貴之1887 静岡県ﾔﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間56分22秒1292 石川　雄己2796 長浜市ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ

1時間56分22秒1293 松井　大河2579 東京都ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ

1時間56分23秒1294 井上　靖二396 京都府ｲﾉｳｴ ﾔｽｼﾞ

1時間56分27秒1295 品部　誠治1600 大阪府ｼﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ

1時間56分29秒1296 古川　哲次1708 岐阜県ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂｼﾞ

1時間56分32秒1297 上田　光正3279 彦根市ｳｴﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ

1時間56分34秒1298 川下　修684 奈良県ｶﾜｼﾀ ｵｻﾑ

1時間56分35秒1299 宇佐美　秀之1336 愛知県ｳｻﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間56分35秒1300 川嶋　文男1370 大津市ｶﾜｼﾏ ﾌﾐｵ
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1時間56分37秒1301 山田　康裕254 三重県ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間56分38秒1302 高木　猛1294 長浜市ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

1時間56分41秒1303 古田　和夫1564 岐阜県ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｵ

1時間56分43秒1304 南部　秀俊1880 京都府ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間56分44秒1305 秋山　智之1712 愛知県ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間56分46秒1306 島田　勇作2097 長浜市ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｻｸ

1時間56分48秒1307 野呂田　一彦1383 愛知県ﾉﾛﾀ ｶｽﾞﾋｺ

1時間56分52秒1308 中嶋　和政1894 大阪府ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏｻ

1時間56分52秒1309 田口　康孝1713 彦根市ﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾀｶ

1時間56分53秒1310 村瀬　豊1573 愛知県ﾑﾗｾ ﾕﾀｶ

1時間56分53秒1311 坂　真司1947 岐阜県ﾊﾞﾝ ｼﾝｼﾞ

1時間56分54秒1312 郷間　一樹1242 栗東市ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞｷ

1時間56分56秒1313 山田　亮1274 京都府ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間56分59秒1314 竹内　翼1166 長浜市ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ

1時間57分01秒1315 吉川　邦昭1321 愛知県ﾖｼｶﾜ ｸﾆｱｷ

1時間57分02秒1316 西村　清一1647 彦根市ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ

1時間57分06秒1317 倉元　康貴2381 大津市ｸﾗﾓﾄ ｺｳｷ

1時間57分08秒1318 鈴木　貴博2644 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間57分10秒1319 ホークス　マーティン1922 彦根市ﾎｰｸｽ ﾏｰﾃｨﾝ

1時間57分10秒1320 ヘッドバーグ　カール941 彦根市ﾍｯﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ ｶｰﾙ

1時間57分12秒1321 浅見　盛夫1474 栗東市ｱｻﾐ ﾓﾘｵ

1時間57分14秒1322 小川　泉1940 長浜市ｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ

1時間57分15秒1323 畑中　智博1611 京都府ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間57分17秒1324 田口　誠1353 岐阜県ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ

1時間57分17秒1325 坂井　宏光777 京都府ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ

1時間57分17秒1326 郷間　彰1718 栗東市ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ

1時間57分19秒1327 古市　龍平1542 大阪府ﾌﾙｲﾁ ﾘｮｳﾍｲ

1時間57分22秒1328 辻　浩二2692 東近江市ﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ

1時間57分22秒1329 藤田　正樹1350 京都府ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間57分24秒1330 田場　靖宏1476 奈良県ﾀﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間57分24秒1331 森田　勝幸1412 愛知県ﾓﾘﾀ ｶﾂﾕｷ

1時間57分25秒1332 中村　秀毅2147 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間57分25秒1333 桑原　望1717 大阪府ｸﾜﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ

1時間57分26秒1334 真田　瑛浩1988 大阪府ｻﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ

1時間57分28秒1335 中野　和明2249 長浜市ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ

1時間57分29秒1336 今井　稔2584 京都府ｲﾏｲ ﾐﾉﾙ

1時間57分31秒1337 山田　一成2129 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間57分32秒1338 八木　孝憲1777 愛知県ﾔｷﾞ ﾀｶﾉﾘ

1時間57分32秒1339 中嶋　芳勝1285 彦根市ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ

1時間57分34秒1340 井上　純一1590 千葉県ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間57分35秒1341 濱井　高太郎1328 愛知県ﾊﾏｲ ｺｳﾀﾛｳ

1時間57分36秒1342 安田　康彦2614 静岡県ﾔｽﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

1時間57分39秒1343 髙田　政次1305 長浜市ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間57分39秒1344 尾家　幹夫2168 大阪府ｵｲｴ ﾐｷｵ

1時間57分41秒1345 横田　重明2071 愛媛県ﾖｺﾀ ｼｹﾞｱｷ

1時間57分41秒1346 宮下　直将1939 石川県ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾏｻ

1時間57分41秒1347 森　直哉1033 東近江市ﾓﾘ ﾅｵﾔ

1時間57分42秒1348 藤井　優1606 東京都ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾙ

1時間57分44秒1349 青木　高志450 兵庫県ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間57分45秒1350 領家　太貴男1872 守山市ﾘｮｳｹ ﾀｷｵ
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1時間57分45秒1351 宇野　達也3106 長浜市ｳﾉ ﾀﾂﾔ

1時間57分46秒1352 岩坂　政則3216 福井県ｲﾜｻｶ ﾏｻﾉﾘ

1時間57分46秒1353 小野　直樹1949 大津市ｵﾉ ﾅｵｷ

1時間57分46秒1354 中井　寛人1309 岐阜県ﾅｶｲ ﾋﾛﾋﾄ

1時間57分47秒1355 太田　宏2151 三重県ｵｵﾀ ﾋﾛｼ

1時間57分48秒1356 稲留　聡1814 栗東市ｲﾅﾄﾞﾒ ｻﾄｼ

1時間57分50秒1357 相馬　利則1797 兵庫県ｿｳﾏ ﾄｼﾉﾘ

1時間57分50秒1358 大田垣　拓実2586 草津市ｵｵﾀｶﾞｷ ﾀｸﾐ

1時間57分51秒1359 大竹　昌志2053 愛知県ｵｵﾀｹ ｼｮｳｼﾞ

1時間57分54秒1360 岡田　尚也2677 彦根市ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ

1時間57分54秒1361 岡田　良克1477 甲賀市ｵｶﾀﾞ ﾖｼｶﾂ

1時間57分54秒1362 中村　勝則886 三重県ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ

1時間57分57秒1363 清水　誠二1645 長浜市ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ

1時間58分00秒1364 西井　壮志1090 草津市ﾆｼｲ ﾏｻｼ

1時間58分00秒1365 水谷　俊紀2555 愛知県ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝｷ

1時間58分01秒1366 浅井　健吾1267 愛知県ｱｻｲ ｹﾝｺﾞ

1時間58分01秒1367 田崎　幾代志2148 愛知県ﾀｻｷ ｷﾖｼ

1時間58分05秒1368 藤本　直樹2105 東近江市ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間58分05秒1369 松浦　圭吾1441 大阪府ﾏﾂｳﾗ ｹｲｺﾞ

1時間58分09秒1370 今井　淳也1201 奈良県ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間58分10秒1371 松田　良平1700 愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

1時間58分10秒1372 福井　忠明1668 愛知県ﾌｸｲ ﾀﾀﾞｱｷ

1時間58分10秒1373 土石川　誠司1418 愛知県ﾄｲｼｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ

1時間58分12秒1374 堀江　亮介733 愛知県ﾎﾘｴ ﾘｮｳｽｹ

1時間58分12秒1375 太田　武志1886 岐阜県ｵｵﾀ ﾀｹｼ

1時間58分12秒1376 楠本　敏夫957 奈良県ｸｽﾓﾄ ﾄｼｵ

1時間58分12秒1377 若木　徹1857 大阪府ﾜｶｷ ﾄｵﾙ

1時間58分13秒1378 串崎　尚史536 愛知県ｸｼｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ

1時間58分15秒1379 本郷　政樹1902 大津市ﾎﾝｺﾞｳ ﾏｻｷ

1時間58分19秒1380 吉岡　要2460 京都府ﾖｼｵｶ ｶﾅﾒ

1時間58分19秒1381 吉田　博史1422 大阪府ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間58分20秒1382 中脇　章雄1595 彦根市ﾅｶﾜｷ ｱｷｵ

1時間58分22秒1383 渕　敏幸2502 愛知県ﾌﾁ ﾄｼﾕｷ

1時間58分23秒1384 谷本　和登1624 京都府ﾀﾆﾓﾄ ｶｽﾞﾄ

1時間58分23秒1385 木次　祐介2687 和歌山県ｷﾂｷﾞ ﾕｳｽｹ

1時間58分23秒1386 藤川　隆1929 三重県ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶｼ

1時間58分24秒1387 清水　雅暢1567 奈良県ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

1時間58分26秒1388 居川　賢一1910 大津市ｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間58分27秒1389 山森　重成1672 近江八幡市ﾔﾏﾓﾘ ｼｹﾞﾅﾘ

1時間58分27秒1390 木地　善啓1972 大阪府ｷｼﾞ ﾖｼｱｷ

1時間58分28秒1391 大瀬　剛2028 大阪府ｵｵｾ ﾂﾖｼ

1時間58分28秒1392 脇谷　仁士1964 三重県ﾜｷﾀﾆ ﾋﾄｼ

1時間58分29秒1393 安福　力也1699 岐阜県ﾔｽﾌｸ ﾘｷﾔ

1時間58分29秒1394 打越　洋市944 岐阜県ｳﾁｺｼ ﾖｳｲﾁ

1時間58分30秒1395 加納　秀一963 大阪府ｶﾉｳ ｼｭｳｲﾁ

1時間58分30秒1396 山口　榮一1987 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ

1時間58分33秒1397 鈴木　一平2137 京都府ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ

1時間58分35秒1398 福本　裕1528 福井県ﾌｸﾓﾄ ﾕｳ

1時間58分35秒1399 佐藤　栄一570 大阪府ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ

1時間58分35秒1400 用害　崇生1170 京都府ﾖｳｶﾞｲ ﾀｶｵ
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1時間58分37秒1401 千代　誠2406 兵庫県ｾﾝﾀﾞｲ ﾏｺﾄ

1時間58分38秒1402 萱原　史朗1458 奈良県ｶﾔﾊﾗ ﾌﾐｵ

1時間58分38秒1403 久我　浩一2042 愛知県ｸｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間58分39秒1404 粟田　征樹3187 福井県ｱﾜﾀ ﾏｻｷ

1時間58分40秒1405 穐村　健一290 福井県ｱｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間58分44秒1406 野崎　保成2357 愛知県ﾉｻﾞｷ ﾔｽﾅﾘ

1時間58分44秒1407 谷本　真道2001 三重県ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾄﾞｳ

1時間58分44秒1408 宮本　尚明1025 京都府ﾐﾔﾓﾄ ﾋｻｱｷ

1時間58分45秒1409 橋本　篤史1856 大津市ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ

1時間58分46秒1410 尾賀　健太朗2377 近江八幡市ｵｶﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間58分47秒1411 渡邊　和吉2365 岐阜県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ

1時間58分48秒1412 松本　浩司417 大阪府ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間58分48秒1413 田中　奏吏1711 大阪府ﾀﾅｶ ｿｳｼﾞ

1時間58分49秒1414 小出　真丈3188 愛知県ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾀｹ

1時間58分49秒1415 岡本　樹3228 大阪府ｵｶﾓﾄ ｲﾂｷ

1時間58分51秒1416 田中　亮治1998 大阪府ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

1時間58分53秒1417 大西　健司2950 大阪府ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ

1時間58分54秒1418 高　容康27 大阪府ｺｳ ﾋﾛﾔｽ

1時間58分55秒1419 大塚　秀幸3226 岐阜県ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間58分56秒1420 長谷川　和久1374 三重県ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ

1時間58分57秒1421 篠田　祥希2734 岐阜県ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ

1時間58分57秒1422 礒嶌　仁喜1137 愛知郡ｲｿｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

1時間58分58秒1423 椎葉　政昭2757 愛知県ｼｲﾊﾞ ﾏｻｱｷ

1時間59分00秒1424 秀崎　俊白2131 千葉県ﾋﾃﾞｻｷ ﾄｼｼﾛ

1時間59分02秒1425 大野　和春1571 岐阜県ｵｵﾉ ｶｽﾞﾊﾙ

1時間59分03秒1426 中尾　浩1798 三重県ﾅｶｵ ﾋﾛｼ

1時間59分06秒1427 谷口　豊一1300 大津市ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間59分06秒1428 朝川　利光1754 愛知県ｱｻｶﾜ ﾄｼﾐﾂ

1時間59分07秒1429 稲田　雅則1653 京都府

1時間59分07秒1430 森　弘1446 愛知県ﾓﾘ ﾋﾛｼ

1時間59分07秒1431 槇　富士雄2057 大津市ﾏｷ ﾌｼﾞｵ

1時間59分11秒1432 本多　登1506 大津市ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間59分14秒1433 足立　貴志632 高島市ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ

1時間59分15秒1434 新井　隆1695 京都府ｱﾗｲ ﾀｶｼ

1時間59分16秒1435 築紫　博幸3096 福井県ﾁｸｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間59分19秒1436 土井　聡史3002 京都府ﾄﾞｲ ｻﾄｼ

1時間59分19秒1437 中野　志朗1690 愛知県ﾅｶﾉ ｼﾛｳ

1時間59分20秒1438 林　高弘1992 愛知県ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分23秒1439 吉田　康1124 守山市ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ

1時間59分23秒1440 西川　和宏1268 大阪府ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分26秒1441 栢木　利和977 京都府ｶﾔｷ ﾄｼｶｽﾞ

1時間59分27秒1442 西倉　邦浩3253 犬上郡ﾆｼｸﾗ ｸﾆﾋﾛ

1時間59分29秒1443 乃一　義仁415 犬上郡ﾉｲﾁ ﾖｼﾋﾄ

1時間59分29秒1444 田頭　恒太2745 大阪府ﾀｶﾞｼﾗ ｺｳﾀ

1時間59分31秒1445 眞野　光徳2233 大津市ﾏﾉ ﾐﾂﾉﾘ

1時間59分32秒1446 西口　究2272 福井県ﾆｼｸﾞﾁ ｷﾜﾑ

1時間59分32秒1447 田中　祥裕2273 福井県ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

1時間59分34秒1448 蟹江　勝巳2546 愛知県ｶﾆｴ ｶﾂﾐ

1時間59分36秒1449 八木　英樹93 京都府ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間59分38秒1450 徳田　安宏1589 岐阜県ﾄｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ
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主催:あざいお市マラソン実行委員会 

1時間59分38秒1451 宮元　義保1306 長浜市ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾔｽ

1時間59分38秒1452 宮川　貴1696 岐阜県ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶｼ

1時間59分40秒1453 樋口　圭一1735 大津市ﾋｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ

1時間59分42秒1454 中元　主税2540 奈良県ﾅｶﾓﾄ ﾁｶﾗ

1時間59分44秒1455 田中　伸佳2430 大阪府ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾖｼ

1時間59分47秒1456 山口　卓也1925 京都府ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ

1時間59分48秒1457 中嶋　将秀2570 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ

1時間59分49秒1458 南部　亮志2832 大阪府ﾅﾝﾌﾞ ﾘｮｳｼﾞ

1時間59分50秒1459 村尾　晶弘894 大阪府ﾑﾗｵ ｱｷﾋﾛ

1時間59分51秒1460 椎﨑　巧292 福井県ｼｲｻﾞｷ ｻﾄｼ

1時間59分51秒1461 田野　政樹1973 彦根市ﾀﾉ ﾏｻｷ

1時間59分52秒1462 藤居　弘昭1691 彦根市ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｱｷ

1時間59分57秒1463 藤原　健吾2608 愛知県ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ

1時間59分58秒1464 矢野　孝之1655 三重県ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ

2時間00分00秒1465 森田　健1488 大阪府ﾓﾘﾀ ｹﾝ

2時間00分01秒1466 中井　出1440 草津市ﾅｶｲ ｲｽﾞﾙ

2時間00分02秒1467 渡辺　久也1869 京都府ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾔ

2時間00分02秒1468 吉村　正義1394 奈良県ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾖｼ

2時間00分08秒1469 江畑　渉1971 彦根市ｴﾊﾞﾀ ﾜﾀﾙ

2時間00分08秒1470 村上　享嗣1393 彦根市ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ

2時間00分10秒1471 長谷川　新1875 東京都ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝ

