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1時間09分25秒1 大辻 夏樹1 ｵｵﾂｼﾞ ﾅﾂｷ

1時間09分35秒2 坂本 陽平6 ｻｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

1時間11分20秒3 中村 真佐志5 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ

1時間12分18秒4 永田 祐樹3 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ

1時間14分30秒5 松宮 賢人8 ﾏﾂﾐﾔ ｹﾝﾄ

1時間15分16秒6 佐藤 誠14 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間16分07秒7 川西 治雄9 ｶﾜﾆｼ ﾊﾙｵ

1時間17分13秒8 中山 実貴2 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ

1時間17分22秒9 中村 敦15 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間17分30秒10 安井 潤10 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝ

1時間17分42秒11 森 義記7 ﾓﾘ ﾖｼｷ

1時間17分55秒12 西田 直樹13 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ

1時間18分02秒13 前田 寛22 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間18分03秒14 飯田 勇祈18 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ

1時間18分50秒15 黒木 慎吾20 ｸﾛｷ ｼﾝｺﾞ

1時間19分12秒16 辻 展行19 ﾂｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間19分28秒17 高田 雄太16 ﾀｶﾀ ﾕｳﾀ

1時間19分40秒18 中森 智也23 ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ

1時間19分50秒19 伊藤 伸也26 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ

1時間20分30秒20 山岡 知正33 ﾔﾏｵｶ ﾄﾓﾏｻ

1時間20分54秒21 吉岡 潤平12 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間20分56秒22 野原 康弘27 ﾉﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ

1時間21分35秒23 井島 陽輔17 ｲｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ

1時間21分54秒24 中嶋 啓太30 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ

1時間22分00秒25 武田 浩志21 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間22分33秒26 藤井 琢也37 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ

1時間23分50秒27 山口 武111 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ

1時間23分52秒28 稲本 忠36 ｲﾅﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間24分01秒29 辰己 裕和35 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間24分22秒30 田代 拓也63 ﾀｼﾛ ﾀｸﾔ

1時間24分28秒31 水野 敏彦47 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

1時間24分30秒32 ロススミス ジャスティン120 ﾛｽｽﾐｽ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ

1時間24分41秒33 日永 伸隆68 ﾋﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間25分13秒34 大前 直樹60 ｵｵﾏｴ ﾅｵｷ

1時間25分14秒35 若森 裕生117 ﾜｶﾓﾘ ﾋﾛｷ

1時間25分18秒36 川村 和洋42 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間25分18秒37 大村 龍一188 ｵｵﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

1時間25分35秒38 草野 篤史52 ｸｻﾉ ｱﾂｼ

1時間26分14秒39 花本 崇62 ﾊﾅﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間26分29秒40 鶴田 雄三55 ﾂﾙﾀ ﾕｳｿﾞｳ

1時間26分34秒41 西田 和之43 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間26分40秒42 道智 賢市58 ﾄﾞｳﾁ ｹﾝｲﾁ

1時間26分45秒43 山岡 克正53 ﾔﾏｵｶ ｶﾂﾏｻ

1時間26分55秒44 泉 徳男109 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ

1時間27分10秒45 領家 淳二57 ﾘｮｳｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間27分19秒46 内藤 久嗣32 ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ

1時間27分26秒47 川中 弘智77 ｶﾜﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ

1時間27分29秒48 八木 雅之48 ﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間27分33秒49 小倉 淳志76 ｵｸﾞﾗ ｱﾂｼ

1時間27分35秒50 林 裕之92 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ
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1時間27分35秒51 山中 忍34 ﾔﾏﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

1時間27分40秒52 石地 博之39 ｲｼｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間27分59秒53 松本 祥幸40 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ

1時間28分05秒54 宮部 勝178 ﾐﾔﾍﾞ ﾏｻﾙ

1時間28分10秒55 小林 康司137 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ

1時間28分14秒56 川村 耕平107 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1時間28分20秒57 川上 貴志65 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ

1時間28分21秒58 竹村 定晃234 ﾀｹﾑﾗ ｻﾀﾞｱｷ

1時間28分42秒59 樫原 祐市61 ｶｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁ

1時間28分44秒60 小西 寛昭45 ｺﾆｼ ﾋﾛｱｷ

1時間28分48秒61 原田 昌宜70 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

1時間28分53秒62 野方 誠56 ﾉｶﾀ ﾏｺﾄ

1時間29分01秒63 伊藤 貴俊28 ｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ

1時間29分08秒64 脇坂 謙斗54 ﾜｷｻﾞｶ ｹﾝﾄ

1時間29分11秒65 小池 季230 ｺｲｹ ﾐﾉﾘ

1時間29分14秒66 吉田 直人97 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ

1時間29分25秒67 小林 太91 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾄｼ

1時間29分28秒68 小西 真樹218 ｺﾆｼ ﾏｻｷ

1時間29分33秒69 前田 喜代次38 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ

1時間29分36秒70 石川 雄己98 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ

1時間29分54秒71 林 慧人329 ﾊﾔｼ ｹｲﾄ

1時間30分02秒72 相馬 祐人78 ｿｳﾏ ﾏｻﾄ

1時間30分21秒73 奥田 拓也143 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾔ

1時間30分29秒74 中西 智己244 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾐ

1時間30分43秒75 岩崎 利夫142 ｲﾜｻｷ ﾄｼｵ

1時間30分45秒76 楠井 隆116 ｸｽｲ ﾀｶｼ

1時間31分10秒77 河野 貴一125 ｺｳﾉ ﾀｶﾋﾄ

1時間31分31秒78 堀居 和真180 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾏ

1時間31分35秒79 青地 俊治80 ｱｵﾁﾞ ﾄｼﾊﾙ

1時間31分39秒80 吉野 昌尚50 ﾖｼﾉ ﾏｻﾅｵ

1時間31分43秒81 高畑 克己64 ﾀｶﾊﾀ ｶﾂﾐ

1時間31分47秒82 見置 孝昌170 ﾐｵｷ ﾀｶﾏｻ

1時間31分51秒83 西川 和典177 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間31分54秒84 今村 彰66 ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾗ

1時間31分57秒85 田中 豊彦119 ﾀﾅｶ ﾄﾖﾋｺ

1時間32分10秒86 福野 健太123 ﾌｸﾉ ｹﾝﾀ

1時間32分23秒87 星谷 広一46 ﾎｼﾔ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間32分23秒88 北川 弘樹89 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間32分29秒89 中野 真95 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間32分38秒90 追立 茂118 ｵｲﾀﾃ ｼｹﾞﾙ

1時間32分41秒91 宇佐見 努169 ｳｻﾐ ﾂﾄﾑ

1時間32分47秒92 白崎 清史122 ｼﾗｻｷ ｷﾖｼ

1時間32分47秒93 増田 実利79 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾂﾘ

1時間32分50秒94 谷口 州平105 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

1時間33分07秒95 澤居 洋明173 ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ

1時間33分24秒96 鹿島 賢次74 ｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間33分28秒97 薮野 孝132 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間33分43秒98 木村 和貴162 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ

1時間33分50秒99 亀田 政和149 ｶﾒﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間34分00秒100 牧野 兼武135 ﾏｷﾉ ｶﾈﾀｹ
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1時間34分06秒101 中島 陽司110 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ

1時間34分07秒102 森本 義則187 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

1時間34分29秒103 森本 順也164 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間34分37秒104 川田 幸寛459 ｶﾜﾀ ﾕｷﾋﾛ

1時間34分44秒105 西川 博133 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間34分47秒106 元中 治文67 ﾓﾄﾅｶ ﾊﾙﾌﾐ

1時間34分48秒107 山本 祥治158 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間34分53秒108 冨士野 秀峰147 ﾌｼﾞﾉ ｼｭｳﾎｳ

1時間34分59秒109 生田 和史75 ｲｸﾀ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間35分05秒110 出浦 直樹153 ﾃﾞｳﾗ ﾅｵｷ

1時間35分06秒111 下司 凌大184 ｹﾞｼ ﾘｮｳﾀ

1時間35分31秒112 望月 ヒデキ213 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間35分48秒113 吉村 健一100 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

1時間35分49秒114 多賀 喜彦233 ﾀｶﾞ ﾖｼﾋｺ

1時間35分54秒115 初宿 亨69 ｼﾔｹ ﾄｵﾙ

1時間36分00秒116 山本 浩司266 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間36分14秒117 米田 安孝175 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ

1時間36分17秒118 杉慰 諭544 ｽｷﾞｲ ｻﾄｼ

1時間36分22秒119 竹内 利幸25 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾕｷ

1時間36分32秒120 奥田 新悟150 ｵｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間36分39秒121 三浦 隆司94 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ

1時間36分45秒122 北川 豊明151 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖｱｷ

1時間36分54秒123 和辻 隆181 ﾜﾂｼﾞ ﾀｶｼ

1時間36分57秒124 井上 照幸83 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾕｷ

1時間37分01秒125 安田 明弘225 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1時間37分21秒126 西村 友貴86 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ

1時間37分38秒127 安藤 和人400 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ

1時間37分49秒128 松坂 義隆102 ﾏﾂｻﾞｶ ﾖｼﾀｶ

1時間38分12秒129 橋本 一広73 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間38分14秒130 那須 義人401 ﾅｽ ﾖｼﾄ

1時間38分19秒131 北山 雅也166 ｷﾀﾔﾏ ﾏｻﾔ

1時間38分34秒132 宇野 進志359 ｳﾉ ﾐﾁﾕｷ

1時間38分53秒133 佐々木 英樹161 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間38分54秒134 松井 友佑280 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ

1時間38分55秒135 山本 明志124 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲｼ

1時間39分06秒136 赤松 尚明134 ｱｶﾏﾂ ﾅｵｱｷ

1時間39分06秒137 黒川 静博138 ｸﾛｶﾜ ｼｽﾞﾋﾛ

1時間39分10秒138 山本 武司113 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ

1時間39分17秒139 西山 公二163 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間39分23秒140 筑山 健次366 ﾁｸﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

