
第12回 乗鞍天空マラソン
開催日：2017年6月18（日） 　　場所：乗鞍エコーライン特設コース 主催：のりくら観光協会

42.195km男子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区

1 2169 2時間42分53秒 四辻 剛 ﾖｯﾂｼﾞ ﾂﾖｼ トヨタＳＣ 愛知県
2 1778 2時間57分44秒 依田 光央 ﾖﾀﾞ ﾐﾂｵ ファスフォード 山梨県
3 1725 2時間59分40秒 田畑 幸司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市役所です。 長野県
4 1826 3時間02分33秒 尾崎 弘明 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ おにぎりＡＣ 愛知県
5 1676 3時間06分26秒 佐藤 亮人 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 少林寺 東京都
6 2104 3時間06分59秒 生井 将人 ﾅﾏｲ ﾏｻﾄ ランラン東京 東京都
7 1801 3時間07分56秒 岩出 友秀 ｲﾜｲﾃﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ ちーむ秋葉 新潟県
8 1754 3時間13分26秒 藤原 祥磨 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ マラソン王国 兵庫県
9 2111 3時間14分19秒 洞田 友洋 ﾎﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ - 愛知県

10 1617 3時間14分29秒 山内 孝志 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｼ 埼玉ＢＧ走友会 東京都
11 1626 3時間16分03秒 佐藤 圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 本宮市役所 福島県
12 2105 3時間16分09秒 神戸 栄一 ｶﾝﾍﾞ ｴｲｲﾁ ミツバＲＣ 群馬県
13 1667 3時間16分40秒 阪田 啓一郎 ｻｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ - 三重県
14 2024 3時間19分14秒 杉本 芳規 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ - 愛知県
15 2180 3時間21分27秒 藤原 真雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｵ 健康ライフプラザ 兵庫県
16 2113 3時間23分00秒 吉田 和也 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ - 愛知県
17 2162 3時間26分10秒 川上 克也 ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾔ 日本文化大学 東京都
18 2026 3時間26分11秒 住田 直紀 ｽﾐﾀﾞ ﾅｵｷ - 愛知県
19 1609 3時間26分49秒 益田 清和 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ マラソン完走クラブ 東京都
20 1836 3時間26分51秒 牛ノ浜 翼 ｳｼﾉﾊﾏ ﾂﾊﾞｻ - 神奈川県
21 1605 3時間27分32秒 中島 聡 ﾅｶｼﾏ ｻﾄﾙ - 愛知県
22 2110 3時間28分31秒 山本 隼巳 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾐ 松広消渚 長野県
23 2222 3時間30分17秒 高田 晋 ﾀｶﾀﾞ ｽｽﾑ - 秋田県
24 1695 3時間30分43秒 石田 賢生 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｾｲ ＴＥＡＭ　ＲｘＬ 静岡県
25 1666 3時間30分49秒 鐘江 敬志 ｶﾈｶﾞｴ ｹｲｼ トヨタ記念病院 愛知県
26 1818 3時間32分19秒 福本 孝史 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ - 滋賀県
27 1817 3時間34分56秒 塩原 正樹 ｼｵﾊﾗ ﾏｻｷ - 長野県
28 1688 3時間38分38秒 山内 研治 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ - 愛知県
29 2058 3時間38分54秒 村井 昂志 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ 別所沼スマイル 埼玉県
30 1696 3時間39分18秒 布施 賢太郎 ﾌｾ ｹﾝﾀﾛｳ 布施接骨院 京都府
31 2047 3時間39分32秒 加藤 昌彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ - 愛知県
32 1517 3時間41分14秒 藤澤 孝司 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ - 三重県
33 1803 3時間41分17秒 別府 総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ ＨＤＳ走ラン会 長野県
34 2081 3時間41分21秒 風間 利真 ｶｻﾞﾏ ﾄｼﾏｻ 北里大学 東京都
35 1747 3時間41分46秒 前田 剛寛 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ Ａ．Ｒ．Ｃ． 東京都
36 2028 3時間42分16秒 山口 篤史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ あっしっしー 千葉県
37 1815 3時間42分18秒 中島 三智 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾄﾓ スズラン 愛知県