2時間00分11秒1472 太井　健詞1707 大阪府ﾌﾄｲ ｹﾝｼﾞ

2時間00分11秒1473 山根　祐2661 愛知県ﾔﾏﾈ ﾕｳ

2時間00分13秒1474 松浦　慧2466 大津市ﾏﾂｳﾗ ｹｲ

2時間00分13秒1475 奥井　義彦392 長浜市ｵｸｲ ﾖｼﾋｺ

2時間00分14秒1476 岩嵜　和男974 長浜市ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ

2時間00分15秒1477 青井　邦彰2550 岐阜県ｱｵｲ ｸﾆｱｷ

2時間00分16秒1478 佐竹　清衛1279 愛知県ｻﾀｹ ｷﾖｴ

2時間00分16秒1479 西村　康成1502 奈良県ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ

2時間00分16秒1480 有馬　頼信1862 大阪府ｱﾘﾏ ﾖﾘﾉﾌﾞ

2時間00分17秒1481 浅野　正史1755 大阪府ｱｻﾉ ﾏｻｼ

2時間00分18秒1482 田中　真一郎2166 長浜市ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間00分19秒1483 三須　義直2646 愛知県ﾐｽ ﾖｼﾅｵ

2時間00分19秒1484 笹山　英樹1951 岐阜県ｻｻﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間00分20秒1485 岸村　誠2067 大津市ｷｼﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間00分21秒1486 熊本　達也2146 京都府ｸﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

2時間00分21秒1487 谷口　茂樹1298 野洲市ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ

2時間00分21秒1488 吉田　滋1769 愛知県ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間00分22秒1489 上田　浩史2108 大阪府ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間00分22秒1490 佐藤　進883 京都府ｻﾄｳ ｽｽﾑ

2時間00分24秒1491 松本　将英2021 大阪府ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ

2時間00分24秒1492 三枝　一輝986 彦根市ｻｴｸﾞｻ ｶﾂﾞｷ

2時間00分24秒1493 堀嵜　恒藏2017 愛知県ﾎﾘｻｷ ｺｳｿﾞｳ

2時間00分25秒1494 小室　潤平2467 愛知県ｺﾑﾛ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

2時間00分25秒1495 城川　潤二郎2790 野洲市ｷｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ

2時間00分25秒1496 海崎　裕輝1709 甲賀市ｳﾐｻﾞｷ ﾕｳｷ

2時間00分26秒1497 芦野　泰和1511 大阪府ｱｼﾉ ﾔｽｶｽﾞ

2時間00分26秒1498 安田　紘崇1449 岐阜県ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

2時間00分27秒1499 鈴木　清孝2386 愛知県ｽｽﾞｷ ｷﾖﾀｶ

2時間00分27秒1500 矢野　功一2600 愛知県ﾔﾉ ｺｳｲﾁ
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2時間00分29秒1501 脇坂　秀和594 長浜市ﾜｷｻｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間00分31秒1502 西村　吉昭2207 彦根市ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ

2時間00分31秒1503 加藤　英修2681 京都府ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

2時間00分31秒1504 西村　康一1977 大阪府ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

2時間00分32秒1505 城殿　智也1684 愛知県ｷﾄﾞﾉ ﾄﾓﾔ

2時間00分34秒1506 奥田　佳生1472 大阪府ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ

2時間00分34秒1507 西原　禎志2392 岡山県ﾆｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ

2時間00分38秒1508 中井　郁1521 大津市ﾅｶｲ ｶｵﾙ

2時間00分38秒1509 福本　務1375 甲賀市ﾌｸﾓﾄ ﾂﾄﾑ

2時間00分39秒1510 石黒　正生965 近江八幡市ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻｵ

2時間00分40秒1511 服部　好伸1473 大阪府ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ

2時間00分40秒1512 祖父江　伸匡1529 米原市ｿﾌｴ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間00分41秒1513 吉見　優太2082 大阪府ﾖｼﾐ ﾕｳﾀ

2時間00分43秒1514 森田　光佑1527 熊本県ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ

2時間00分45秒1515 佐藤　則之1280 京都府ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

2時間00分45秒1516 庄野　英夫1510 草津市ｼｮｳﾉ ﾋﾞﾃﾞｵ

2時間00分48秒1517 伊藤　康弘2196 愛知県ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

2時間00分49秒1518 倉岡　謙吉1346 京都府ｸﾗｵｶ ｹﾝｷﾁ

2時間00分50秒1519 林　哲司2554 岐阜県ﾊﾔｼ ﾃﾂｼﾞ

2時間00分53秒1520 田上　昭弘1431 熊本県ﾀﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ

2時間00分55秒1521 西山　純士3000 愛知県ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間00分56秒1522 佐々木　孝治1804 京都府ｻｻｷ ﾀｶﾊﾙ

2時間00分57秒1523 森田　俊二2817 蒲生郡ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｼﾞ

2時間00分58秒1524 原田　賢治1791 兵庫県ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間01分05秒1525 橋本　賢一475 静岡県ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

2時間01分06秒1526 前川　典美2543 大津市ﾏｴｶﾜ ﾉﾘﾖｼ

2時間01分13秒1527 河原　隆浩2747 大阪府ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

2時間01分14秒1528 櫛田　実2058 愛知県ｸｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ

2時間01分16秒1529 古川　昇1584 大阪府ﾌﾙｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ

2時間01分17秒1530 西村　隼人2630 蒲生郡ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ

2時間01分17秒1531 中村　いさお1427 草津市ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ

2時間01分18秒1532 濱田　淳2041 愛知県ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間01分19秒1533 池田　豊1962 大阪府ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ

2時間01分21秒1534 片桐　道善1205 岐阜県ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾁﾖｼ

2時間01分22秒1535 西村　佳央2465 草津市ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間01分22秒1536 酒井　孝元1687 三重県ｻｶｲ ﾀｶﾓﾄ

2時間01分23秒1537 今堀　道明1286 東近江市ｲﾏﾎﾘ ﾐﾁｱｷ

2時間01分23秒1538 西澤　一也2718 彦根市ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

2時間01分24秒1539 土屋　和敬1692 静岡県ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間01分29秒1540 井内　聡2047 京都府ｲｳﾁ ｻﾄｼ

2時間01分32秒1541 松田　滋1732 大津市ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間01分34秒1542 大野　雄一3013 愛知県ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁ

2時間01分34秒1543 佐藤　雄司1612 愛知県ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ

2時間01分34秒1544 坂本　雅人1620 岐阜県ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ

2時間01分37秒1545 阿部　清功1801 大阪府ｱﾍﾞ ｷﾖﾉﾘ

2時間01分37秒1546 後藤　裕希2280 草津市ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

2時間01分41秒1547 村上　正彦1730 草津市ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ

2時間01分42秒1548 加藤　佳史1736 三重県ｶﾄｳ ﾖｼﾌﾐ

2時間01分42秒1549 藤原　俊輔2629 東近江市ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ

2時間01分43秒1550 尾崎　栄治1826 近江八幡市ｵｻﾞｷ ｴｲｼﾞ
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2時間01分43秒1551 五十棲　裕一2566 京都府ｲｿｽﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間01分44秒1552 藤原　裕史2183 大阪府ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ

2時間01分45秒1553 杵川　洋一1850 大津市ｷﾈｶﾜ ﾖｳｲﾁ

2時間01分46秒1554 有麻　修二1607 京都府ｱﾘﾏ ｼｭｳｼﾞ

2時間01分47秒1555 安藤　基樹1160 岐阜県ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ

2時間01分47秒1556 坪山　達司2635 岐阜県ﾂﾎﾞﾔﾏ ﾀﾂｼ

2時間01分48秒1557 北田　光義2402 草津市ｷﾀﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ

2時間01分51秒1558 幸田　亘弘2000 大阪府ｺｳﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間01分51秒1559 澤田　尚希1332 愛知県ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間01分53秒1560 藤川　義則1632 大津市ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

2時間01分53秒1561 周木　克典2020 奈良県ｼｭｳｷ ｶﾂﾉﾘ

2時間01分56秒1562 左々　憲治2135 京都府ｻｻ ｹﾝｼﾞ

2時間01分57秒1563 柴山　俊彦1411 愛知県ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼﾋｺ

2時間01分58秒1564 田中　博美1781 草津市ﾀﾅｶ ﾋﾛﾖｼ

2時間01分59秒1565 上田　泰之1864 大阪府ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾕｷ

2時間02分00秒1566 川田　雄康2185 富山県ｶﾜﾀ ﾕｳｺｳ

2時間02分01秒1567 八代田　真人2485 岐阜県ﾔﾖﾀ ﾏｻﾄ

2時間02分01秒1568 田中　信吾2007 三重県ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

2時間02分01秒1569 若原　昭広2303 岐阜県ﾜｶﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

2時間02分06秒1570 溝畑　治樹2670 甲賀市ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ

2時間02分07秒1571 森　三知男2484 愛知県ﾓﾘ ﾐﾁｵ

2時間02分08秒1572 松田　秀明1482 京都府ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間02分09秒1573 高石　亮太1543 大津市ﾀｶｲｼ ﾘｮｳﾀ

2時間02分09秒1574 美根　拓馬1816 愛知県ﾐﾈ ﾀｸﾏ

2時間02分10秒1575 岩瀬　潤司1075 兵庫県ｲﾜｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間02分11秒1576 中野　勝1512 大津市ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ

2時間02分12秒1577 細木　繁樹566 大阪府ﾎｿｷ ｼｹﾞｷ

2時間02分12秒1578 小出　恭裕1348 愛知県ｺｲﾃﾞ ﾔｽﾋﾛ

2時間02分12秒1579 辻　将志1959 近江八幡市ﾂｼﾞ ｼｮｳｼﾞ

2時間02分12秒1580 郡司　恵太1405 愛知県ｸﾞﾝｼﾞ ｹｲﾀ

2時間02分15秒1581 岩井　誠一2435 岐阜県ｲﾜｲ ｾｲｲﾁ

2時間02分15秒1582 坂東　誠吾1944 草津市ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲｺﾞ

2時間02分17秒1583 馬場　雅樹2589 愛知県ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｷ

2時間02分17秒1584 金津　隆司2157 三重県ｶﾅﾂﾞ ﾀｶｼ

2時間02分17秒1585 長谷部　稔1420 栗東市ﾊｾﾍﾞ ﾐﾉﾙ

2時間02分22秒1586 大野　逸平2133 愛知県ｵｵﾉ ｲｯﾍﾟｲ

2時間02分24秒1587 伊部　正樹1734 福井県ｲﾍﾞ ﾏｻｷ

2時間02分24秒1588 加藤　哲哉1626 岐阜県ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ

2時間02分25秒1589 杉田　晃一2351 彦根市ｽｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ

2時間02分27秒1590 小松　由治1566 大津市ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ

2時間02分31秒1591 速水　一生2177 長浜市ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｷ

2時間02分33秒1592 平下　慎一郎2120 岐阜県ﾋﾗｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間02分33秒1593 和田　健治2754 三重県ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間02分34秒1594 丸岡　照幸2056 大津市ﾏﾙｵｶ ﾃﾙﾕｷ

2時間02分34秒1595 松本　直1985 栗東市ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分36秒1596 高橋　俊浩2025 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ

2時間02分37秒1597 坂東　薫2094 福井県ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ

2時間02分39秒1598 大山　但2578 大津市ｵｵﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ

2時間02分40秒1599 大幡　正融2341 草津市ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾐﾁ

2時間02分41秒1600 富山　法伴1083 大阪府ﾄﾐﾔﾏ ﾉﾘﾄﾓ
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2時間02分42秒1601 山口　航洋2031 野洲市ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾖｳ

2時間02分45秒1602 川人　紀彦1266 兵庫県ｶﾜﾋﾄ ﾉﾘﾋｺ

2時間02分45秒1603 辻口　雅人1970 大津市ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

2時間02分46秒1604 古澤　篤3250 福井県ﾌﾙｻﾜ ｱﾂｼ

2時間02分53秒1605 古谷　修2162 三重県ﾌﾙﾀﾆ ｵｻﾑ

2時間02分54秒1606 内藤　智樹830 大阪府ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ

2時間02分54秒1607 メッセンジャーザッカリー　マ1361 米原市ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰｻﾞｯｶﾘｰ ﾏｲｹﾙ

2時間02分55秒1608 葉山　康司1550 愛知県ﾊﾔﾏ ｺｳｼﾞ

2時間02分55秒1609 今村　宏治2395 甲賀市ｲﾏﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2時間02分55秒1610 加藤　武志2072 大阪府ｶﾄｳ ﾀｹｼ

2時間02分56秒1611 間瀬　敬三1605 愛知県ﾏｾ ｹｲｿﾞｳ

2時間02分56秒1612 紀田　擁軍1133 兵庫県ｷﾀﾞ ﾖｳｸﾞﾝ

2時間02分57秒1613 溝上　隆英1415 大阪府ﾐｿﾞｶﾐ ﾀｶﾋﾃﾞ

2時間02分58秒1614 吉田　敏昭2203 大阪府ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ

2時間03分01秒1615 中前　貴2558 京都府ﾅｶﾏｴ ﾀｶｼ

2時間03分01秒1616 山本　等2464 京都府ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ

2時間03分02秒1617 八田　正次2490 大津市ﾊｯﾀ ｼｮｳｼﾞ

2時間03分03秒1618 松岡　智広2390 大津市ﾏﾂｵｶ ﾄﾓﾋﾛ

2時間03分04秒1619 勝部　重文2081 守山市ｶﾂﾍﾞ ｼｹﾞﾌﾐ

2時間03分04秒1620 山口　清1639 長浜市ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ

2時間03分05秒1621 副島　隆義1703 京都府ｿｴｼﾞﾏ ﾀｶﾖｼ

2時間03分06秒1622 杉山　恵一1914 愛知県ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁ

2時間03分06秒1623 中井　克明1104 三重県ﾅｶｲ ｶﾂｱｷ

2時間03分07秒1624 上甲　一男1996 大津市ｼﾞｮｳｺｳ ｶｽﾞｵ

2時間03分08秒1625 江原　一幸970 愛知県ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

2時間03分09秒1626 千田　浩之1974 大津市ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間03分10秒1627 影山　裕章1957 犬上郡ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

2時間03分11秒1628 松村　勝弘2271 長浜市ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ

2時間03分11秒1629 松本　晃一1941 兵庫県ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ

2時間03分12秒1630 木戸　照雄1952 京都府ｷﾄﾞ ﾃﾙｵ

2時間03分17秒1631 松田　優一2918 大阪府ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間03分20秒1632 森崎　隆司3166 愛知県ﾓﾘｻｷ ﾘｭｳｼﾞ

2時間03分20秒1633 伊藤　徹也2296 大津市ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ

2時間03分22秒1634 梅井　信行2243 野洲市ｳﾒｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間03分23秒1635 福田　健2452 鳥取県ﾌｸﾀ ﾀｹｼ

2時間03分24秒1636 後藤　徹1636 岐阜県ｺﾞﾄｳ ﾄｵﾙ

2時間03分24秒1637 黒田　祐介2590 大阪府ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間03分29秒1638 泥　順彦1500 京都府ﾅｽﾞﾐ ﾖｼﾋｺ

2時間03分29秒1639 石田　成且1840 岐阜県ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｶﾂ

2時間03分30秒1640 高橋　徹1469 埼玉県ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

2時間03分30秒1641 松本　行治1434 京都府ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾊﾙ

2時間03分33秒1642 新田　正人3184 大阪府ﾆｯﾀ ﾏｻﾄ

2時間03分35秒1643 生田　展一1706 愛知県ｲｸﾀ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

2時間03分35秒1644 角矢　誠一郎1784 大阪府ｶｸﾔ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間03分36秒1645 今井　利通1763 兵庫県ｲﾏｲ ﾄｼﾐﾁ

2時間03分40秒1646 藤本　たつお2095 大阪府ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ

2時間03分40秒1647 藤岡　敏式1824 大津市ﾌｼﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ

2時間03分42秒1648 山西　悠也2447 愛知県ﾔﾏﾆｼ ﾕｳﾔ

2時間03分42秒1649 波賀野　雅司1120 岐阜県ﾊｶﾞﾉ ﾏｻｼ

2時間03分45秒1650 前田　恭伸2504 京都府ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ
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2時間03分45秒1651 箕浦　吉弘2116 米原市ﾐﾉｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間03分46秒1652 高井　芳寛1629 石川県ﾀｶｲ ﾖｼﾋﾛ

2時間03分47秒1653 山水　康平1897 大津市ﾔﾏﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ

2時間03分48秒1654 鈴木　正春2648 長浜市ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ

2時間03分49秒1655 高田　球1609 大津市ﾀｶﾀﾞ ｷｭｳ

2時間03分52秒1656 桑原　義明1382 岐阜県ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ

2時間03分52秒1657 淀川　正弘2213 草津市ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間03分52秒1658 中澤　正幸1656 近江八幡市ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

2時間03分55秒1659 西田　達夫1773 三重県ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂｵ

2時間03分55秒1660 川崎　真治1915 大阪府ｶﾜｻｷ ｼﾝｼﾞ

2時間03分55秒1661 前田　真郎2026 京都府ﾏｴﾀﾞ ﾏｻｵ

2時間03分57秒1662 渡邊　雄一1725 彦根市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間03分57秒1663 粕渕　昇1046 米原市ｶｽﾌﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ

2時間04分00秒1664 小関　祥二2729 大阪府ｺｾｷ ｼｮｳｼﾞ

2時間04分01秒1665 齋藤　望1577 草津市ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ

2時間04分03秒1666 村田　直史2281 大阪府ﾑﾗﾀ ﾅｵﾌﾐ

2時間04分05秒1667 奥田　兆映1789 大阪府ｵｸﾀﾞ ﾁｮｳｴｲ

2時間04分07秒1668 踞尾　卓2440 大津市ﾂｸｵ ｽｸﾞﾙ

2時間04分07秒1669 竹山　勝則2442 彦根市ﾔｹﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ

2時間04分07秒1670 中西　賢次2208 彦根市ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ

2時間04分12秒1671 高橋　秀之1956 大津市ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間04分14秒1672 チャートン　ポール3185 京都府ﾁｬｰﾄﾝ ﾎﾟｰﾙ

2時間04分16秒1673 今尾　幸造2387 大阪府ｲﾏｵ ｺｳｿﾞｳ

2時間04分19秒1674 田中　幹夫1295 米原市ﾀﾅｶ ﾐｷｵ

2時間04分20秒1675 太井　洋実1314 大阪府ﾌﾄｲ ﾋﾛﾐ

2時間04分20秒1676 神山　鈴生1139 京都府ｶﾐﾔﾏ ｽｽﾞｵ

2時間04分21秒1677 亀井　仁志1630 大阪府ｶﾒｲ ﾋﾄｼ

2時間04分21秒1678 深堀　雄蔵1613 福岡県ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｿﾞｳ

2時間04分24秒1679 牛島　光章1621 大阪府ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂｱｷ

2時間04分25秒1680 秋吉　伸二2136 三重県ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ

2時間04分26秒1681 水越　幸男1421 愛知県ﾐｽﾞｺｼ ﾕｷｵ

2時間04分26秒1682 西岡　裕幸1919 兵庫県ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間04分26秒1683 山本　誠司2174 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ

2時間04分27秒1684 菊田　文明1641 三重県ｷｸﾀ ﾌﾐｱｷ

2時間04分29秒1685 石田　宏1997 愛知県ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間04分30秒1686 後藤　師一2102 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ

2時間04分30秒1687 大津　孝1851 愛知県ｵｵﾂ ﾀｶｼ

2時間04分31秒1688 古田　憲司1464 岐阜県ﾌﾙﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間04分32秒1689 谷本　義明1050 兵庫県ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｱｷ

2時間04分34秒1690 三輪　和弥2250 長浜市ﾐﾜ ｶｽﾞﾔ

2時間04分36秒1691 宮田　賢治1993 愛知県ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ

2時間04分36秒1692 芳野　祐一郎1832 大阪府ﾖｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間04分37秒1693 山田　豊2123 京都府ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ

2時間04分37秒1694 南木　隆1002 和歌山県ﾅﾝｷ ﾀｶｼ

2時間04分38秒1695 井ノ口　健462 愛知県ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

2時間04分40秒1696 太田　善久1841 愛知県ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ

2時間04分41秒1697 滝花　郁男1728 京都府ﾀｷﾊﾅ ｲｸｵ

2時間04分41秒1698 中村　寛2066 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間04分42秒1699 小川　潤1603 大阪府ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

2時間04分44秒1700 呉　起1178 愛知県ｳｰ ﾁｰ
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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 

2時間04分47秒1701 岩谷　律和3142 愛知県ｲﾜﾀﾆ ﾉﾘｶｽﾞ

2時間04分47秒1702 川田　弘1981 岐阜県ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2時間04分49秒1703 青木　直2262 兵庫県ｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ

2時間04分50秒1704 原口　久輝1277 大津市ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋｻﾃﾙ

2時間04分51秒1705 村原　洋幸1259 大阪府ﾑﾗﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間04分51秒1706 しげかず　ないとう2130 岐阜県ｼｹﾞｶｽﾞ ﾅｲﾄｳ

2時間04分52秒1707 阿部　雅彦2803 愛知県ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間04分52秒1708 伊藤　航2257 愛知県ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ

2時間04分54秒1709 上原　英誉2121 大阪府ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞﾖ

2時間04分56秒1710 橋本　修938 京都府ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ

2時間04分56秒1711 小森　政彰2636 京都府ｺﾓﾘ ﾏｻｱｷ

2時間04分57秒1712 瀬川　功1982 愛知郡ｾｶﾞﾜ ｲｻｵ

2時間04分58秒1713 南口　浩世2611 和歌山県ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ｺｳｾｲ

2時間04分59秒1714 神田　厚2195 愛知県ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間05分01秒1715 前橋　敏晴1465 大阪府ﾏｴﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

2時間05分01秒1716 吉田　勝己1442 近江八幡市ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾐ

2時間05分02秒1717 松宮　徳燮2163 奈良県ﾏﾂﾐﾔ ﾄｸｾﾌ

2時間05分05秒1718 高橋　宏孝2360 愛知郡ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｶ

2時間05分06秒1719 河南　泰広2110 草津市ｶﾜﾐﾅﾐ ﾔｽﾋﾛ

2時間05分09秒1720 吉川　絢介2295 米原市ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ

2時間05分09秒1721 吉岡　毅1504 奈良県ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ

2時間05分11秒1722 平工　善紀900 奈良県ﾋﾗｸ ﾖｼﾉﾘ

2時間05分11秒1723 中野　嘉典2397 栗東市ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ

2時間05分14秒1724 三上　享1552 湖南市ﾐｶﾐ ﾀｶｼ

2時間05分15秒1725 興津　正明2415 米原市ｵｷﾂ ﾏｻｱｷ

2時間05分16秒1726 大塚　克朗2523 愛知県ｵｵﾂｶ ｶﾂｱｷ

2時間05分23秒1727 森本　敏弘1874 兵庫県ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ

2時間05分24秒1728 横手　辰美1289 奈良県ﾖｺﾃ ﾀﾂﾐ

2時間05分24秒1729 岡本　卓也2181 大津市ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

2時間05分30秒1730 安島　千裕2003 東京都ｱｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ

2時間05分31秒1731 清水　正之3008 米原市ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間05分32秒1732 中石　和彦2086 兵庫県ﾅｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ

2時間05分34秒1733 吉田　和史1633 大阪府ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ

2時間05分34秒1734 平野　創1330 岐阜県ﾋﾗﾉ ﾊｼﾞﾒ

2時間05分36秒1735 八尾　尚樹2459 草津市ﾔｵ ﾅｵｷ

2時間05分38秒1736 関　弘一3026 彦根市ｾｷ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間05分39秒1737 船橋　征嗣2975 愛知県ﾌﾅﾊｼ ｾｲｼﾞ

2時間05分42秒1738 小田　裕史2739 守山市ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間05分44秒1739 谷垣　昌典1983 岐阜県ﾀﾆｶﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

2時間05分46秒1740 加藤　幹将1568 愛知県ｶﾄｳ ﾐｷﾏｻ

2時間05分48秒1741 山田　秀治2248 長浜市ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

2時間05分48秒1742 坂井　亙2643 大阪府ｻｶｲ ﾜﾀﾙ

2時間05分49秒1743 鈴木　正記1619 大阪府ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ

2時間05分49秒1744 小川　浩司1291 長浜市ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

2時間05分50秒1745 福冨　伊浩1406 大阪府ﾌｸﾄﾐ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間05分51秒1746 藤村　佳憲2126 京都府ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

2時間05分52秒1747 石井　勉1253 奈良県ｲｼｲ ﾂﾄﾑ

2時間05分52秒1748 宮川　勉2279 大阪府ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ

2時間05分53秒1749 高木　健也2613 福井県ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾔ

2時間05分53秒1750 福永　洋二3286 長浜市ﾌｸﾅｶﾞ ﾖｳｼﾞ
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主催:あざいお市マラソン実行委員会 

2時間05分54秒1751 小林　拓也2044 三重県ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

2時間05分58秒1752 栗田　元治2040 大津市ｸﾘﾀ ﾓﾄﾊﾙ

2時間05分59秒1753 津村　幸夫1710 京都府ﾂﾑﾗ ﾕｷｵ

2時間06分00秒1754 井上　隆司2349 京都府ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ

2時間06分03秒1755 加藤　喜基2006 岐阜県ｶﾄｳ ﾖｼﾓﾄ

2時間06分07秒1756 三村　径太2373 近江八幡市ﾐﾑﾗ ｹｲﾀ

2時間06分08秒1757 花木　誠彦2738 岐阜県ﾊﾅｷ ﾏｻﾋｺ

2時間06分11秒1758 河野　一郎2798 愛知県ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ

2時間06分13秒1759 井村　貴富1868 京都府ｲﾑﾗ ﾀｶﾄﾐ

2時間06分14秒1760 二村　正巳1701 愛知県ﾆﾑﾗ ﾏｻﾐ

2時間06分15秒1761 西川　嘉洋1954 大阪府ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間06分15秒1762 松本　敏明219 京都府ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｱｷ

2時間06分16秒1763 北橋　初1560 京都府ｷﾀﾊｼ ﾊｼﾞﾒ

2時間06分17秒1764 小林　賢一郎3294 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2時間06分17秒1765 中嶋　耕一3203 大阪府ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

2時間06分20秒1766 塚田　健夫2018 埼玉県ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｵ

2時間06分21秒1767 山内　智雄1931 愛知県ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｵ

2時間06分22秒1768 吉村　直樹2822 愛知県ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ

2時間06分22秒1769 池谷　泰彰2640 兵庫県ｲｹﾀﾆ ﾔｽｱｷ

2時間06分27秒1770 植田　靖史2064 栗東市ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間06分28秒1771 岩島　基樹2251 米原市ｲﾜｼﾏ ﾓﾄｷ

2時間06分28秒1772 山本　信治1806 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾊﾙ

2時間06分30秒1773 宮崎　洋光2101 兵庫県ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ

2時間06分31秒1774 岩井　克良1820 岐阜県ｲﾜｲ ｶﾂﾖｼ

2時間06分32秒1775 野田　文隆1893 京都府ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ

2時間06分32秒1776 森野　健太2593 大阪府ﾓﾘﾉ ｹﾝﾀ

2時間06分34秒1777 戸田　展史2787 大阪府ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

2時間06分34秒1778 岡　政徳1126 甲賀市ｵｶ ﾏｻﾉﾘ

2時間06分34秒1779 大西　博2080 大阪府ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ

2時間06分34秒1780 西川　誠一3140 福井県ﾆｼｶﾜ ｾｲｲﾁ

2時間06分36秒1781 谷　賢二1654 草津市ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

2時間06分36秒1782 廣瀬　直正1578 愛知県ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ

2時間06分38秒1783 伏木　社司1356 長浜市ﾌｼｷ ﾀｶｼ

2時間06分41秒1784 田中　審1792 東京都ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

2時間06分42秒1785 香川　利明2680 大阪府ｶｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ

2時間06分42秒1786 成尾　卓治2755 東近江市ﾅﾙｵ ﾀｸｼﾞ

2時間06分43秒1787 林　賢司2912 岐阜県ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ

2時間06分43秒1788 上林　樹1723 彦根市ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ

2時間06分43秒1789 中村　真人3003 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ

2時間06分44秒1790 杉原　慶光3189 愛知県ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ

2時間06分44秒1791 鈴木　浩夫2225 岐阜県ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵ

2時間06分45秒1792 増田　清和780 福井県ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ

2時間06分47秒1793 松山　信三1031 大阪府ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ

2時間06分47秒1794 田中　淳史1783 甲賀市ﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間06分48秒1795 山本　直樹3214 彦根市ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間06分49秒1796 井上　忠雄2164 兵庫県ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｵ

2時間06分50秒1797 清水　誠2701 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ

2時間06分50秒1798 近澤　清隆1610 奈良県ﾁｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ

2時間06分54秒1799 篠田　克洋2061 兵庫県ｼﾉﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

2時間06分54秒1800 高橋　和孝2159 岐阜県ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾀｶ
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2時間06分55秒1801 沓名　伸雄2231 京都府ｸﾂﾅ ﾉﾌﾞｵ

2時間06分58秒1802 蛭川　正明1579 三重県ﾋﾙｶﾜ ﾏｻｱｷ

2時間06分59秒1803 松井　昌弘3275 奈良県ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間07分00秒1804 中曽称　幸弘2448 大阪府ﾅｶｿﾈ ﾕｷﾋﾛ

2時間07分00秒1805 福岡　裕基1284 大阪府ﾌｸｵｶ ﾋﾛｷ

2時間07分02秒1806 北川　憲治1657 愛知県ｷﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間07分04秒1807 清水　祐2507 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾀｽｸ

2時間07分05秒1808 石田　幸光3120 愛知県ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾐﾂ

2時間07分06秒1809 下村　篤史2659 三重県ｼﾓﾑﾗ ｱﾂｼ

2時間07分08秒1810 大久保　弘史2658 京都府ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ

2時間07分08秒1811 小畑　乗二2781 岐阜県ｵﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ

2時間07分09秒1812 木村　信幸2409 岐阜県ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間07分11秒1813 横田　源一郎2322 長浜市ﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

2時間07分12秒1814 島津　英基542 愛知県ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ

2時間07分12秒1815 森下　秀彦555 愛知県ﾓﾘｼﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間07分13秒1816 幡野　裕幸2482 愛知県ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分15秒1817 辰己　雅一2283 奈良県ﾀﾂﾐ ﾏｻｶｽﾞ

2時間07分15秒1818 太田　広大2843 奈良県ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ

2時間07分19秒1819 佐名　博己2051 長浜市ｻﾅ ﾋﾛﾐ

2時間07分19秒1820 樋口　秀一2339 京都府ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間07分19秒1821 瀧上　正昭2686 長浜市ﾀｷｶﾞﾐ ﾏｻｱｷ

2時間07分21秒1822 脇坂　謙斗2597 長浜市ﾜｷｻﾞｶ ｹﾝﾄ

2時間07分22秒1823 尾西　健一1702 大阪府ｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ

2時間07分24秒1824 石田　裕貴1304 愛知県ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

2時間07分24秒1825 川窪　伸光3108 岐阜県ｶﾜｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾐﾂ

2時間07分27秒1826 野口　直樹2096 大津市ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ

2時間07分29秒1827 後藤　泰彦1817 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ

2時間07分30秒1828 石井　孝治2265 近江八幡市ｲｼｲ ｺｳｼﾞ

2時間07分30秒1829 成田　ジュン2563 愛知県ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ

2時間07分32秒1830 赤塚　等978 大津市ｱｶﾂｶ ﾋﾄｼ

2時間07分32秒1831 上田　周一2987 兵庫県ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間07分35秒1832 林　康仁2431 岐阜県ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ

2時間07分36秒1833 小島　隆司2703 愛知県ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ

2時間07分39秒1834 南出　真1938 大阪府ﾐﾅﾐﾃﾞ ｼﾝ

2時間07分42秒1835 酒向　隆司1833 岐阜県ｻｺｳ ﾘｭｳｼﾞ

2時間07分44秒1836 上田　邦広1648 愛知県ｳｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

2時間07分46秒1837 田尾　知久2299 長浜市ﾀｵ ﾄﾓﾋｻ

2時間07分48秒1838 佐和　達児3114 京都府ｻﾜ ﾀﾂｼﾞ

2時間07分50秒1839 堀尾　龍久2853 彦根市ﾎﾘｵ ﾀﾂﾋｻ

2時間07分51秒1840 本村　茂樹2904 彦根市ﾓﾄﾑﾗ ｼｹﾞｷ

2時間07分53秒1841 山本　隆1744 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間07分54秒1842 金田　将司584 京都府ｶﾈﾀﾞ ﾏｻｼ

2時間07分55秒1843 矢尾　和三2423 大阪府ﾔｵ ｶｽﾞﾐ

2時間07分56秒1844 大橋　弘和259 岐阜県ｵｵﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間07分58秒1845 早尾　太輔3276 福岡県ﾊﾔｵ ﾀﾞｲｽｹ

2時間07分59秒1846 新井　速男1779 三重県ｱﾗｲ ﾊﾔｵ

2時間07分59秒1847 斉川　勝規2610 福井県ｻｲｶﾜ ｶﾂﾉﾘ

2時間08分01秒1848 三輪　昌弘1787 東近江市ﾐﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間08分02秒1849 大島　領太1740 愛知県ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀ

2時間08分02秒1850 菅原　俊一2331 愛知県ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼｶｽﾞ
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スタート： 10:15:00

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 

2時間08分04秒1851 三木　省三1865 京都府ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間08分04秒1852 山田　友彦1384 彦根市ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ

2時間08分06秒1853 大矢場　敏幸2245 福井県ｵｵﾔﾊﾞ ﾄｼﾕｷ

2時間08分07秒1854 水野　正志1805 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ

2時間08分08秒1855 石地　博之769 大津市ｲｼｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間08分09秒1856 長瀬　昇1905 三重県ﾅｶﾞｾ ﾉﾎﾞﾙ