1時間39分28秒141 辻 貴史152 ﾂｼﾞ ﾀｶｼ

1時間39分28秒142 奥村 忠之141 ｵｸﾑﾗ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間39分43秒143 浜田 正人240 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ

1時間39分56秒144 川崎 弘之71 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間40分02秒145 皆川 裕徳215 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ

1時間40分03秒146 那須 康一286 ﾅｽ ｺｳｲﾁ

1時間40分32秒147 廣部 正己99 ﾋﾛﾍﾞ ﾏｻﾐ

1時間40分45秒148 住吉 伸啓380 ｽﾐﾖｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間40分49秒149 赤塚 等198 ｱｶﾂｶ ﾋﾄｼ

1時間40分51秒150 伊藤 壮平174 ｲﾄｳ ｿｳﾍｲ
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1時間40分58秒151 山本 直樹216 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ

1時間41分04秒152 橋本 拓郎179 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾛｳ

1時間41分09秒153 礒村 知明356 ｲｿﾑﾗ ﾁｱｷ

1時間41分22秒154 村上 忠之155 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞﾕｷ

1時間41分33秒155 安齋 和真90 ｱﾝｻｲ ｶｽﾞﾏ

1時間41分34秒156 角間 和行160 ｶｸﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1時間41分37秒157 木野 和也476 ｷﾉ ｶｽﾞﾔ

1時間42分00秒158 椿野 康弘130 ﾂﾊﾞｷﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間42分03秒159 佐藤 昌史197 ｻﾄｳ ﾏｻｼ

1時間42分12秒160 松田 敏彦199 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

1時間42分15秒161 高木 敬文227 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾌﾐ

1時間42分25秒162 柳田 俊一129 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

1時間42分33秒163 前原 孝明88 ﾏｴﾊﾗ ﾀｶｱｷ

1時間42分35秒164 外屋敷 竜一126 ﾎｶﾔｼｷ ﾘｭｳｲﾁ

1時間42分36秒165 林 環168 ﾊﾔｼ ﾀﾏｷ

1時間42分39秒166 清水 純治93 ｼﾐｽﾞ ｽﾐﾊﾙ

1時間42分40秒167 溝渕 浩二202 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ

1時間42分54秒168 嵐 英人82 ｱﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ

1時間43分09秒169 松尾 章史259 ﾏﾂｵ ｼｮｳｼﾞ

1時間43分12秒170 衣川 俊之44 ｷﾇｶﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間43分21秒171 柳野 光明29 ﾔﾅｷﾞﾉ ﾐﾂｱｷ

1時間43分25秒172 松岡 智広194 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓﾋﾛ

1時間43分45秒173 土佐 弘之136 ﾄｻ ﾋﾛﾕｷ

1時間43分46秒174 川北 勉238 ｶﾜｷﾀ ﾂﾄﾑ

1時間43分49秒175 小林 颯真165 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ

1時間43分50秒176 高森 英昭87 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間43分53秒177 近藤 正也231 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ

1時間43分55秒178 宅野 敏和121 ﾀｸﾉ ﾄｼｶｽﾞ

1時間43分58秒179 竹内 翼131 ﾀｹｳﾁ ﾂﾊﾞｻ

1時間44分00秒180 泉 博行183 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分07秒181 片岡 靖陽478 ｶﾀｵｶ ﾔｽﾊﾙ

1時間44分23秒182 影山 裕章217 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間44分28秒183 植原 章博103 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

1時間44分32秒184 古池 和弥115 ﾌﾙｲｹ ｶｽﾞﾔ

1時間44分33秒185 田中 淳一郎373 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間44分36秒186 辻 淳樹547 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｷ

1時間44分51秒187 前田 成範219 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ

1時間44分54秒188 山本 茂雄156 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｵ

1時間45分01秒189 鈴木 伸幸263 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間45分09秒190 樋口 圭一249 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ

1時間45分11秒191 山下 勝可209 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾖｼ

1時間45分11秒192 澤井 一幸195 ｻﾜｲ ｶｽﾞﾕｷ

1時間45分12秒193 関 高弘185 ｾｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間45分27秒194 馬淵 陽士203 ﾏﾌﾞﾁ ﾖｳｼﾞ

1時間45分28秒195 小椋 泰和81 ｵｸﾞﾗ ﾔｽｶｽﾞ

1時間45分33秒196 祖父江 伸匡358 ｿﾌｴ ﾉﾌﾞﾏｻ

1時間45分35秒197 雲林院 敏文127 ｳﾝﾘﾝｲﾝ ﾄｼﾌﾐ

1時間45分38秒198 伊関 弘朗439 ｲｾｷ ﾋﾛｱｷ

1時間45分41秒199 二階堂 正人189 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

1時間45分49秒200 福本 恵祐522 ﾌｸﾓﾄ ｹｲｽｹ
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1時間45分59秒201 田邉 耕一232 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ

1時間46分02秒202 小林 信夫307 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ

1時間46分18秒203 植村 靖彦275 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋｺ

1時間46分22秒204 高島 匡寛159 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分45秒205 中谷 亮介317 ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ

1時間46分49秒206 深谷 利彦214 ﾌｶﾔ ﾄｼﾋｺ

1時間47分02秒207 足立 健太384 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝﾀ

1時間47分04秒208 辻 幸也72 ﾂｼﾞ ﾕｷﾔ

1時間47分12秒209 水口 信也528 ﾐﾅｸﾁ ｼﾝﾔ

1時間47分15秒210 寺村 俊彦241 ﾃﾗﾑﾗ ﾄｼﾋｺ

1時間47分22秒211 中山 和行242 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1時間47分24秒212 堀尾 菊宏222 ﾎﾘｵ ｷｸﾋﾛ

1時間47分34秒213 田中 実369 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ

1時間47分45秒214 尾崎 直人361 ｵｻﾞｷ ﾅｵﾄ

1時間47分46秒215 丸岡 吉昭296 ﾏﾙｵｶ ﾖｼｱｷ

1時間47分46秒216 横井 達矢328 ﾖｺｲ ﾀﾂﾔ

1時間47分46秒217 奥平 龍之介337 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳﾉｽｹ

1時間47分49秒218 石島 勇治246 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間47分51秒219 北川 貴士261 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ

1時間47分52秒220 矢掛 誠将220 ﾔｶﾞｹ ﾏｻﾕｷ

1時間47分53秒221 川崎 捨雄310 ｶﾜｻｷ ｽﾃｵ

1時間47分55秒222 佐々木 重美322 ｻｻｷ ｼｹﾞﾐ

1時間47分55秒223 小林 洋之276 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間47分55秒224 山田 健一243 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間47分57秒225 小嶋 正吾265 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ

1時間48分00秒226 堂丸 宏之207 ﾄﾞｳﾏﾙ ﾋﾛﾕｷ

1時間48分13秒227 下津 直武172 ｼﾓﾂﾞ ﾅｵﾀｹ

1時間48分18秒228 野一色 哲治145 ﾉｲｼｷ ﾃﾂｼﾞ

1時間48分20秒229 西村 健182 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間48分22秒230 河合 真人196 ｶﾜｲ ﾏｻﾄ

1時間48分29秒231 本郷 政樹200 ﾎﾝｺﾞｳ ﾏｻｷ

1時間48分31秒232 増田 佳晴327 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ

1時間48分32秒233 吉川 和宏295 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間48分53秒234 石井 光弘287 ｲｼｲ ﾐﾂﾋﾛ

1時間49分09秒235 小林 雅弘318 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間49分10秒236 川村 好平4 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ

1時間49分10秒237 古川 善久273 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｻ

1時間49分15秒238 桂田 卓実108 ｶﾂﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ

1時間49分19秒239 郷間 一樹206 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞｷ

1時間49分23秒240 寺本 俊彦252 ﾃﾗﾓﾄ ﾄｼﾋｺ

1時間49分26秒241 糸納 正樹193 ｲﾄﾉ ﾏｻｷ

1時間49分31秒242 徳井 健一289 ﾄｸｲ ｹﾝｲﾁ

1時間49分33秒243 巨椋 実239 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ

1時間49分51秒244 石田 和也385 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

1時間49分57秒245 塚本 一雄148 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間50分04秒246 中野 和明393 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ

1時間50分05秒247 西橋 洋128 ﾆｼﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間50分09秒248 宮川 清行176 ﾐﾔｶﾞﾜ ｷﾖﾕｷ

1時間50分12秒249 山本 健太382 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ

1時間50分20秒250 松本 直樹407 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ
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1時間50分23秒251 樋口 功雄106 ﾋｸﾞﾁ ｲｻｵ

1時間50分30秒252 片山 崇463 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間50分39秒253 安藤 雅祥381 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ

1時間50分40秒254 岩島 武男345 ｲﾜｼﾞﾏ ﾀｹｵ

1時間50分48秒255 浅田 智浩581 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1時間50分57秒256 福永 光希412 ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾂｷ

1時間51分01秒257 辰巳 直登297 ﾀﾂﾐ ﾅｵﾄ

1時間51分03秒258 前田 泰史292 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ

1時間51分13秒259 中川 渡101 ﾅｶｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ

1時間51分15秒260 柴田 博紀248 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ

1時間51分18秒261 村井 豊255 ﾑﾗｲ ﾕﾀｶ

1時間51分28秒262 田口 祐介204 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

1時間51分34秒263 稲葉 忠継367 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾀﾞﾂｸﾞ

1時間51分37秒264 寺居 伸幸398 ﾃﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間51分43秒265 坂上 修士254 ｻｶｳｴ ｼｭｳｼﾞ

1時間51分49秒266 西川 宏治139 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ

1時間51分50秒267 脇坂 洸司532 ﾜｷｻﾞｶ ｺｳｼﾞ

1時間51分55秒268 吉村 富司210 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間51分58秒269 服部 孝洋332 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ

1時間52分02秒270 上野 淳一郎378 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

1時間52分04秒271 清水 晃雄247 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ

1時間52分20秒272 分部 泉274 ﾜｹﾍﾞ ｲｽﾞﾐ

1時間52分35秒273 望月 公平387 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ

1時間52分35秒274 横山 公史312 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間52分37秒275 角田 歩352 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾕﾑ

1時間52分42秒276 吉方 圭司278 ﾖｼｶﾀ ｹｲｼﾞ

1時間52分46秒277 添田 世紀154 ｿｴﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

1時間52分48秒278 葉山 康司192 ﾊﾔﾏ ｺｳｼﾞ

1時間52分48秒279 藤野 朋哉360 ﾌｼﾞﾉ ﾄﾓﾔ

1時間52分58秒280 松井 有明388 ﾏﾂｲ ﾅﾘｱｷ

1時間53分11秒281 小谷 正貴320 ｵﾀﾞﾆ ﾏｻｷ

1時間53分12秒282 山中 亮二262 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

1時間53分18秒283 清水 誠二281 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ

1時間53分32秒284 竹山 勝則267 ﾔｹﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ

1時間53分38秒285 福田 一行245 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間53分40秒286 青木 中尚408 ｱｵｷ ﾅｶﾋｻ

1時間53分46秒287 中川 大介438 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

1時間53分48秒288 江頭 一夫171 ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞｵ

1時間53分50秒289 図師 和喜285 ｽﾞｼ ｶｽﾞｷ

1時間54分02秒290 江畑 渉288 ｴﾊﾞﾀ ﾜﾀﾙ

1時間54分18秒291 松居 清弘301 ﾏﾂｲ ｷﾖﾋﾛ

1時間54分20秒292 金村 明紀269 ｶﾅﾑﾗ ｱｷﾉﾘ

1時間54分27秒293 勝部 重文460 ｶﾂﾍﾞ ｼｹﾞﾌﾐ

1時間54分32秒294 中脇 章雄272 ﾅｶﾜｷ ｱｷｵ

1時間54分44秒295 岩崎 秀樹291 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ

1時間54分45秒296 伊藤 祥太郎372 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ

1時間54分49秒297 中澤 正幸364 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間55分03秒298 大伴 五作144 ｵｵﾄﾓ ｺﾞｻｸ

1時間55分04秒299 古池 優和114 ﾌﾙｲｹ ﾕｳﾄ

1時間55分06秒300 溝畑 治樹442 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ
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1時間55分10秒301 富川 真佐夫445 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻｵ

1時間55分18秒302 田上 昭弘386 ﾀﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ

1時間55分35秒303 赤井 洋斗411 ｱｶｲ ﾋﾛﾄ

1時間55分49秒304 桐山 憲一282 ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

1時間56分03秒305 野田 喜紀363 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間56分07秒306 居川 賢一257 ｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間56分11秒307 岸本 翼293 ｷｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

1時間56分18秒308 杉田 義治311 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾊﾙ

1時間56分19秒309 篠原 政継447 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾂｸﾞ

1時間56分22秒310 中井 出229 ﾅｶｲ ｲｽﾞﾙ

1時間56分28秒311 樹下 昌弘294 ｼﾞｭｹﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間56分31秒312 齋藤 望226 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ

1時間56分32秒313 石黒 正生305 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻｵ

1時間56分33秒314 西村 大亮375 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

1時間56分33秒315 森 正樹376 ﾓﾘ ﾏｻｷ

1時間56分37秒316 徳光 俊和418 ﾄｸﾐﾂ ﾄｼｶｽﾞ

1時間56分42秒317 川尻 仁190 ｶﾜｼﾞﾘ ﾋﾄｼ

1時間56分44秒318 斉藤 光宏223 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ

1時間56分45秒319 西村 清一270 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ

1時間56分49秒320 安藤 雅康450 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔｽ

1時間56分53秒321 與那原 大樹520 ﾖﾅﾊﾗ ﾀｲｷ

1時間57分01秒322 長原 一博338 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間57分03秒323 泉谷 仁志300 ｲｽﾞﾀﾆ ﾋﾄｼ

1時間57分16秒324 澤田 文一140 ｻﾜﾀﾞ ﾌﾐｶｽﾞ

1時間57分33秒325 立山 照幸383 ﾀﾃﾔﾏ ﾃﾙﾕｷ

1時間57分37秒326 安達 規生402 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｵ

1時間57分50秒327 田中 達也237 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ

1時間58分01秒328 猪飼 邦圭284 ｲｶﾞｲ ｸﾆﾖｼ

1時間58分08秒329 飯田 欣司279 ｲｲﾀﾞ ｷﾝｼﾞ

1時間58分11秒330 興津 正明302 ｵｷﾂ ﾏｻｱｷ

1時間58分22秒331 浅見 盛夫260 ｱｻﾐ ﾓﾘｵ

1時間58分29秒332 藤川 義則319 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

1時間58分36秒333 平居 聖191 ﾋﾗｲ ｱｷﾗ

1時間58分39秒334 田中 幸太郎264 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

1時間58分43秒335 石川 雅之253 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ

1時間58分44秒336 津田 洋志454 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間58分45秒337 戸崎 克司268 ﾄｻﾞｷ ｶﾂｼ