2時間08分13秒1857 坂口　敏昭2024 三重県ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ

2時間08分13秒1858 寺尾　誠司3186 大阪府ﾃﾗｵ ｾｲｼﾞ

2時間08分14秒1859 瀬川　晃2009 大阪府ｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ

2時間08分17秒1860 番匠　信一2939 大阪府ﾊﾞﾝｼｮｳ ｼﾝｲﾁ

2時間08分19秒1861 相崎　圭史2456 岐阜県ｱｲｻﾞｷ ｹｲｼ

2時間08分20秒1862 大野　雅章1276 奈良県ｵｵﾉ ﾏｻｱｷ

2時間08分23秒1863 太田　隆之1096 野洲市ｵｵﾀ ﾀｶﾕｷ

2時間08分25秒1864 高橋　稔2033 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

2時間08分26秒1865 上野　淳一郎2573 守山市ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

2時間08分28秒1866 洞林　市也581 京都府ﾄﾞｳﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾔ

2時間08分29秒1867 春田　真人2160 石川県ﾊﾙﾀ ﾏｻﾄ

2時間08分31秒1868 伊藤　裕章2694 愛知県ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

2時間08分33秒1869 野村　裕二郎2604 福井県ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2時間08分33秒1870 山下　裕久2607 福井県ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋｻ

2時間08分34秒1871 西村　大亮3089 近江八幡市ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

2時間08分35秒1872 村川　善浩1729 大津市ﾑﾗｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間08分35秒1873 林　龍一2008 愛知郡ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ

2時間08分39秒1874 太田　善久1896 島根県ｵｵﾀ ﾖｼﾋｻ

2時間08分40秒1875 柴田　大輔2014 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ

2時間08分43秒1876 山香　正和1245 大阪府ﾔﾏｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間08分44秒1877 佐々木　廣美2710 大阪府ｻｻｷ ﾋﾛﾐ

2時間08分45秒1878 田中　俊成2626 野洲市ﾀﾅｶ ﾄｼﾅﾘ

2時間08分46秒1879 奥山　祥生590 野洲市ｵｸﾔﾏ ｼｮｳｷ

2時間08分50秒1880 伊藤　敏彦2154 愛知県ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ

2時間08分52秒1881 生嶋　信哉2941 奈良県ｲｸｼﾏ ｼﾝﾔ

2時間08分54秒1882 馬場　健夫2428 草津市ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾀｹｵ

2時間08分57秒1883 近藤　正也1860 長浜市ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

2時間08分58秒1884 渡辺　靖明2469 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ

2時間08分59秒1885 高木　健太郎1526 岐阜県ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間08分59秒1886 井上　実2062 岐阜県ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ

2時間09分03秒1887 志田　嗣行2132 愛知県ｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾕｷ

2時間09分08秒1888 原田　茂彦1945 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾋｺ

2時間09分09秒1889 大西　政章2421 栗東市ｵｵﾆｼ ﾏｻｱｷ

2時間09分10秒1890 茂森　直樹2230 米原市ｼｹﾞﾓﾘ ﾅｵｷ

2時間09分12秒1891 佐藤　剛二1417 京都府ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

2時間09分13秒1892 京谷　昌彦2809 長浜市ｷｮｳﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

2時間09分17秒1893 笠原　克己1878 高島市ｶｻﾊﾗ ｶﾂﾐ

2時間09分17秒1894 鈴木　拓也3235 長浜市ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ

2時間09分17秒1895 鈴木　達也2463 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

2時間09分19秒1896 梶浦　英雄2089 愛知県ｶｼﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｵ

2時間09分20秒1897 木村　誠1965 京都府ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間09分23秒1898 毛利　元信1689 三重県ﾓｳﾘ ｹﾞﾝｼﾝ

2時間09分24秒1899 押野谷　実1403 石川県ｵｼﾉﾔ ﾐﾉﾙ

2時間09分26秒1900 市原　吉宏2699 岐阜県ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 2018長浜市あざいお市マラソン -

ハーフ一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/10/7

スタート： 10:15:00

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 

2時間09分28秒1901 伊集院　琢磨231 愛知県ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｸﾏ

2時間09分29秒1902 後藤　淳1368 岐阜県ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2時間09分30秒1903 山中　健治1547 岐阜県ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間09分31秒1904 杉本　慎一1822 甲賀市ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁ

2時間09分35秒1905 宮地　和也1380 愛知県ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ

2時間09分35秒1906 川邉　浩史2290 大阪府ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛｼ

2時間09分36秒1907 宮本　賢次1082 大阪府ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

2時間09分37秒1908 山本　博巳1881 兵庫県ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐ

2時間09分39秒1909 小西　正清2085 近江八幡市ｺﾆｼ ﾏｻｷﾖ

2時間09分39秒1910 今井　義尚2043 近江八幡市ｲﾏｲ ﾖｼﾅﾘ

2時間09分41秒1911 中川　純人2577 兵庫県ﾅｶｶﾞﾜ ｽﾐﾄ

2時間09分42秒1912 奥手　亨2324 長浜市ｵｸﾃ ﾄｵﾙ

2時間09分43秒1913 小山内　俊二2877 京都府ｵｻﾅｲ ｼｭﾝｼﾞ

2時間09分46秒1914 藤本　義明3258 大阪府ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼｱｷ

2時間09分47秒1915 大橋　典文2241 岐阜県ｵｵﾊｼ ﾉﾘﾌﾐ

2時間09分48秒1916 楠井　隆2868 米原市ｸｽｲ ﾀｶｼ

2時間09分49秒1917 野口　秀行1594 彦根市ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間09分52秒1918 寺田　豊1312 草津市ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ

2時間09分53秒1919 堂本　晃平1848 大阪府ﾄﾞｳﾓﾄ ｺｳﾍｲ

2時間09分53秒1920 横山　公史2292 長浜市ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間09分53秒1921 大橋　行男2184 大阪府ｵｵﾊｼ ｲｸｵ

2時間09分57秒1922 泉　綜真3062 兵庫県ｲｽﾞﾐ ｿｳﾏ

2時間09分57秒1923 北山　大作3022 京都府ｷﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｻｸ

2時間09分57秒1924 野田　倫孝2751 米原市ﾉﾀﾞ ﾐﾁﾀｶ

2時間09分57秒1925 飯田　義仁1562 岐阜県ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ

2時間10分01秒1926 竹内　豊2368 彦根市ﾀｹｳﾁ ﾕﾀｶ

2時間10分01秒1927 高野　公孝1537 愛知郡ﾀｶﾉ ｷﾐﾀｶ

2時間10分01秒1928 国領　宏幸2436 大阪府ｺｸﾘｮｳ ﾋﾛﾕｷ

2時間10分02秒1929 鈴木　洋司1311 愛知県ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

2時間10分04秒1930 豊田　典浩1676 愛知県ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾋﾛ

2時間10分04秒1931 森　輝明2925 京都府ﾓﾘ ﾃﾙｱｷ

2時間10分05秒1932 長原　一博2084 大津市ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間10分07秒1933 小川　昌哲2708 兵庫県ｵｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

2時間10分09秒1934 藤野　豊2298 東京都ﾌｼﾞﾉ ﾕﾀｶ

2時間10分14秒1935 杉本　貴昭2684 兵庫県ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ

2時間10分18秒1936 西川　拓究1724 彦根市ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ

2時間10分18秒1937 伊藤　智2270 愛知県ｲﾄｳ ｻﾄｼ

2時間10分20秒1938 平井　義人1214 大阪府ﾋﾗｲ ﾖｼﾄ

2時間10分23秒1939 小出　健太2673 愛知県ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀ

2時間10分23秒1940 西村　憲一1143 彦根市ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

2時間10分25秒1941 城下　要1316 大阪府ｼﾞｮｳｼﾀ ｶﾅﾒ

2時間10分26秒1942 尾関　功次2205 愛知県ｵｾﾞｷ ｺｳｼﾞ

2時間10分27秒1943 中条　久人479 福井県ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋｻﾄ

2時間10分27秒1944 小出　篤志1785 長浜市ｺｲﾃﾞ ｱﾂｼ

2時間10分31秒1945 苅谷　弘志1803 近江八幡市ｶﾘﾔ ﾋﾛｼ

2時間10分31秒1946 林　信之2010 大阪府ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間10分35秒1947 松本　貴文2491 大津市ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

2時間10分35秒1948 高田　治夫2526 大阪府ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙｵ

2時間10分36秒1949 今村　一雄2519 岐阜県ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞｵ

2時間10分40秒1950 米田　吉宏1694 大阪府ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ
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- 2018長浜市あざいお市マラソン -

ハーフ一般男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2018/10/7

スタート： 10:15:00

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 

2時間10分43秒1951 濱田　康彦1581 三重県ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ

2時間10分45秒1952 浅井　博正2627 福井県ｱｻｲ ﾋﾛﾏｻ

2時間10分46秒1953 小川　誠2720 草津市ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2時間10分49秒1954 西　泰志1963 石川県ﾆｼ ﾔｽﾕｷ

2時間10分50秒1955 高柳　正勝474 静岡県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻｶﾂ

2時間10分51秒1956 宮井　秀明485 大津市ﾐﾔｲ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間10分52秒1957 東本　浩史2561 大阪府ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間10分53秒1958 野坂　昇1697 京都府ﾉｻｶ ﾉﾎﾞﾙ

2時間10分53秒1959 濱田　幹生2795 三重県ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷｵ

2時間10分55秒1960 小林　諒平1746 草津市ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ

2時間10分56秒1961 中村　雅幸3020 京都府ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

2時間10分56秒1962 石井　良和2559 愛知県ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ

2時間10分58秒1963 清水　幸雄1663 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ

2時間10分58秒1964 原田　弘2214 愛知県ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2時間10分59秒1965 古澤　宏2382 愛知県ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｼ

2時間11分00秒1966 中本　勝也2489 大阪府ﾅｶﾓﾄ ｶﾂﾔ

2時間11分00秒1967 明河　宏則1888 福井県ｱｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ

2時間11分00秒1968 堀江　勇紀1114 大阪府ﾎﾘｴ ﾕｳｷ

2時間11分01秒1969 山本　敏之2450 三重県ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ

2時間11分02秒1970 平原　純郎2761 兵庫県ﾋﾗﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾛｳ

2時間11分03秒1971 松浦　史武2974 奈良県ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾀｹ

2時間11分03秒1972 福田　徹2318 愛知県ﾌｸﾀ ﾄｵﾙ

2時間11分05秒1973 海江元　義一2027 三重県ｶｲｴﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

2時間11分07秒1974 岡　大祐1809 香川県ｵｶ ﾀｲｽｹ

2時間11分13秒1975 野坂　光弘2642 福井県ﾉｻｶ ﾐﾂﾋﾛ

2時間11分13秒1976 岩川　昂平1186 京都府ｲﾜｶﾜ ｺｳﾍｲ

2時間11分14秒1977 永井　政昭2970 大阪府ﾅｶﾞｲ ﾏｻｱｷ

2時間11分15秒1978 大野　拓郎2647 岐阜県ｵｵﾉ ﾀｸﾛｳ

2時間11分15秒1979 米谷　龍二2641 愛知県ﾖﾈﾔ ﾘｭｳｼﾞ

2時間11分15秒1980 籠谷　秀翁2013 岐阜県ｺﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞｵｳ

2時間11分16秒1981 長瀬　光男2117 岐阜県ﾅｶﾞｾ ﾐﾂｵ

2時間11分19秒1982 田中　登1704 大阪府ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ

2時間11分19秒1983 石黒　智士2091 大阪府ｲｼｸﾞﾛ ｻﾄｼ

2時間11分22秒1984 荒木　基之2572 岡山県ｱﾗｷ ﾓﾄﾕｷ

2時間11分23秒1985 阪口　和也2038 大阪府ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ

2時間11分23秒1986 山口　孝2087 草津市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

2時間11分28秒1987 内山　英敏1961 愛知県ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間11分28秒1988 三上　雅史2201 兵庫県ﾐｶﾐ ﾏｻﾌﾐ

2時間11分30秒1989 岡　浩一2656 大阪府ｵｶ ｺｳｲﾁ

2時間11分34秒1990 望月　淳史2594 愛知県ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間11分36秒1991 高田　久幸2793 長浜市ﾀｶﾀﾞ ﾋｻﾕｷ

2時間11分38秒1992 伊藤　衛1716 京都府ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ

2時間11分38秒1993 山尾　博信2698 石川県ﾔﾏｵ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間11分39秒1994 中森　敏彦2580 京都府ﾅｶﾓﾘ ﾄｼﾋｺ

2時間11分40秒1995 篠原　正和2612 千葉県ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ

2時間11分40秒1996 川崎　幸一1757 福井県ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁ

2時間11分40秒1997 大田　幹司2396 三重県ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ

2時間11分45秒1998 橋本　直人1475 京都府ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ

2時間11分46秒1999 清水　哲之1666 長浜市ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾕｷ

2時間11分47秒2000 田村　徳隆3021 京都府ﾀﾑﾗ ﾉﾘﾀｶ
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スタート： 10:15:00

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 

2時間11分49秒2001 前田　久任1646 蒲生郡ﾏｴﾀﾞ ﾋｻﾄ

2時間11分51秒2002 四ツ橋　学2639 富山県ﾖﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

2時間11分53秒2003 谷口　京一2419 長浜市ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ

2時間11分53秒2004 児嶋　克彦2517 野洲市ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾋｺ

2時間11分55秒2005 草野　勝2913 兵庫県ｸｻﾉ ﾏｻﾙ

2時間11分58秒2006 谷口　正広2169 大阪府ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

2時間11分58秒2007 萩原　達也1489 大津市ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ

2時間11分59秒2008 山口　秀幸2769 石川県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間12分00秒2009 赤尾　喜代志2897 京都府ｱｶｵ ｷﾖｼ

2時間12分01秒2010 小平　昂右3017 愛知県ｺﾀﾞｲﾗ ｺｳｽｹ

2時間12分01秒2011 清水　保次1157 岐阜県ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾂｸﾞ

2時間12分04秒2012 栗光　康博1828 三重県ｸﾘﾐﾂ ﾔｽﾋﾛ

2時間12分05秒2013 下田　貴司2384 彦根市ｼﾓﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間12分13秒2014 中村　雅治2224 愛知県ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ

2時間12分17秒2015 古賀　宏2119 京都府ｺｶﾞ ﾋﾛｼ

2時間12分17秒2016 田村　慎治2399 京都府ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

2時間12分18秒2017 那須　義人923 長浜市ﾅｽ ﾖｼﾄ

2時間12分18秒2018 吉岡　哲哉3202 彦根市ﾖｼｵｶ ﾃﾂﾔ

2時間12分22秒2019 坂本　定行3241 愛知県ｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ

2時間12分24秒2020 深作　哲貴1168 愛知県ﾌｶｻｸ ﾖｼｷ

2時間12分25秒2021 高木　雄太1863 岐阜県ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ

2時間12分25秒2022 小林　航太朗2516 大阪府ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ

2時間12分27秒2023 北村　幸司1355 大阪府ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ

2時間12分29秒2024 伏木　剛2247 長浜市ﾌｼｷ ﾂﾖｼ

2時間12分30秒2025 森部　圭一2782 岐阜県ﾓﾘﾍﾞ ｹｲｲﾁ

2時間12分34秒2026 近藤　守2104 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ

2時間12分35秒2027 藤江　康弘2730 大阪府ﾌｼﾞｴ ﾔｽﾋﾛ

2時間12分36秒2028 松村　秀一2476 岐阜県ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

2時間12分37秒2029 杉本　昌之3007 岐阜県ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

2時間12分37秒2030 多湖　翔太2532 彦根市ﾀｺﾞ ｼﾖｳﾀ

2時間12分40秒2031 西嶋　誠司2810 大阪府ﾆｼｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ

2時間12分40秒2032 藤田　正1825 京都府ﾌｼﾞﾀ ﾀﾀﾞｼ

2時間12分40秒2033 加藤　貴也2114 守山市ｶﾄｳ ﾀｶﾅﾘ

2時間12分42秒2034 小西　岳彦2107 栗東市ｺﾆｼ ﾀｹﾋｺ

2時間12分44秒2035 今村　純久2388 守山市ｲﾏﾑﾗ ｽﾐﾋｻ

2時間12分47秒2036 藪中　俊典1548 三重県ﾔﾌﾞﾅｶ ﾄｼﾉﾘ

2時間12分51秒2037 小嶋　裕司874 大津市ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

2時間12分51秒2038 末次　大輔1448 京都府ｽｴﾂｸﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間12分54秒2039 片桐　浩喜1195 長浜市ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｷ

2時間12分54秒2040 北川　達也2285 東近江市ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

2時間12分54秒2041 林　敬治2090 三重県ﾊﾔｼ ｹｲｼﾞ

2時間12分55秒2042 加藤　研二2878 岐阜県ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ

2時間12分58秒2043 田辺　康伸2449 米原市ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ

2時間13分00秒2044 足立　収2332 大阪府ｱﾀﾞﾁ ｵｻﾑ

2時間13分00秒2045 片山　浩輝2876 大阪府ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｷ

2時間13分00秒2046 土居　一雄2100 兵庫県ﾄﾞｲ ｶｽﾞｵ

2時間13分03秒2047 石尾　和彦2092 草津市ｲｼｵ ｶｽﾞﾋｺ

2時間13分03秒2048 名越　慈夢1835 兵庫県ﾅｺﾞｼ ｼﾞﾑ

2時間13分04秒2049 名越　龍也1834 兵庫県ﾅｺﾞｼ ﾀﾂﾔ

2時間13分04秒2050 千頭　孝義2879 大阪府ﾁｶﾐ ﾀｶﾖｼ
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2時間13分05秒2051 村宮　正啓3204 福井県ﾑﾗﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ

2時間13分05秒2052 芝　誠2330 宮崎県ｼﾊﾞ ﾏｺﾄ

2時間13分08秒2053 吉田　晃1572 兵庫県ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間13分11秒2054 髙田　弘1912 湖南市ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2時間13分17秒2055 清島　展弘2019 大阪府ｷﾖｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ

2時間13分18秒2056 高山　裕太2606 兵庫県ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

2時間13分18秒2057 新納　崇弘1060 大阪府ｼﾝﾉｳ ﾀｶﾋﾛ

2時間13分19秒2058 酒井　健2178 岐阜県ｻｶｲ ﾀｹｼ

2時間13分22秒2059 児玉　憲一2275 大津市ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｲﾁ

2時間13分22秒2060 今江　真一2109 野洲市ｲﾏｴ ｼﾝｲﾁ

2時間13分28秒2061 奥邨　彰一1838 大阪府ｵｸﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ

2時間13分29秒2062 ルペス　サイズ3287 長浜市ﾙﾍﾟｽ ｻｲｽﾞ

2時間13分29秒2063 大橋　寛治3028 東京都ｵｵﾊｼ ｶﾝｼﾞ

2時間13分29秒2064 阿部　賢治1831 大阪府ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間13分31秒2065 西代　建1423 大阪府ﾆｼﾀﾞｲ ｹﾝ

2時間13分32秒2066 山岸　雄2453 長浜市ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳ

2時間13分33秒2067 新田　岩夫1999 三重県ﾆｯﾀ ｲﾜｵ

2時間13分34秒2068 空閑　融1565 京都府ｸｶﾞ ﾕｽﾞﾙ

2時間13分34秒2069 柿谷　成彦2954 大阪府ｶｷﾀﾆ ﾅﾙﾋｺ

2時間13分36秒2070 門田　栄司3043 山口県ｶﾄﾞﾀ ｴｲｼﾞ

2時間13分37秒2071 脇阪　寿之1743 愛知県ﾜｷｻﾞｶ ﾄｼﾕｷ

2時間13分39秒2072 安田　健司1061 大阪府ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間13分42秒2073 柴田　雅弘2496 岐阜県ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間13分42秒2074 古蒔　善成2276 草津市ｺﾏｷ ﾖｼﾅﾘ

2時間13分45秒2075 塚田　陽平1616 大阪府ﾂｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

2時間13分48秒2076 多田　公祐3165 岐阜県ﾀﾀﾞ ｺｳｽｹ

2時間13分49秒2077 元安　崇2145 草津市ﾓﾄﾔｽ ﾀｶｼ

2時間13分50秒2078 山田　仁志2649 大阪府ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ

2時間13分53秒2079 赤田　知也3221 京都府ｱｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間13分56秒2080 堀尾　博樹2069 愛知県ﾎﾘｵ ﾋﾛｷ

2時間13分59秒2081 小田切　健2263 岐阜県ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹﾝ

2時間14分02秒2082 廣部　潤984 長浜市ﾋﾛﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間14分03秒2083 長嶋　達男1470 三重県ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾂｵ

2時間14分04秒2084 粟田　健一2707 福井県ｱﾜﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間14分05秒2085 渕上　顕714 兵庫県ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷﾗ

2時間14分07秒2086 山川　弘光2492 野洲市ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ

2時間14分07秒2087 山本　友完2479 奈良県ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｻﾀﾞ

2時間14分11秒2088 浜野　伸治2562 神奈川県ﾊﾏﾉ ｼﾝｼﾞ

2時間14分11秒2089 玉井　哲司1675 愛知県ﾀﾏｲ ﾃﾂｼﾞ

2時間14分15秒2090 松井　隆哉2711 守山市ﾏﾂｲ ﾀｶﾔ

2時間14分17秒2091 駒田　尚紀3109 奈良県ｺﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間14分18秒2092 田中　利春2662 三重県ﾀﾅｶ ﾄｼﾊﾙ

2時間14分19秒2093 大越　隆之2931 福岡県ｵｵｺｼ ﾀｶﾕｷ

2時間14分20秒2094 杉本　剛2742 彦根市ｽｷﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ

2時間14分21秒2095 長谷川　英顕2282 三重県ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間14分22秒2096 大渕　澄朗1385 愛知県ｵｵﾌﾞﾁ ｽﾐｵ

2時間14分22秒2097 米田　慎弥2077 兵庫県ﾖﾈﾀﾞ ｼﾝﾔ

2時間14分24秒2098 西村　貴行1907 近江八幡市ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間14分25秒2099 磯田　忠之2815 大阪府ｲｿﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ

2時間14分27秒2100 石崎　賢一2829 彦根市ｲｼｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ
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2時間14分32秒2101 北山　健二1858 草津市ｷﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間14分34秒2102 田川　至1969 愛知県ﾀｶﾞﾜ ｲﾀﾙ

2時間14分37秒2103 覺正　卓英2885 三重県ｶｸｼｮｳ ﾀｶﾋﾃﾞ

2時間14分37秒2104 田中　俊彰2005 大津市ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ

2時間14分43秒2105 善利　昌功2653 彦根市ｾﾘ ﾏｻｶﾂ

2時間14分50秒2106 加藤　善久2422 兵庫県ｶﾄｳ ﾖｼﾋｻ

2時間14分50秒2107 原　保1627 岐阜県ﾊﾗ ﾀﾓﾂ

2時間14分54秒2108 高木　正司1322 大阪府ﾀｶｷﾞ ﾏｻｼ

2時間14分54秒2109 荒井　通安3112 彦根市ｱﾗｲ ﾐﾁﾔｽ

2時間14分57秒2110 和田　将人2260 大阪府ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ

2時間14分58秒2111 岩槻　末男2693 兵庫県ｲﾜﾂｷ ｽｴｵ

2時間15分01秒2112 山本　政義2310 大阪府ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾖｼ

2時間15分01秒2113 須賀　章裕3122 愛知県ｽｶﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間15分02秒2114 小谷　智行2186 長浜市ｺﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

2時間15分03秒2115 高橋　拓也2513 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

2時間15分03秒2116 仲田　直人3255 大阪府ﾅｶﾀ ﾅｵﾄ

2時間15分04秒2117 松本　裕之2049 大津市ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

2時間15分05秒2118 中井　雅之2158 長浜市ﾅｶｲ ﾏｻﾕｷ

2時間15分06秒2119 中橋　朋彦2634 大阪府ﾅｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ

2時間15分09秒2120 大槻　裕司2638 京都府ｵｵﾂｷ ﾋﾛｼ

2時間15分09秒2121 川人　俊之3047 兵庫県ｶﾜﾋﾄ ﾄｼﾕｷ

2時間15分10秒2122 田川　重雄2389 長浜市ﾀｶﾞﾜ ｼｹﾞｵ

2時間15分22秒2123 新井　忠弘2173 愛知県ｱﾗｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ

2時間15分23秒2124 中矢　栄司1705 大阪府ﾅｶﾔ ｴｲｼﾞ

2時間15分25秒2125 島崎　裕一1678 愛知県ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

2時間15分27秒2126 志水　俊一2354 愛知県ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｲﾁ

2時間15分28秒2127 藤岡　佳紀1428 甲賀市ﾌｼﾞｵｶ ﾖｼﾉﾘ

2時間15分29秒2128 大西　壮2335 大阪府ｵｵﾆｼ ｿｳ

2時間15分30秒2129 高田　慎剛2356 大阪府ﾀｶﾀ ﾐﾂﾖｼ

2時間15分30秒2130 横野　正2899 大津市ﾖｺﾉ ﾀﾀﾞｼ

2時間15分31秒2131 岡司　尚士2106 近江八幡市ｵｶｼﾞ ﾋｻｼ

2時間15分35秒2132 岡崎　正治2749 愛知県ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ

2時間15分35秒2133 服部　聡2255 愛知県ﾊｯﾄﾘ ｻﾄｼ

2時間15分36秒2134 畑井　正明3061 大阪府ﾊﾀｲ ﾏｻｱｷ

2時間15分38秒2135 内田　芳治2743 大阪府ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ

2時間15分38秒2136 小野　嘉久2405 岐阜県ｵﾉ ﾖｼﾋｻ

2時間15分40秒2137 荻田　秀史2768 大阪府ｵｷﾞﾀ ﾋﾃﾞｼ

2時間15分42秒2138 伊藤　久充2362 岐阜県ｲﾄｳ ﾋｻﾐﾂ

2時間15分43秒2139 海老根　剛1721 草津市ｴﾋﾞﾈ ﾂﾖｼ

2時間15分43秒2140 仲摩　義生2235 和歌山県ﾅｶﾏ ﾖｼｵ

2時間15分44秒2141 大西　健夫2592 兵庫県ｵｵﾆｼ ﾀｹｵ

2時間15分46秒2142 奥村　信行1807 栗東市ｵｸﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間15分47秒2143 甲斐　辰生2518 岐阜県ｶｲ ﾀﾂｵ

2時間15分48秒2144 西本　敬郎2139 愛知県ﾆｼﾓﾄ ﾀｶｵ

2時間15分49秒2145 松村　昭彦2367 大津市ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋｺ

2時間15分50秒2146 佐々木　祐輔3197 野洲市ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

2時間15分50秒2147 中之庄　雅典2323 長浜市ﾅｶﾉｼｮｳ ﾏｻﾉﾘ

2時間15分51秒2148 中出　重拓1623 甲賀市ﾅｶﾃﾞ ｼｹﾞﾋﾛ

2時間15分53秒2149 徳岡　健介1793 兵庫県ﾄｸｵｶ ｹﾝｽｹ

2時間15分53秒2150 藤本　晋1343 大阪府ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾑ
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2時間15分55秒2151 松見　和真2498 京都府ﾏﾂﾐ ｶｽﾞﾏ

2時間15分56秒2152 橘　直樹2891 千葉県ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ

2時間15分59秒2153 藤居　義隆2462 長浜市ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾀｶ

2時間16分02秒2154 加藤　慎一1333 愛知県ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

2時間16分03秒2155 田中　千春1768 大津市ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ

2時間16分06秒2156 北野　泰三2098 愛知県ｷﾀﾉ ﾀｲｿﾞｳ

2時間16分07秒2157 大塚　隆行1100 東京都ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ

2時間16分09秒2158 中村　誠1240 長浜市ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間16分09秒2159 古田　光寛1749 静岡県ﾌﾙﾀ ﾐﾂﾋﾛ

2時間16分09秒2160 森山　晃宏1752 福井県ﾓﾘﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

2時間16分10秒2161 鹿田　智明2305 京都府ｼｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

2時間16分11秒2162 菊山　裕次2920 兵庫県ｷｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間16分11秒2163 柴田　修1598 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ

2時間16分12秒2164 疋田　之宏2253 東近江市ﾋｷﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

2時間16分12秒2165 古澤　明朋2472 岐阜県ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾄﾓ

2時間16分15秒2166 海老野　信一郎1995 大阪府ｴﾋﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間16分16秒2167 古田　尚史3139 京都府ﾌﾙﾀ ﾅｵﾌﾐ

2時間16分18秒2168 滝本　克徳2321 大阪府ﾀｷﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ

2時間16分20秒2169 森永　裕一郎3023 奈良県ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間16分20秒2170 村上　元良869 大阪府ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄﾖｼ

2時間16分22秒2171 猪子　健太郎2674 大阪府ｲﾉｺ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間16分22秒2172 浅井　義行2575 大阪府ｱｻｲ ﾖｼﾕｷ

2時間16分25秒2173 石川　敏博2170 愛知県ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋﾛ

2時間16分26秒2174 野村　昌司2709 愛知県ﾉﾑﾗ ﾏｻｼ

2時間16分27秒2175 大橋　太郎2665 岐阜県ｵｵﾊｼ ﾀﾛｳ

2時間16分28秒2176 嶋林　聡1901 栗東市ｼﾏﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ

2時間16分30秒2177 外薗　直之2882 愛知県ﾎｶｿﾞﾉ ﾅｵﾕｷ

2時間16分34秒2178 高橋　貢2261 大阪府ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｸﾞ

2時間16分34秒2179 藤井　隆成2585 守山市ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾉﾘ

2時間16分34秒2180 鈴木　優418 三重県ｽｽﾞｷ ﾕｳ

2時間16分35秒2181 左嵜　大介3098 大津市ｻｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

2時間16分36秒2182 金澤　輝1156 愛知県ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾗ

2時間16分38秒2183 西川　青志2553 愛知県ﾆｼｶﾜ ｾｲｼ

2時間16分38秒2184 北林　浩美845 大阪府ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

2時間16分39秒2185 水野　友喜1320 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ

2時間16分39秒2186 角田　和之2727 米原市ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

2時間16分40秒2187 姉川　真也1352 愛知県ｱﾈｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

2時間16分40秒2188 長江　裕之2926 愛知県ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾕｷ

2時間16分40秒2189 井口　和人1733 岐阜県ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間16分41秒2190 堀田　尚幸2180 三重県ﾎｯﾀ ﾅｵﾕｷ

2時間16分41秒2191 谷　修一2791 湖南市ﾀﾆ ｼｭｳｲﾁ

2時間16分43秒2192 小島　善兵衛2012 守山市ｺｼﾞﾏ ｾﾞﾝﾍﾞｴ

2時間16分43秒2193 沼尾　冨造1642 愛知県ﾇﾏｵ ﾄﾐｿﾞｳ

2時間16分44秒2194 井上　強2848 湖南市ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

2時間16分47秒2195 徳田　永央2560 大津市ﾄｸﾀﾞ ﾅｶﾞｦ

2時間16分48秒2196 前田　晴行3144 奈良県ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ

2時間16分48秒2197 細江　朋成1761 大阪府ﾎｿｴ ﾄﾓﾅﾘ

2時間16分49秒2198 竹村　光彦2916 彦根市ﾀｹﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ

2時間16分49秒2199 加藤　豊1615 奈良県ｶﾄｳ ﾕﾀｶ

2時間16分49秒2200 知久　嘉明967 静岡県ﾁｸ ﾖｼｱｷ
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2時間16分52秒2201 寺田　雄一2696 岐阜県ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

2時間16分59秒2202 大原　幸造3079 京都府ｵｵﾊﾗ ｺｳｿﾞｳ

2時間17分02秒2203 渡沼　英夫2601 兵庫県ﾜﾀﾇﾏ ﾋﾃﾞｵ

2時間17分02秒2204 山内　克己586 大阪府ﾔﾏｳﾁ ｶﾂﾐ

2時間17分04秒2205 藤野　剛2552 京都府ﾌｼﾞﾉ ﾀｹｼ

2時間17分05秒2206 市原　俊英1439 岐阜県ｲﾁﾊﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ

2時間17分06秒2207 上野　昌紀2780 大阪府ｳｴﾉ ﾏｻｷ

2時間17分08秒2208 大深　知博1819 大阪府ｵｵﾌｶ ﾄﾓﾋﾛ

2時間17分09秒2209 荒木　努1758 草津市ｱﾗｷ ﾂﾄﾑ

2時間17分10秒2210 木村　明次2762 大阪府ｷﾑﾗ ｱｷﾂｸﾞ

2時間17分10秒2211 片山　泰宏2875 大阪府ｶﾀﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

2時間17分13秒2212 萩原　章仁2188 兵庫県ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ

2時間17分13秒2213 森　司郎2328 愛知県ﾓﾘ ｼﾛｳ

2時間17分13秒2214 萩原　翔太2187 兵庫県ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ

2時間17分15秒2215 稲垣　都史夫509 大阪府ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼｵ

2時間17分17秒2216 吉田　篤3044 東近江市ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間17分23秒2217 森田　忠昭2391 岐阜県ﾓﾘﾀ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間17分26秒2218 松永　隆2059 愛知県ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｼ

2時間17分28秒2219 小森　正博3172 岐阜県ｺﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

2時間17分29秒2220 菅原　加津夫2073 大阪府ｽｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞｵ

2時間17分30秒2221 南口　克好2637 大阪府ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ｶﾂﾖｼ

2時間17分32秒2222 江崎　春充232 愛知県ｴｻｷ ﾊﾙﾐﾂ

2時間17分33秒2223 木下　靖仁2598 野洲市ｷﾉｼﾀ ﾔｽﾋﾄ

2時間17分34秒2224 寺倉　俊樹2788 愛知県ﾃﾗｸﾗ ﾄｼｷ

2時間17分36秒2225 江西　一成2277 愛知県ｴﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間17分36秒2226 溝口　励児1671 三重県ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ

2時間17分36秒2227 太田　学1413 大阪府ｵｵﾀ ﾏﾅﾌﾞ

2時間17分38秒2228 橋本　文義2004 三重県ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐﾖｼ

2時間17分39秒2229 太田　賢蔵2302 岐阜県ｵｵﾀ ｹﾝｿﾞｳ

2時間17分42秒2230 中川　智博1640 近江八幡市ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

2時間17分42秒2231 村尾　朋之2355 大阪府ﾑﾗｵ ﾄﾓﾕｷ

2時間17分47秒2232 坪田　真哲2074 福井県ﾂﾎﾞﾀ ﾏｻﾄ

2時間17分48秒2233 金指　久人2361 岐阜県ｶﾅｻｼ ﾋｻﾋﾄ

2時間17分56秒2234 土屋　達夫1249 岐阜県ﾂﾁﾔ ﾀﾂｵ

2時間17分58秒2235 岸田　孝治1570 大阪府ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼﾞ

2時間17分58秒2236 重永　三郎3148 石川県ｼｹﾞﾅｶﾞ ｻﾌﾞﾛｳ

2時間17分59秒2237 鳴海　建治2340 大阪府ﾅﾙﾐ ｹﾝｼﾞ

2時間17分59秒2238 久保田　博貴3151 草津市ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ

2時間17分59秒2239 丸山　哲3150 草津市ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ

2時間17分59秒2240 櫻井　博親2845 岐阜県ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾁｶ

2時間18分03秒2241 富永　一生2855 静岡県ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ

2時間18分07秒2242 杉浦　均1853 岐阜県ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄｼ

2時間18分08秒2243 宮元　清行598 甲賀市ﾐﾔﾓﾄ ｷﾖﾕｷ

2時間18分09秒2244 菅田　利章1942 長浜市ｽｶﾞﾀ ﾄｼｱｷ

2時間18分10秒2245 苅谷　英次2520 京都府ｶﾘﾔ ｴｲｼﾞ

2時間18分10秒2246 土屋　敬三2837 守山市ﾂﾁﾔ ｹｲｿﾞｳ

2時間18分11秒2247 吉野　悦郎3145 愛知県ﾖｼﾉ ｴﾂﾛｳ

2時間18分13秒2248 安藤　克弥1347 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ

2時間18分13秒2249 田島　富士雄2189 愛知県ﾀｼﾞﾏ ﾌｼﾞｵ

2時間18分16秒2250 中田　豊實2949 大阪府ﾅｶﾀ ﾄﾖﾐ
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2時間18分17秒2251 岩田　徹2226 大阪府ｲﾜﾀ ﾄｵﾙ

2時間18分18秒2252 中山　祐治2070 大津市ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間18分19秒2253 奥村　修2242 米原市ｵｸﾑﾗ ｵｻﾑ

2時間18分20秒2254 重谷　明孝1918 大阪府ｼｹﾞﾀﾆ ｱｷﾀｶ

2時間18分20秒2255 立入　朝樹2654 東京都ﾀﾁｲﾘ ﾄﾓｷ

2時間18分20秒2256 田邊　弘和2631 大津市ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間18分23秒2257 矢川　正人1378 東近江市ﾔｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2時間18分25秒2258 川端　秀士3154 兵庫県ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｼ

2時間18分28秒2259 遠藤　昌宏3014 岐阜県ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ

2時間18分30秒2260 成瀬　行也2150 愛知県ﾅﾙｾ ﾕｷﾔ

2時間18分31秒2261 上島　雄二2928 大津市ｳｴｼﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間18分34秒2262 二木　重憲2721 大阪府ﾆｷ ｼｹﾞﾉﾘ

2時間18分37秒2263 杉山　輝仁1847 岐阜県ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾙﾋﾄ

2時間18分40秒2264 安田　亨1979 岐阜県ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ

2時間18分41秒2265 沼田　孝広1900 愛知県ﾇﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ

2時間18分42秒2266 澤田　裕仁2037 大阪府ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ

2時間18分44秒2267 関谷　恭三2655 大阪府ｾｷﾔ ｷﾖｳｿﾞｳ

2時間18分45秒2268 水口　学2076 大津市ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ

2時間18分46秒2269 北本　友彦2605 京都府ｷﾀﾓﾄ ﾄﾓﾋｺ

2時間18分48秒2270 深見　宜隆2704 京都府ﾌｶﾐ ﾖｼﾀｶ

2時間18分48秒2271 川口　剛人2191 愛知県ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹﾄ

2時間18分49秒2272 水谷　正彦2819 三重県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾋｺ

2時間18分50秒2273 滝口　和司3243 彦根市ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ

2時間18分50秒2274 高下　洋二2473 岐阜県ﾀｶｼﾀ ﾖｳｼﾞ

2時間18分52秒2275 巨椋　実2376 長浜市ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ

2時間18分53秒2276 寺口　祐記2269 大阪府ﾃﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2時間18分55秒2277 苅谷　勉2852 京都府ｶﾘﾔ ﾂﾄﾑ

2時間18分57秒2278 横川　真佐人2394 京都府ﾖｺｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2時間18分58秒2279 八田　和郎2182 長浜市ﾊﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ

2時間18分59秒2280 多田羅　隆文1555 大津市ﾀﾀﾗ ﾀｶﾌﾐ

2時間19分06秒2281 若原　憲和2683 京都府ﾜｶﾊﾗ ﾉﾘｶｽﾞ

2時間19分06秒2282 北村　満寿雄1683 三重県ｷﾀﾑﾗ ﾏｽｵ

2時間19分09秒2283 淺井　瞬1492 犬上郡ｱｻｲ ｼｭﾝ

2時間19分11秒2284 川畑　暁良1049 大阪府ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾗ

2時間19分12秒2285 阪本　日出雄3175 奈良県ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ

2時間19分14秒2286 寺岡　正樹2823 大津市ﾃﾗｵｶ ﾏｻｷ

2時間19分17秒2287 岩田　照彦2197 岐阜県ｲﾜﾀ ﾃﾙﾋｺ

2時間19分19秒2288 山本　知弘3080 大津市ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ

2時間19分20秒2289 倍味　繁2060 徳島県ﾏｽﾐ ｼｹﾞﾙ

2時間19分22秒2290 川井　敏広2633 愛知県ｶﾜｲ ﾄｼﾋﾛ

2時間19分22秒2291 丸川　茂男2944 大阪府ﾏﾙｶﾜ ｼｹﾞｵ

2時間19分24秒2292 中西　保雄3167 京都府ﾅｶﾆｼ ﾔｽｵ

2時間19分25秒2293 家上　治雄3205 兵庫県ｲｴｶﾞﾐ ﾊﾙｵ

2時間19分29秒2294 堀　幹雄2595 大津市ﾎﾘ ﾐｷｵ

2時間19分32秒2295 北川　勝司2350 大阪府ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂｼ

2時間19分33秒2296 谷口　徳喜2847 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｷ

2時間19分35秒2297 矢頭　裕二3116 愛知県ﾔﾄｳ ﾕｳｼﾞ

2時間19分38秒2298 岩成　剛2866 大津市ｲﾜﾅﾘ ﾂﾖｼ

2時間19分38秒2299 藤田　辰男2312 長浜市ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ

2時間19分39秒2300 南浮　眞亮2227 米原市ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝﾘｮｳ
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2時間19分45秒2301 西辻　潤2022 岐阜県ﾆｼﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間19分47秒2302 西村　拓郎2538 守山市ﾆｼﾑﾗ ﾀｸｵ

2時間19分50秒2303 大西　眞二2480 大津市ｵｵﾆｼ ｼﾝｼﾞ

2時間19分51秒2304 中辻　正隆2344 京都府ﾅｶﾂｼﾞ ﾏｻﾀｶ

2時間19分51秒2305 北川　隆夫2220 彦根市ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｵ

2時間19分54秒2306 大島　宏之2237 愛知県ｵｵｼﾏ ｺｳｼﾞ

2時間19分55秒2307 小倉　真一2369 蒲生郡ｵｸﾞﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間19分56秒2308 村上　太久次2632 大阪府ﾑﾗｶﾐ ﾀｸｼﾞ

2時間19分57秒2309 大堀　隆士2193 岐阜県ｵｵﾎﾘ ﾀｶｼ

2時間19分57秒2310 渡部　正和3097 三重県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間19分58秒2311 奥村　和孝2942 京都府ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ

2時間19分59秒2312 渡辺　法男2468 岐阜県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ

2時間20分01秒2313 酒井　信毅3220 愛知県ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

2時間20分02秒2314 赤井　貞康2724 岐阜県ｱｶｲ ｻﾀﾞﾔｽ

2時間20分04秒2315 堀川　真2830 京都府ﾎﾘｶﾜ ﾏｺﾄ

2時間20分05秒2316 野辺　義弘2907 長浜市ﾉﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ

2時間20分06秒2317 佐藤　俊一1751 愛知県ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ

2時間20分08秒2318 今西　正一1994 愛知県ｲﾏﾆｼ ﾏｻｶｽﾞ

2時間20分13秒2319 宮本　悠介3299 大阪府ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ

2時間20分14秒2320 沖田　英仁1884 兵庫県ｵｷﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ

2時間20分17秒2321 柳原　宏明2506 兵庫県ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

2時間20分18秒2322 堀　裕之2320 愛知県ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ

2時間20分20秒2323 片芝　石夫2238 大阪府ｶﾀｼﾊﾞ ｲｼｵ

2時間20分20秒2324 橋田　庸一2393 大津市ﾊｼﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

2時間20分21秒2325 西川　誠2537 栗東市ﾆｼｶﾜ ﾏｺﾄ

2時間20分21秒2326 吉川　政樹2259 三重県ﾖｼｶﾜ ﾏｻｷ

2時間20分33秒2327 久郷　康行3105 守山市ｸｺﾞｳ ﾔｽﾕｷ

2時間20分37秒2328 市川　信行2474 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間20分39秒2329 北山　吉廣2800 草津市ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

2時間20分41秒2330 豊田　康志1762 愛知県ﾄﾖﾀ ﾔｽｼ

2時間20分43秒2331 大堀　正彦3272 近江八幡市ｵｵﾎﾞﾘ ﾏｻﾋｺ

2時間20分43秒2332 中村　昌修3084 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ

2時間20分48秒2333 石川　拓実2894 岐阜県ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ

2時間20分53秒2334 小松　正之2811 京都府ｺﾏﾂ ﾏｻﾕｷ

2時間20分54秒2335 奥長　諒2981 長浜市ｵｸﾅｶﾞ ﾘｮｳ

2時間20分57秒2336 加藤　隼2886 京都府ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ

2時間21分01秒2337 川口　達矢3177 彦根市ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

2時間21分04秒2338 鷹取　泰弘3103 栗東市ﾀｶﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ

2時間21分05秒2339 青山　雅樹2616 栗東市ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ

2時間21分07秒2340 今里　英之1966 奈良県ｲﾏｻﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間21分08秒2341 田坂　貴之2398 大津市ﾀｻｶ ﾀｶﾕｷ

2時間21分08秒2342 中川　稔啓3300 大阪府ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ

2時間21分11秒2343 夏目　孝之2884 大阪府ﾅﾂﾒ ﾀｶﾕｷ

2時間21分12秒2344 坂馬　義人2363 京都府ｻｶﾏ ﾖｼﾄ

2時間21分13秒2345 細川　りょう2470 愛知県ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳ

2時間21分14秒2346 各務　健三1796 岐阜県ｶｶﾐ ｹﾝｿﾞｳ

2時間21分14秒2347 赤澤　豊2316 愛知県ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

2時間21分14秒2348 枡田　聡2922 徳島県ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間21分17秒2349 高木　康彦2813 三重県ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾋｺ

2時間21分17秒2350 伊藤　和彦2869 東近江市ｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ
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2時間21分18秒2351 中村　哲也2712 岐阜県ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ

2時間21分18秒2352 伊藤　真也2471 岐阜県ｲﾄｳ ﾏｻﾔ

2時間21分19秒2353 松浦　健司1946 大阪府ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ

2時間21分21秒2354 本井　良明2943 奈良県ﾓﾄｲ ﾖｼｱｷ

2時間21分21秒2355 梅原　相欽2741 近江八幡市ｳﾒﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ

2時間21分24秒2356 荻田　晃久1000 大阪府ｵｷﾞﾀ ﾃﾙﾋｻ

2時間21分24秒2357 原田　道彦2494 米原市ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ

2時間21分26秒2358 太田　明2679 野洲市ｵｵﾀ ｱｷﾗ

2時間21分29秒2359 信原　秀雄2806 大津市ﾉﾌﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ

2時間21分29秒2360 嶋田　俊勝1920 福井県ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｶﾂ

2時間21分29秒2361 高橋　豊2499 岐阜県ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ

2時間21分32秒2362 山口　善博2400 長浜市ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

2時間21分32秒2363 髙森　智也1989 米原市ﾀｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ

2時間21分34秒2364 深見　知也2515 京都府ﾌｶﾐ ﾄﾓﾔ

2時間21分36秒2365 金子　英司2477 愛知県ｶﾈｺ ｴｲｼﾞ

2時間21分36秒2366 北川　敏之1661 長浜市ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

2時間21分37秒2367 中田　隆一2294 京都府ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

2時間21分37秒2368 埋金　満2935 奈良県ｳﾒｶﾞﾈ ﾐﾂﾙ

2時間21分39秒2369 森川　和広1614 愛知県ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間21分40秒2370 高木　陽平2905 岐阜県ﾀｶｷﾞ ﾖｳﾍｲ

2時間21分43秒2371 松岡　大和2759 岐阜県ﾏﾂｵｶ ﾔﾏﾄ

2時間21分45秒2372 山本　康弘3024 大津市ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間21分46秒2373 山口　隆範2308 京都府ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ

2時間21分49秒2374 服部　元輝2668 愛知県ﾊｯﾄﾘ ｹﾞﾝｷ

2時間21分55秒2375 三浦　修作2216 大阪府ﾐｳﾗ ｼｭｳｻｸ

2時間22分00秒2376 六川　正也2209 奈良県ﾛｸｶﾞﾜ ﾏｻﾔ

2時間22分01秒2377 永田　康彦2103 大阪府ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋｺ

2時間22分04秒2378 若原　佑次2529 岐阜県ﾜｶﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間22分05秒2379 林　圭介1669 栗東市ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ

2時間22分09秒2380 梅田　直城2427 愛知県ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間22分11秒2381 春日井　憲3067 三重県ｶｽｶﾞｲ ｱｷﾗ

2時間22分11秒2382 松井　保2055 大阪府ﾏﾂｲ ﾀﾓﾂ

2時間22分12秒2383 京谷　陽次2808 長浜市ｷｮｳﾀﾆ ﾖｳｼﾞ

2時間22分12秒2384 西川　侑作3157 大津市ﾆｼｶﾜ ﾕｳｻｸ

2時間22分18秒2385 篠田　晃宏2733 長浜市ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間22分28秒2386 櫻井　彰2760 三重県ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ

2時間22分28秒2387 千田　幸史2831 大阪府ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間22分29秒2388 駒田　岳人2591 愛知県ｺﾏﾀﾞ ﾀｶﾄ

2時間22分30秒2389 松田　勝行2522 岐阜県ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾕｷ

2時間22分39秒2390 小林　武2011 大阪府ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ

2時間22分40秒2391 齊藤　真二2735 長浜市ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ

2時間22分40秒2392 栃木　義隆2952 兵庫県ﾄﾁｷﾞ ﾖｼﾀｶ

2時間22分42秒2393 佐藤　良治2722 大津市ｻﾄｳ ﾖｼﾊﾙ

2時間22分44秒2394 上杉　典久3040 福井県ｳｴｽｷﾞ ﾉﾘﾋｻ

2時間22分45秒2395 檀野　誠1192 福井県ﾀﾞﾝﾉ ﾏｺﾄ

2時間22分46秒2396 小田　智浩2713 京都府ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2時間22分47秒2397 松田　憲侑2937 草津市ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ

2時間22分48秒2398 赤堀　朋之2786 愛知県ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾕｷ

2時間22分49秒2399 橋岡　成一郎2478 栗東市ﾊｼｵｶ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間22分50秒2400 浅加　和磨2380 東近江市ｱｻｶ ｶｽﾞﾏ
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2時間22分53秒2401 中嶋　克之3107 東京都ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ

2時間22分56秒2402 岩田　久直3094 岐阜県ｲﾜﾀ ﾋｻﾅｵ

2時間22分57秒2403 延川　真一3158 大津市ﾉﾍﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ

2時間23分00秒2404 山下　満3063 三重県ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾙ

2時間23分02秒2405 武田　浩行2127 彦根市ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間23分03秒2406 須戸　琢哉3266 大阪府ｽﾄﾞ ﾀｸﾔ

2時間23分09秒2407 大平　哲也3036 福島県ｵｵﾋﾗ ﾃﾂﾔ

2時間23分09秒2408 伊藤　義晃2545 愛知県ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

2時間23分11秒2409 田濃　直樹2927 長浜市ﾀﾉｳ ﾅｵｷ

2時間23分15秒2410 湯川　和彦2232 彦根市ﾕｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ

2時間23分16秒2411 若園　広志2218 岐阜県ﾜｶｿﾞﾉ ﾋﾛｼ

2時間23分27秒2412 牧井　崇2967 長浜市ﾏｷｲ ﾀｶｼ

2時間23分31秒2413 後藤　直樹2624 草津市ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

2時間23分32秒2414 杉本　佳嗣2539 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ

2時間23分34秒2415 田中　孝典2212 和歌山県ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ

2時間23分36秒2416 丸井　英文2565 岐阜県ﾏﾙｲ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間23分40秒2417 田中　宏正3190 愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾛﾏｻ

2時間23分40秒2418 北川　順二2840 彦根市ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間23分41秒2419 牧　利怜2429 愛知県ﾏｷ ﾘｻﾄ

2時間23分43秒2420 岩根　昭夫2725 大津市ｲﾜﾈ ｱｷｵ

2時間23分45秒2421 坪井　愼1800 愛知県ﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ

2時間23分47秒2422 奥村　和比古1480 近江八幡市ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ

2時間23分48秒2423 上河内　敬祐1258 大阪府ｶﾐｺｳﾁ ｹｲｽｹ

2時間23分49秒2424 杉浦　富士宏2210 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾌｼﾞﾋﾛ

2時間23分50秒2425 田附　直也3055 東近江市ﾀﾂﾞｹ ﾅｵﾔ

2時間23分54秒2426 田中　章三2994 奈良県ﾀﾅｶ ｼｮｳｿﾞｳ

2時間23分54秒2427 榊原　辰己2777 岐阜県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾂﾐ

2時間23分55秒2428 景山　寛783 大阪府ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間23分59秒2429 萩野　孝一2417 岐阜県ﾊｷﾞﾉ ｺｳｲﾁ

2時間24分02秒2430 藤原　昌樹2688 守山市ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ

2時間24分03秒2431 中嶋　孝裕2240 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

2時間24分06秒2432 杉田　和司2300 守山市ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｼ

2時間24分07秒2433 各務　慎一2628 大阪府ｶｶﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

2時間24分14秒2434 浅島　純司1302 大阪府ｱｻｼﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間24分17秒2435 谷　和博2934 栗東市ﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間24分18秒2436 川渕　善文2657 大阪府ｶﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ

2時間24分19秒2437 堀之内　安昭2835 兵庫県ﾎﾘﾉｳﾁ ﾔｽｱｷ

2時間24分22秒2438 長谷川　雄一2826 愛知県ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

2時間24分27秒2439 森　智治2675 京都府ﾓﾘ ﾄﾓﾊﾙ

2時間24分28秒2440 清水　功3031 愛知県ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ

2時間24分30秒2441 古川　裕一3179 大阪府ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲﾁ

2時間24分30秒2442 寺本　光伸2194 愛知県ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾂﾉﾌﾞ

2時間24分31秒2443 豊島　靖2893 大阪府ﾄﾖｼﾏ ﾔｽｼ

2時間24分34秒2444 田部　勇志2412 京都府ﾀﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間24分36秒2445 野中　伸一郎2576 栗東市ﾉﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間24分37秒2446 中野　晴十記2983 大阪府ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄｷ

2時間24分47秒2447 菊谷　登1829 岐阜県ｷｸﾔ ﾉﾎﾞﾙ

2時間24分48秒2448 板垣　秀樹2962 栗東市ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

2時間24分51秒2449 奥野　雄大2691 彦根市ｵｸﾉ ﾀｹﾋﾛ

2時間24分52秒2450 前田　浩平2778 京都府ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ
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2時間24分57秒2451 高山　安広2569 草津市ﾀｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

2時間25分00秒2452 中川　隆2728 大阪府ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間25分03秒2453 小川　久2161 兵庫県ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ

2時間25分05秒2454 柳楽　朋宏2029 甲賀市ﾅｷﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ

2時間25分05秒2455 熊田　寿貴3264 守山市ｸﾏﾀﾞ ﾄｼﾀｶ

2時間25分06秒2456 浴村　謙一2985 草津市ｴｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

2時間25分08秒2457 持田　英昭661 愛知県ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間25分09秒2458 北山　慎3018 野洲市ｷﾀﾔﾏ ﾐﾂﾙ

2時間25分12秒2459 小澤　雄策2333 愛知県ｵｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ

2時間25分12秒2460 吉井　大祐2872 長浜市ﾖｼｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間25分13秒2461 安場　敏男2784 京都府ﾔｽﾊﾞ ﾄｼｵ

2時間25分14秒2462 薮下　彰啓3060 福岡県ﾔﾌﾞｼﾀ ｱｷﾋﾛ

2時間25分14秒2463 樽野　博之2035 大阪府ﾀﾙﾉ ﾋﾛﾕｷ

2時間25分16秒2464 高澤　正義2697 愛知県ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

2時間25分17秒2465 内海　文孝3035 福井県ｳﾁｳﾐ ﾌﾐﾀｶ

2時間25分19秒2466 前川　佳弘3298 奈良県ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

2時間25分21秒2467 橋本　秀弘3274 京都府ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ

2時間25分21秒2468 渋谷　政史2794 大阪府ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾌﾐ

2時間25分22秒2469 牧野　晋2112 大阪府ﾏｷﾉ ｽｽﾑ

2時間25分26秒2470 清水　俊一2700 岐阜県ｼﾐｽﾞ ﾄｼｶｽﾞ

2時間25分32秒2471 田中　肇2660 岐阜県ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

2時間25分34秒2472 玉木　南洋2437 大阪府ﾀﾏｷ ﾐﾅﾋﾛ

2時間25分34秒2473 波多野　誠1984 愛知県ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ

2時間25分36秒2474 米田　勝亮1677 京都府ｺﾒﾀﾞ ｶﾂｱｷ

2時間25分40秒2475 鈴木　甲子男2750 岐阜県ｽｽﾞｷ ｷﾈｵ

2時間25分41秒2476 大西　賢2481 大津市ｵｵﾆｼ ｹﾝ

2時間25分42秒2477 水田　陽二3138 大阪府ﾐｽﾞﾀ ﾖｳｼﾞ

2時間25分45秒2478 磯貝　孝1650 愛知県ｲｿｶﾞｲ ﾀｶｼ

2時間25分45秒2479 井手　祥三1424 大阪府ｲﾃﾞ ﾖｼｶｽﾞ

2時間25分45秒2480 吉田　裕3029 栗東市ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間25分47秒2481 北川　隆義2221 大阪府ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ

2時間25分49秒2482 板谷　隆史2932 長浜市ﾊﾝｶﾞｲ ﾀｶｼ

2時間25分51秒2483 山本　哲児3146 京都府ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ

2時間25分53秒2484 仲宗根　剛2914 愛知県ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ

2時間25分53秒2485 小森　健司2748 長浜市ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

2時間25分58秒2486 平居　聖2818 大津市ﾋﾗｲ ｱｷﾗ

2時間25分59秒2487 岩田　文彦2915 京都府ｲﾜﾀ ﾌﾐﾋｺ

2時間25分59秒2488 木村　豊3168 野洲市ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間26分02秒2489 村上　茂2353 愛知県ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ

2時間26分02秒2490 岡本　直輝1538 京都府ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間26分04秒2491 寺村　元秀2144 彦根市ﾃﾗﾑﾗ ﾓﾄﾋﾃﾞ

2時間26分05秒2492 岸本　恭徳2960 野洲市ｷｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

2時間26分06秒2493 池田　淳2783 大阪府ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ

2時間26分07秒2494 加藤　雅弘2587 岐阜県ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

2時間26分11秒2495 寺居　伸幸2404 長浜市ﾃﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間26分16秒2496 近藤　敦3064 大阪府ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ

2時間26分19秒2497 酒井　秀郎3123 三重県ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ

2時間26分20秒2498 中村　洋士2179 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

2時間26分23秒2499 中山　尚哉2824 三重県ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾔ

2時間26分24秒2500 岡村　守当1866 京都府ｵｶﾑﾗ ﾓﾘﾄ
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2時間26分25秒2501 早川　紘生3210 京都府ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｲｷ

2時間26分26秒2502 宮脇　高2228 愛知県ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ

2時間26分28秒2503 佐藤　慧太2433 大津市ｻﾄｳ ｹｲﾀ

2時間26分28秒2504 谷澤　重夫2690 彦根市ﾀﾆｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ

2時間26分30秒2505 住永　雅典2149 大阪府ｽﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間26分31秒2506 桑山　洋一2995 岐阜県ｸﾜﾔﾏ ﾖｳｲﾁ

2時間26分32秒2507 竹田　宗2663 愛知県ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間26分33秒2508 逢坂　隆史1533 大阪府ｵｵｻｶ ﾀｶｼ

2時間26分33秒2509 塚平　正世3012 愛知県ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾖ

2時間26分36秒2510 佐藤　文彦2906 岐阜県ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ

2時間26分39秒2511 立石　光一2946 長浜市ﾀﾃｲｼ ｺｳｲﾁ

2時間26分52秒2512 小山　栄作1898 兵庫県ｺﾔﾏ ｴｲｻｸ

2時間26分53秒2513 樋口　顕士2141 愛知県ﾋｸﾞﾁ ｹﾝﾄ

2時間26分53秒2514 宇佐　昌憲2329 愛知県ｳｻ ﾏｻﾉﾘ

2時間26分56秒2515 望月　豊3136 三重県ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾀｶ

2時間26分57秒2516 佐藤　潤一3296 大阪府ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間27分02秒2517 西川　涼二2980 長浜市ﾆｼｶﾜ

2時間27分05秒2518 丸本　一郎2979 米原市ﾏﾙﾓﾄ ｲﾁﾛｳ

2時間27分06秒2519 小川　博3232 大阪府ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

2時間27分08秒2520 尾板　明582 長浜市ｵｲﾀ ｱｷﾗ

2時間27分10秒2521 高橋　幸一3058 大阪府ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ

2時間27分10秒2522 大江　竜雄3113 愛知県ｵｵｴ ﾀﾂｵ

2時間27分12秒2523 浅井　貞敏3042 彦根市ｱｻﾞｲ ｻﾀﾞﾄｼ

2時間27分13秒2524 三輪　明司2982 愛知県ﾐﾜ ｱｹｼ

2時間27分15秒2525 栖田　道雄577 兵庫県ｽﾀﾞ ﾐﾁｵ

2時間27分17秒2526 西川　義章2858 長浜市ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ

2時間27分20秒2527 香本　将志2414 京都府ｺｳﾓﾄ ﾏｻｼ

2時間27分22秒2528 松浦　博幸2530 大津市ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間27分22秒2529 堀川　雄史3137 大阪府ﾎﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ

2時間27分23秒2530 辻　涼介2571 彦根市ﾂｼﾞ ﾘｮｳｽｹ

2時間27分24秒2531 中村　勝己2138 岐阜県ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ

2時間27分25秒2532 辻　智章3072 兵庫県ﾂｼﾞ ﾁｱｷ

2時間27分34秒2533 大平　仁史2892 大津市ｵｵﾋﾗ ﾋﾄｼ

2時間27分37秒2534 伊藤　俊一2286 湖南市ｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ

2時間27分38秒2535 西川　正太朗3130 大阪府ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

2時間27分43秒2536 中西　秀夫2856 大阪府ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞｵ

2時間27分44秒2537 今井　直基2999 岐阜県ｲﾏｲ ﾅｵｷ

2時間27分48秒2538 船田　実雄3141 大阪府ﾌﾅﾀﾞ ｼﾞﾂｵ

2時間27分52秒2539 長谷　貴雄2867 大阪府ﾊｾ ﾀｶｵ

2時間27分56秒2540 五十嵐　円2297 千葉県ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾄﾞｶ

2時間27分58秒2541 岩佐　陽宏2370 近江八幡市ｲﾜｻ ｱｷﾋﾛ

2時間28分00秒2542 林　享3257 岐阜県ﾊﾔｼ ｱｷﾗ

2時間28分01秒2543 若園　敏朗2744 岐阜県ﾜｶｿﾞﾉ ﾄｼﾛｳ

2時間28分05秒2544 馬場　弘2948 彦根市ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ

2時間28分12秒2545 内海　篤志2486 岐阜県ｳﾂﾐ ｱﾂｼ

2時間28分13秒2546 村井　一弘2772 岐阜県ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間28分14秒2547 金原　正典2857 長浜市ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻﾉﾘ

2時間28分14秒2548 清水　仁3046 栗東市ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ

2時間28分14秒2549 宮川　敏2420 大阪府ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ

2時間28分19秒2550 三木　健寿2797 奈良県ﾐｷ ｹﾝｼﾞｭ
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2時間28分20秒2551 石川　敦詞2461 岐阜県ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ

2時間28分20秒2552 細川　翔平2888 京都府ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ

2時間28分21秒2553 種本　真也2603 愛知県ﾀﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ

2時間28分25秒2554 鈴木　之仁2454 福井県ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋﾄ

2時間28分30秒2555 野中　隆文2309 愛知県ﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

2時間28分32秒2556 川崎　敏司2834 大阪府ｶﾜｻｷ ﾄｼｼﾞ

2時間28分38秒2557 大濱　義弘3270 大阪府ｵｵﾊﾏ ﾖｼﾋﾛ

2時間28分45秒2558 梅木　誠一郎2924 福井県ｳﾒｷ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間28分48秒2559 堀江　寛3199 大阪府ﾎﾘｴ ｶﾝ

2時間28分48秒2560 小山　秀樹3069 奈良県ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

2時間28分49秒2561 荻原　貴之3247 岐阜県ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間28分50秒2562 東森　良雄3183 大阪府ﾋｶﾞｼﾓﾘ ﾖｼｵ

2時間28分54秒2563 吉田　和宏2799 栗東市ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間28分57秒2564 川内　成介1644 奈良県ｶﾜｳﾁ ｾｲｽｹ

2時間28分58秒2565 芳野　昌一2204 大阪府ﾖｼﾉ ｼｮｳｲﾁ

2時間29分00秒2566 堀田　英俊2702 三重県ﾎｯﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

2時間29分02秒2567 石松　太一2900 大阪府ｲｼﾏﾂ ﾀｲﾁ

2時間29分08秒2568 和田　隆2128 愛知県ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間29分11秒2569 山村　武2125 奈良県ﾔﾏﾑﾗ ﾀｹｼ

2時間29分15秒2570 溝渕　英行2880 大阪府ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間29分15秒2571 舩越　徹2671 愛知県ﾌﾅｺｼ ﾄｵﾙ

2時間29分19秒2572 辻　温弘2002 大阪府ﾂｼﾞ ｱﾂﾋﾛ

2時間29分23秒2573 沼上　満2669 京都府ﾇﾏｶﾞﾐ ﾐﾂﾙ

2時間29分23秒2574 中井　利守2945 守山市ﾅｶｲ ﾄｼﾓﾘ

2時間29分25秒2575 北尾　元實2921 京都府ｷﾀｵ ﾓﾄﾐ

2時間29分31秒2576 河原林　一王1341 京都府ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

2時間29分35秒2577 細井　康弘2860 広島県ﾎｿｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間29分42秒2578 前田　邦博913 愛知県ﾏｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

2時間29分42秒2579 土井　信明673 大阪府ﾄﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ

2時間29分45秒2580 万所　幸喜2766 京都府ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ

2時間29分45秒2581 鷲田　智彰2805 福井県ﾜｼﾀﾞ ﾁｱｷ

2時間29分48秒2582 藤巻　利宏2336 岐阜県ﾌｼﾞﾏｷ ﾄｼﾋﾛ

2時間29分51秒2583 片田　耕三949 奈良県ｶﾀﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ

2時間29分54秒2584 熊谷　純朗2667 愛知県ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾛｳ

2時間29分55秒2585 小川　建男2836 三重県ｵｶﾞﾜ ﾀｹｵ

2時間29分56秒2586 増永　一郎3159 福井県ﾏｽﾅｶﾞ ｲﾁﾛｳ

2時間29分57秒2587 日比野　忠直3101 岐阜県ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾀﾞﾅｵ

2時間29分58秒2588 河本　歩2509 京都府ｶﾜﾓﾄ ｱﾕﾑ

2時間29分59秒2589 渡邉　俊行2200 京都府ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ

2時間30分01秒2590 糸納　正樹1349 大津市ｲﾄﾉ ﾏｻｷ

2時間30分02秒2591 平本　和秀3135 福井県ﾋﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