1時間58分46秒338 笠原 克己157 ｶｻﾊﾗ ｶﾂﾐ

1時間58分50秒339 宇野 修419 ｳﾉ ｵｻﾑ

1時間59分09秒340 市山 重行586 ｲﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾕｷ

1時間59分17秒341 寺田 豊277 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ

1時間59分20秒342 安食 芳仁211 ｱﾝｼﾞｷ ﾖｼﾋﾄ

1時間59分22秒343 佐藤 孝弘186 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

1時間59分29秒344 山崎 雅裕446 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

1時間59分34秒345 松村 勝弘471 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ

1時間59分56秒346 田中 賢次351 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ

2時間00分12秒347 千田 浩之314 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間00分18秒348 中野 勝339 ﾅｶﾉ ﾏｻﾙ

2時間00分44秒349 西村 貴行377 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間00分54秒350 奥野 雄大370 ｵｸﾉ ﾀｹﾋﾛ
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2時間01分01秒351 田中 真一郎416 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

2時間01分19秒352 井上 喜史423 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｻ

2時間01分32秒353 宮田 泰英543 ﾐﾔﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ

2時間01分35秒354 桂田 貴則502 ｶﾂﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ

2時間01分38秒355 川崎 幸一298 ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁ

2時間01分50秒356 吉田 智也479 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ

2時間02分13秒357 佐竹 大輔491 ｻﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ

2時間02分20秒358 村田 惣一郎224 ﾑﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

2時間02分29秒359 高田 公平485 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ

2時間02分31秒360 山口 清529 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ

2時間02分32秒361 吉井 大祐515 ﾖｼｲ ﾀﾞｲｽｹ

2時間02分35秒362 郷間 彰350 ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ

2時間02分38秒363 松江 由多加426 ﾏﾂｴ ﾕﾀｶ

2時間02分45秒364 岡村 光彦403 ｵｶﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ

2時間02分58秒365 田尾 知久236 ﾀｵ ﾄﾓﾋｻ

2時間02分59秒366 上田 正典354 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間03分08秒367 西川 公也368 ﾆｼｶﾜ ｷﾝﾔ

2時間03分15秒368 中野 誠三335 ﾅｶﾉ ｾｲｿﾞｳ

2時間03分18秒369 木野 竜也283 ｷﾉ ﾀﾂﾔ

2時間03分35秒370 小島 俊彦208 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ

2時間03分39秒371 赤沢 文彦567 ｱｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ

2時間03分50秒372 前川 泰次516 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｲｼﾞ

2時間03分50秒373 土屋 誠一371 ﾂﾁﾔ ｾｲｲﾁ

2時間04分08秒374 森 和之395 ﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ

2時間04分13秒375 高橋 一司167 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ

2時間04分24秒376 吉田 浩一470 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間04分26秒377 市原 尚465 ｲﾁﾊﾗ ﾋｻｼ

2時間04分40秒378 永田 敦也504 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ

2時間04分44秒379 冨田 正和496 ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2時間04分52秒380 角 淳321 ｽﾐ ｼﾞｭﾝ

2時間05分11秒381 杵川 洋一251 ｷﾈｶﾜ ﾖｳｲﾁ

2時間05分11秒382 前田 久任290 ﾏｴﾀﾞ ﾋｻﾄ

2時間05分14秒383 領家 太貴男379 ﾘｮｳｹ ﾀｷｵ

2時間05分16秒384 田中 千春334 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ

2時間05分26秒385 一瀬 智之390 ｲﾁﾉｾ ﾄﾓﾕｷ

2時間05分30秒386 水口 学425 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ

2時間05分40秒387 吉田 篤568 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間05分41秒388 中村 清嗣308 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾂｸﾞ

2時間06分00秒389 相川 健良271 ｱｲｶﾜ ｹﾝﾘｮｳ

2時間06分09秒390 賀 岩華578 ﾎﾞ ﾛﾝ

2時間06分11秒391 高山 安広437 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

2時間06分25秒392 秦 俊浩341 ﾊﾀ ﾄｼﾋﾛ

2時間06分36秒393 北川 幸祐212 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

2時間06分39秒394 佐藤 俊介518 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

2時間06分56秒395 高木 猛309 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

2時間07分01秒396 滝口 和司540 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ

2時間07分31秒397 南部 正明523 ﾅﾝﾌﾞ ﾏｻｱｷ

2時間07分41秒398 圓明 正樹443 ｴﾝﾒｲ ﾏｻｷ

2時間07分53秒399 阿部 秀一424 ｱﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ

2時間08分10秒400 井ノ口 博一480 ｲﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ
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2時間08分16秒401 山根 曉455 ﾔﾏﾈ ｻﾄﾙ