2時間30分07秒2592 細野　道秋2078 岐阜県ﾎｿﾉ ﾐﾁｱｷ

2時間30分12秒2593 木村　真典2911 大阪府ｷﾑﾗ ｼﾝｽｹ

2時間30分13秒2594 宮川　伸夫1890 長浜市ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ

2時間30分14秒2595 岩室　克哉3009 奈良県ｲﾜﾑﾛ ｶﾂﾔ

2時間30分17秒2596 伊東　弘隆2863 京都府ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

2時間30分18秒2597 篠田　雄大3111 岐阜県ｼﾉﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間30分19秒2598 岸　喜芳2726 奈良県ｷｼｷﾖｼ

2時間30分19秒2599 大森　幹夫2034 守山市ｵｵﾓﾘ ﾐｷｵ

2時間30分25秒2600 南　哲治3271 大津市ﾐﾅﾐ ﾃﾂﾊﾙ
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2時間30分26秒2601 杉本　憲2359 愛知県ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝ

2時間30分30秒2602 河野　泰和2972 福井県ｺｳﾉ ﾔｽｶｽﾞ

2時間30分32秒2603 国枝　悟2833 岐阜県ｸﾆｴﾀﾞ ｻﾄﾙ

2時間30分33秒2604 藤森　昭治1727 長浜市ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ

2時間30分38秒2605 中江　実勝1903 愛知県ﾅｶｴ ﾉﾘｶﾂ

2時間30分41秒2606 中村　雄一郎2753 大阪府ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間30分47秒2607 北川　雅人3282 愛知県ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2時間30分47秒2608 奥田　幸作2444 愛知県ｵｸﾀﾞ ｺｳｻｸ

2時間30分48秒2609 村中　和三3099 大阪府ﾑﾗﾅｶ ｶｽﾞﾐ

2時間30分49秒2610 田丸　慎太朗3041 長浜市ﾀﾏﾙ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間30分50秒2611 嘉瀬　洋一2973 愛知県ｶｾ ﾖｳｲﾁ

2時間30分54秒2612 竹村　学3030 大阪府ﾀｹﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ

2時間30分55秒2613 吉崎　康容3292 福井県ﾖｼｻﾞｷ ﾔｽﾖｼ

2時間30分56秒2614 鬼頭　義隆2996 愛知県ｷﾄｳ ﾖｼﾀｶ

2時間30分59秒2615 宮元　健太3160 長浜市ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀ

2時間30分59秒2616 村井　敬司2083 大津市ﾑﾗｲ ｹｲｼﾞ

2時間31分00秒2617 深井　公雄2352 大阪府ﾌｶｲ ｷﾐｵ

2時間31分03秒2618 小野寺　隆一3297 埼玉県ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｭｳｲﾁ

2時間31分09秒2619 河田　一弘3104 岐阜県ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間31分11秒2620 竹市　崇2719 大阪府ﾀｹｲﾁ ﾀｶｼ

2時間31分13秒2621 吉田　成晴2475 大阪府ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ

2時間31分31秒2622 岡　俊明2859 長浜市ｵｶ ﾄｼｱｷ

2時間31分33秒2623 大谷　清隆968 静岡県ｵｵﾀﾆ ｷﾖﾀｶ

2時間31分38秒2624 金井　人3071 大阪府ｶﾅｲ ﾋﾄｼ

2時間31分46秒2625 池田　満2969 岐阜県ｲｹﾀﾞ ﾐﾂﾙ

2時間31分51秒2626 新美　良介2314 愛知県ﾆｲﾐ ﾘｮｳｽｹ

2時間31分52秒2627 田中　健二2666 愛知県ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間31分54秒2628 川内　一徳3176 大阪府ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間31分55秒2629 北村　栄治2846 野洲市ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ

2時間31分55秒2630 古川　直紀2685 三重県ﾌﾙｶﾜ ﾅｵｷ

2時間31分57秒2631 石田　勇治3001 守山市ｲｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

2時間32分11秒2632 高田　富夫1554 岐阜県ﾀｶﾀﾞ ﾄﾐｵ

2時間32分11秒2633 佐々木　一2525 兵庫県ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ

2時間32分13秒2634 高村　直樹2776 愛知県ﾀｶﾑﾗ ﾅｵｷ

2時間32分14秒2635 土屋　海斗2544 守山市ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ

2時間32分16秒2636 河合　芳文3056 京都府ｶﾜｲ ﾖｼﾌﾐ

2時間32分17秒2637 大野　朋宏2758 兵庫県ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ

2時間32分19秒2638 藤野　眞司3081 愛知県ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｼﾞ

2時間32分19秒2639 川嵜　真太郎1520 長浜市ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ

2時間32分21秒2640 樋田　大2938 石川県ﾋﾀﾞ ﾏｻﾙ

2時間32分22秒2641 三浦　正樹2215 大阪府ﾐｳﾗ ﾏｻｷ

2時間32分25秒2642 安部　佑3171 湖南市ｱﾍﾞ ﾀｽｸ

2時間32分29秒2643 大村　誠2548 愛知県ｵｵﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間32分31秒2644 小林　正樹3033 栗東市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

2時間32分47秒2645 安藤　晃彦1913 長浜市ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ

2時間32分49秒2646 名定　啓介2801 大阪府ﾅｻﾀﾞ ｹｲｽ

2時間32分59秒2647 多賀　直人2961 京都府ﾀｶﾞ ﾅｵﾄ

2時間33分02秒2648 内谷　安二郎2375 栗東市ｳﾁﾔ ﾔｽｼﾞﾛｳ

2時間33分09秒2649 立石　正治3133 福井県ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾊﾙ

2時間33分09秒2650 田村　淳2534 大阪府ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ
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2時間33分12秒2651 前沢　皓生3129 東京都ﾏｴｻﾞﾜ ｺｳｾｲ

2時間33分14秒2652 佐々木　良輔3039 長浜市ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ

2時間33分16秒2653 市川　昭圭3273 長浜市ｲﾁｶﾜ ｱｷﾖｼ

2時間33分21秒2654 島上　豊3131 近江八幡市ｼﾏｶﾞﾐ ﾕﾀｶ

2時間33分22秒2655 荒井　学2274 岐阜県ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ

2時間33分27秒2656 鈴木　伸彦2881 愛知県ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

2時間33分27秒2657 村上　雅一2930 東近江市ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｶｽﾞ

2時間33分31秒2658 津留　廣樹2156 愛知県ﾂﾙ ﾋﾛｷ

2時間33分31秒2659 宮内　正次2929 東近江市ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｼﾞ

2時間33分32秒2660 萩澤　則克2574 彦根市ﾊｷﾞｻﾞﾜ ﾉﾘﾖｼ

2時間33分36秒2661 浅井　誉夫3254 奈良県ｱｻｲ ﾀｶｵ

2時間33分38秒2662 岡本　吉史2054 栗東市ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

2時間33分39秒2663 柴田　裕介2765 大阪府ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ

2時間33分40秒2664 田村　諭3070 草津市ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

2時間33分45秒2665 下村　直之2740 草津市ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾕｷ

2時間33分51秒2666 鳥越　康司2716 大阪府ﾄﾘｺｼ ﾔｽｼﾞ

2時間33分56秒2667 飯島　義次2246 彦根市ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾂｸﾞ

2時間34分01秒2668 森本　和也1975 高島市ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

2時間34分13秒2669 曽我部　智2955 大阪府ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄｼ

2時間34分26秒2670 小森　秀和3076 長浜市ｺﾓﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間34分33秒2671 福田　進一2267 大阪府ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

2時間34分36秒2672 竹内　雅美2488 大津市ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ

2時間34分40秒2673 中嶋　久光2968 長浜市ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾐﾂ

2時間34分47秒2674 佐藤　彰2887 愛知県ｻﾄｳ ｱｷﾗ

2時間34分51秒2675 渡邊　雄太2990 彦根市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

2時間35分12秒2676 大橋　紳一郎2115 大阪府ｵｵﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間35分16秒2677 比留間　忠彦3209 埼玉県ﾋﾙﾏ ﾀﾀﾞﾋｺ

2時間35分30秒2678 飯田　信行3240 彦根市ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間35分32秒2679 野口　正文3215 大阪府ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ

2時間35分34秒2680 加藤　博文2432 愛知県ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ

2時間35分35秒2681 松浦　信三2266 大阪府ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｿﾞｳ

2時間35分37秒2682 吉積　伸介2828 兵庫県ﾖｼﾂﾞﾐ ｼﾝｽｹ

2時間35分38秒2683 脇山　心3118 福井県ﾜｷﾔﾏ ｼﾝ

2時間35分44秒2684 田中　均2785 草津市ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ

2時間35分46秒2685 梶本　直矢3169 奈良県ｶｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ

2時間35分47秒2686 宮元　博好1662 長浜市ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ

2時間35分52秒2687 吉田　彰宏1237 米原市ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

2時間35分53秒2688 比名　昭彦2746 兵庫県ﾋﾅ ｱｷﾋｺ

2時間36分06秒2689 野口　浩史3050 兵庫県ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間36分12秒2690 野々村　敦2222 岐阜県ﾉﾉﾑﾗ ｱﾂｼ

2時間36分17秒2691 前川　高志3288 彦根市ﾏｴｶﾜ

2時間36分26秒2692 鈴木　聖二2723 愛知県ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ

2時間36分30秒2693 徳橋　明紀3256 福井県ﾄｸﾊｼ ｱｷﾉﾘ

2時間36分34秒2694 西前　淳2315 兵庫県ﾆｼﾏｴ ｼﾞｭﾝ

2時間36分55秒2695 上田　陽平775 愛知県ｳｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

2時間37分05秒2696 中川　大地3134 大津市ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

2時間37分05秒2697 梅本　弥宏2732 長浜市ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間37分09秒2698 石田　英彦2737 大津市ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間37分15秒2699 大堀　翔3224 彦根市ｵｵﾎﾞﾘ ｼｮｳ

2時間37分23秒2700 新妻　良史3083 愛知県ﾆｲﾂﾞﾏ ﾖｼﾌﾐ
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2時間37分26秒2701 前田　良雄2923 草津市ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ

2時間37分28秒2702 西村　健吾3193 岐阜県ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

2時間37分30秒2703 広瀬　友之2883 大阪府ﾋﾛｾ ﾄﾓﾕｷ

2時間37分30秒2704 三國　健児2153 岐阜県ﾐｸﾆ ｹﾝｼﾞ

2時間37分36秒2705 関谷　幸久2842 近江八幡市ｾｷﾔ ｭｷﾋｻ

2時間37分38秒2706 丸本　良雄2851 米原市

2時間37分49秒2707 中川　寛一1681 彦根市ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ

2時間37分59秒2708 山中　悟3201 岐阜県ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾙ

2時間38分06秒2709 西村　知記2609 甲賀市ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｷ

2時間38分08秒2710 岩田　俊浩2871 長浜市ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾛ

2時間38分16秒2711 向井　勝久2850 大阪府ﾑｶｲ ｶﾂﾋｻ

2時間38分24秒2712 平田　和洋2773 京都府ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間38分26秒2713 東野　外司3075 長浜市ﾋｶﾞｼﾉ ｿﾄｼ

2時間38分32秒2714 光実　幸典3093 大阪府ﾐﾂｻﾞﾈ ﾕｷﾉﾘ

2時間38分33秒2715 川井　透麻2695 愛知県ｶﾜｲ ﾄｳﾏ

2時間38分36秒2716 松尾　正之3015 島根県ﾏﾂｵ ﾏｻﾕｷ

2時間38分39秒2717 石本　真言2984 京都府ｲｼﾓﾄ ﾏｺﾄ

2時間38分39秒2718 遠藤　雄一郎3092 岐阜県ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2時間38分40秒2719 小櫻　利雄958 大阪府ｺｻﾞｸﾗ ﾄｼｵ

2時間38分41秒2720 岡崎　兆明2343 近江八幡市ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｱｷ

2時間38分44秒2721 細野　尭之1670 岐阜県ﾎｿﾉ ﾀｶﾕｷ

2時間38分48秒2722 山野　秀樹2966 愛知県ﾔﾏﾉ ﾋﾃﾞｷ

2時間38分48秒2723 一川　龍平2838 岐阜県ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾍｲ

2時間38分55秒2724 藤田　利夫3234 草津市ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｵ

2時間38分56秒2725 塩野　明俊1764 三重県ｼｵﾉ ｱｷﾄｼ

2時間38分59秒2726 松本　敬之2901 大阪府ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

2時間39分15秒2727 原口　将行3128 大阪府ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

2時間39分19秒2728 福原　彬980 彦根市ﾌｸﾊﾗ ｱｷﾗ

2時間39分19秒2729 提髪　広樹2650 愛知県ｻｹﾞｶﾞﾐ ﾋﾛｷ

2時間39分22秒2730 寺西　誠2752 愛知県ﾃﾗﾆｼ ﾏｺﾄ

2時間39分31秒2731 加藤　創2940 兵庫県ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

2時間39分45秒2732 山路　則雄2304 長浜市ﾔﾏｼﾞ ﾉﾘｵ

2時間39分55秒2733 池田　祐眞2820 野洲市ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ

2時間39分56秒2734 宮原　将2564 岐阜県ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻｼ

2時間40分03秒2735 小林　潤3285 大阪府ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ

2時間40分03秒2736 押谷　大輔3283 長浜市ｵｼﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

2時間40分12秒2737 小川　優587 大阪府ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

2時間40分32秒2738 大野木　高志1722 長浜市ｵｵﾉｷﾞ ﾀｶｼ

2時間40分36秒2739 前田　健介3260 石川県ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ

2時間40分39秒2740 吉田　恒治2731 大阪府ﾖｼﾀﾞ ﾂﾈｼﾞ

2時間40分41秒2741 桶谷　大輔3127 石川県ｵｹﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

2時間40分43秒2742 藤田　浩之2441 奈良県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

2時間40分51秒2743 船戸　弘行3049 京都府ﾌﾅﾄ ﾋﾛﾕｷ

2時間40分52秒2744 古吟　精二2763 大阪府ｺｷﾞﾝ ｾｲｼﾞ

2時間40分52秒2745 稲葉　健一3163 三重県ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間40分54秒2746 中川　和泉1660 長浜市ﾅｶｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ

2時間40分57秒2747 中村　隆彦3059 神奈川県ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｺ

2時間40分58秒2748 伊藤　哲夫2775 愛知県ｲﾄｳ ﾃﾂｵ

2時間41分02秒2749 田村　渉2407 京都府ﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ

2時間41分19秒2750 武村　秀久2991 三重県ﾀｹﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋｻ
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2時間41分19秒2751 細川　明信2403 兵庫県ﾎｿｶﾜ ｱｷﾉﾌﾞ

2時間41分22秒2752 東田　明也2902 愛知県ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｱｷﾅﾘ

2時間41分25秒2753 古市　大3265 兵庫県ﾌﾙｲﾁ ﾀﾞｲ

2時間41分28秒2754 市川　三喜嗣2176 兵庫県ｲﾁｶﾜ ﾐｷﾂｸﾞ

2時間41分37秒2755 相原　保3034 神奈川県ｱｲﾊﾗ ﾀﾓﾂ

2時間41分46秒2756 藤田　芳史3227 京都府ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾌﾐ

2時間41分46秒2757 西垣　和彦3102 大阪府ﾆｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ

2時間41分51秒2758 藤本　幸志3238 大阪府ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

2時間42分02秒2759 中田　浩高3239 愛知県ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ

2時間42分12秒2760 石原　愛嗣1092 兵庫県ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾂｸﾞ

2時間42分12秒2761 石原　知樹1093 兵庫県ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｷ

2時間42分24秒2762 友光　保博1844 京都府ﾄﾓﾐﾂ ﾔｽﾋﾛ

2時間42分41秒2763 水野　武彦3085 奈良県ﾐｽﾞﾉ ﾀｹﾋｺ

2時間42分43秒2764 中嶋　剛3231 近江八幡市ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ

2時間42分46秒2765 蟹江　英明2992 愛知県ｶﾆｴ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間42分50秒2766 松原　信公3095 岡山県ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾏｻ

2時間42分53秒2767 上山　弘3180 彦根市ｳｴﾔﾏ ﾋﾛｼ

2時間42分58秒2768 松本　伸司3174 大阪府ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2時間43分03秒2769 武藤　和浩2896 大阪府ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間43分10秒2770 大竹　宏2705 岐阜県ｵｵﾀｹ ﾋﾛｼ

2時間43分10秒2771 竹下　博將3178 東京都ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾕｷ

2時間43分15秒2772 西村　順一郎3051 長浜市ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

2時間43分24秒2773 八木　一郎3048 京都府ﾔｷﾞ ｲﾁﾛｳ

2時間43分25秒2774 小山　哲宏3263 愛知県ｺﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ

2時間43分26秒2775 奥嶋　賢2936 三重県ｵｸｼﾏ ｻﾄｼ

2時間43分29秒2776 田中　智士1459 大阪府ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

2時間43分35秒2777 奥野　吉博2219 京都府ｵｸﾉ ﾖｼﾋﾛ

2時間43分49秒2778 渡辺　恵介3252 長浜市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ

2時間43分49秒2779 細野　幸司3278 岐阜県ﾎｿﾉ ｺｳｼﾞ
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