2時間08分22秒402 野口 秀行304 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間08分30秒403 山本 景以507 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾞﾕｷ

2時間08分50秒404 新居 真二313 ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ

2時間08分59秒405 近藤 太實男431 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｵ

2時間09分03秒406 淀川 正弘324 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分14秒407 馬殿 高昭340 ﾊﾞﾃﾝ ﾀｶｱｷ

2時間09分20秒408 金子 智彦527 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋｺ

2時間09分34秒409 西川 昌宏577 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

2時間09分34秒410 疋田 之宏441 ﾋｷﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

2時間09分42秒411 清水 哲之389 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾕｷ

2時間09分57秒412 林 雅章344 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ

2時間10分01秒413 角田 和之495 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

2時間10分14秒414 田島 喜治430 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ

2時間10分19秒415 岸村 誠333 ｷｼﾑﾗ ﾏｺﾄ

2時間10分22秒416 神野 一仁258 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間10分24秒417 小野 直樹464 ｵﾉ ﾅｵｷ

2時間10分26秒418 内藤 義之469 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ

2時間10分53秒419 大堀 正彦458 ｵｵﾎﾞﾘ ﾏｻﾋｺ

2時間11分06秒420 中井 雅之420 ﾅｶｲ ﾏｻﾕｷ

2時間11分15秒421 谷 賢二561 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

2時間11分39秒422 宮元 義保396 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾔｽ

2時間11分47秒423 南部 利明534 ﾅﾝﾌﾞ ﾄｼｱｷ

2時間11分53秒424 小林 翔真498 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ

2時間12分07秒425 中川 寛之533 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

2時間12分35秒426 伏木 社司399 ﾌｼｷ ﾀｶｼ

2時間12分43秒427 高橋 慎吾228 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ

2時間12分51秒428 清水 鉄雄548 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂｵ

2時間12分54秒429 梅原 相欽433 ｳﾒﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ

2時間13分04秒430 八田 和郎325 ﾊﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ

2時間13分08秒431 山田 滋315 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2時間13分34秒432 合川 宏256 ｱｲｶﾜ ﾋﾛｼ

2時間13分38秒433 中村 いさお414 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ

2時間13分46秒434 永尾 公基582 ﾅｶﾞｵ ｺｳｷ

2時間14分16秒435 江畑 晃希391 ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ

2時間14分36秒436 三家 景亮565 ﾐﾂﾔ ｹｲｽｹ

2時間14分44秒437 池内 泰斗374 ｲ ｲｹｳﾁｷﾖｼｹﾞ

2時間14分48秒438 吉田 聡336 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ

2時間14分57秒439 小山 等453 ｺﾔﾏ ﾋﾄｼ

2時間14分59秒440 馬場 健弘500 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹﾋﾛ

2時間15分05秒441 岩成 剛449 ｲﾜﾅﾘ ﾂﾖｼ

2時間15分09秒442 山本 勝信422 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾉﾌﾞ

2時間15分13秒443 松本 貴文432 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

2時間15分16秒444 上島 雄二572 ｳｴｼﾏ ﾕｳｼﾞ

2時間15分21秒445 河上 勉563 ｶﾜｶﾐ ﾂﾄﾑ

2時間15分58秒446 八田 正次487 ﾊｯﾀ ｼｮｳｼﾞ

2時間16分06秒447 岡司 尚士506 ｵｶｼﾞ ﾋｻｼ

2時間16分12秒448 久保田 篤優462 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂﾏｻ

2時間16分14秒449 岡本 吉史316 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ

2時間16分32秒450 嶋林 聡427 ｼﾏﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ
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2時間16分35秒451 森 計人362 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間16分45秒452 三上 正己406 ﾐｶﾐ ﾏｻﾐ

2時間17分03秒453 城川 潤二郎451 ｷｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ

2時間17分16秒454 村上 享嗣303 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ

2時間17分17秒455 野村 明寛539 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

2時間17分20秒456 高田 弘492 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ

2時間17分20秒457 森 康裕348 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ

2時間17分54秒458 齊藤 登413 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ

2時間18分07秒459 山口 淳史490 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ

2時間18分15秒460 山越 敏雄482 ﾔﾏｺｼ ﾄｼｵ

2時間18分15秒461 伏木 剛524 ﾌｼｷ ﾂﾖｼ

2時間18分57秒462 内田 洋平579 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

2時間19分01秒463 奥村 修355 ｵｸﾑﾗ ｵｻﾑ

2時間19分15秒464 善本 保志483 ﾖｼﾓﾄ ﾔｽｼ

2時間19分38秒465 中城 光雄440 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐﾂｵ

2時間19分46秒466 瀧上 正昭472 ﾀｷｶﾞﾐ ﾏｻｱｷ

2時間20分02秒467 北浦 吉隆588 ｷﾀｳﾗ ﾖｼﾀｶ

2時間20分08秒468 中川 半弥517 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾝﾔ

2時間20分30秒469 湯浅 良樹466 ﾕｱｻ ﾖｼｷ

2時間20分40秒470 廣瀬 徹也537 ﾋﾛｾ ﾃﾂﾔ

2時間21分00秒471 丸岡 照幸326 ﾏﾙｵｶ ﾃﾙﾕｷ

2時間21分24秒472 三品 正夫560 ﾐｼﾅ ﾏｻｵ

2時間21分25秒473 杉田 和司468 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｼ

2時間22分24秒474 前田 傳雄452 ﾏｴﾀﾞ ﾂﾀｵ

2時間22分38秒475 山根 保治365 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾊﾙ

2時間23分03秒476 山元 英一435 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｲﾁ

2時間23分21秒477 田中 良知410 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ

2時間23分38秒478 谷 秀幸530 ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間23分40秒479 田中 寛404 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

2時間23分46秒480 輪木 孝博509 ﾜｷ ﾀｶﾋﾛ

2時間23分51秒481 藤原 伸幸484 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間24分29秒482 湯川 和彦457 ﾕｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ

2時間24分34秒483 寺居 昇治461 ﾃﾗｲ ｼｮｳｼﾞ

2時間25分06秒484 後藤 直樹508 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

2時間25分14秒485 川口 久和394 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｻｶｽﾞ

2時間25分39秒486 桂田 和人497 ｶﾂﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾄ

2時間25分39秒487 馬淵 達也521 ﾏﾌﾞﾁ ﾀﾂﾔ

2時間25分39秒488 岸田 新大538 ｷｼﾀﾞ ｱﾗﾀ

2時間25分49秒489 牧井 崇557 ﾏｷｲ ﾀｶｼ

2時間26分13秒490 松下 学562 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ

2時間26分18秒491 川越 哲511 ｶﾜｺﾞｴ ｻﾄｼ

2時間26分20秒492 池内 清重505 ｲｹｳﾁ ｷﾖｼｹﾞ

2時間27分02秒493 上川 耕平503 ｳｴｶﾜ ｺｳﾍｲ

2時間27分24秒494 谷 和博428 ﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間27分32秒495 仲西 稔493 ﾅｶﾆｼ ﾐﾉﾙ

2時間27分53秒496 田村 諭580 ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

2時間28分32秒497 辻 雅弘481 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ

2時間29分10秒498 加納 知宏346 ｶﾉｳ ﾄﾓﾋﾛ

2時間29分21秒499 前田 貴博409 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間29分50秒500 橋本 貴夫555 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ
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2時間30分20秒501 近藤 敦教541 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾉﾘ

2時間30分57秒502 中村 忠一250 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

2時間31分02秒503 萩原 正明536 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ

2時間31分03秒504 市田 淳史550 ｲﾁﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間31分36秒505 立石 光一526 ﾀﾃｲｼ ｺｳｲﾁ

2時間32分07秒506 堀川 武広342 ﾎﾘｶﾜ ﾀｹﾋﾛ

2時間32分58秒507 甲斐 禎347 ｶｲ ﾀﾀﾞｼ

2時間34分39秒508 岡本 和憲542 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間35分06秒509 高橋 通477 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ

2時間36分03秒510 大橋 英一584 ｵｵﾊｼ ｴｲｲﾁ

2時間36分12秒511 西村 亘平587 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ

2時間37分16秒512 加納 藤太郎475 ｶﾉｳ ﾄｳﾀﾛｳ

2時間37分48秒513 宮井 秀明569 ﾐﾔｲ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間38分23秒514 久保 健一417 ｸﾎﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間39分27秒515 小川 良彦501 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ

2時間40分00秒516 赤井 晋一535 ｱｶｲ ｼﾝｲﾁ

2時間40分12秒517 荒木 努415 ｱﾗｷ ﾂﾄﾑ

2時間41分50秒518 横井 茂人576 ﾖｺｲ ｼｹﾞﾄ

2時間42分06秒519 田濃 直樹473 ﾀﾉｳ ﾅｵｷ

2時間43分02秒520 杉本 哲章531 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂｱｷ

2時間43分35秒521 吉田 あきら488 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間45分54秒522 馬場 弘456 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ

2時間45分57秒523 苅谷 弘志553 ｶﾘﾔ ﾋﾛｼ

2時間46分54秒524 河地 成俊573 ｶﾜﾁ ﾅﾙﾄｼ

2時間47分41秒525 岸本 悠556 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｼ

2時間48分20秒526 佐名 博己513 ｻﾅ ﾋﾛﾐ

2時間48分25秒527 増田 明494 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ

2時間48分48秒528 岡 俊明525 ｵｶ ﾄｼｱｷ

2時間49分06秒529 谷 憲治558 ﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

2時間53分29秒530 西野 完司489 ﾆｼﾉ ﾓﾄｼ

2時間55分15秒531 村居 賢一583 ﾑﾗｲ ｹﾝｲﾁ

2時間56分43秒532 園田 義次552 ｿﾉﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ

2時間59分13秒533 本田 泰幸551 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾕｷ
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