38 2085 3時間42分24秒 黒澤 仁義 ｸﾛｻﾜ ﾖｼﾄﾓ 岩手七時雨ＴＲＣ 岩手県
39 1993 3時間42分47秒 伊丸岡 俊秀 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ - 石川県
40 2147 3時間43分07秒 高橋 正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 虎の穴のザジ 東京都
41 1672 3時間43分17秒 石野 真史 ｲｼﾉ ﾏｻｼ 狭山池夕焼けラン 大阪府
42 1933 3時間44分14秒 生亀 浩二郎 ｲｷｶﾞﾒ ｺｳｼﾞﾛｳ - 東京都
43 1804 3時間44分19秒 吉野 博 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 麦茶がぶ飲み会 神奈川県
44 1846 3時間44分56秒 齋木 一雄 ｻｲｷ ｶｽﾞｵ 川崎市陸上競技協会 神奈川県
45 1689 3時間44分59秒 奥野 孝一郎 ｵｸﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ - 神奈川県
46 1848 3時間45分20秒 浅倉 和史 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 樂走組 埼玉県
47 1983 3時間45分44秒 齋藤 秀夫 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ - 神奈川県
48 1875 3時間46分08秒 岡本 喜文 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ - 神奈川県
49 1540 3時間46分25秒 赤松 淳 ｱｶﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ふくい健森ＲＣ 福井県
50 1900 3時間46分33秒 岡本 卓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ - 岐阜県
51 1628 3時間46分37秒 永瀬 孝 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｼ Ｐ’ｚ 福井県
52 1591 3時間46分58秒 片岡 陽平 ｶﾀｵｶ ﾖｳﾍｲ 京都市消防局 京都府
53 2106 3時間47分43秒 澤口 諭一 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｲﾁ - 東京都
54 2054 3時間47分48秒 三塩 勝幸 ﾐｼｵ ｶﾂﾕｷ - 和歌山県
55 1642 3時間47分55秒 石野 剛 ｲｼﾉ ﾀｶｼ - 静岡県
56 1927 3時間48分13秒 大石 哲也 ｵｵｲｼ ﾃﾂﾔ タートル協会 埼玉県
57 1894 3時間48分19秒 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ - 兵庫県
58 1809 3時間48分24秒 窪村 良二 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ ＴｅａｍＭ×Ｋ 東京都
59 1757 3時間48分35秒 小池 諭 ｺｲｹ ｻﾄｼ こいけ整形外科 群馬県
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60 1606 3時間48分38秒 堀越 由忠 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 彩湖ラファール 埼玉県
61 1895 3時間49分09秒 金子 望 ｶﾈｺ ﾉｿﾞﾑ - 新潟県
62 1777 3時間49分33秒 日野原 敦 ﾋﾉﾊﾗ ｱﾂｼ - 静岡県
63 2019 3時間50分22秒 打田 和久 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 怪足クラブ 三重県
64 1571 3時間50分33秒 竹田 宏之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ アンダー６５ 東京都
65 2055 3時間50分34秒 早瀬 宏祐 ﾊﾔｾ ｺｳｽｹ - 大阪府
66 2285 3時間50分45秒 松本 憲明 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｱｷ - 神奈川県
67 1699 3時間50分49秒 山崎 将芳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 矢崎部品 静岡県
68 1718 3時間50分59秒 田中 直幸 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ 日飛　航整事 神奈川県
69 2100 3時間51分04秒 唐仁原 享 ﾄｳｼﾞﾝﾊﾞﾗ ｽｽﾑ 多摩川サブ３ 東京都
70 1829 3時間51分17秒 桝 正和 ﾏｽ ﾏｻｶｽﾞ - 愛知県
71 2157 3時間51分45秒 野村 正人 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ あの夏より高い場所へ 群馬県
72 1593 3時間52分21秒 後藤 健治 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 保護第弐 東京都
73 1604 3時間52分28秒 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ ＡＲＣ静岡 静岡県
74 1940 3時間52分30秒 緒方 謙太朗 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ち～むＳＫＹ 静岡県
75 2230 3時間52分35秒 目崎 祥太 ﾒｻｷ ｼｮｳﾀ 豊田通商 神奈川県
76 2165 3時間52分46秒 加藤 俊彦 ｶﾄｳ ﾄｼﾋｺ - 愛知県
77 1546 3時間52分52秒 石川 雅英 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ ティーファス師勝 愛知県
78 1583 3時間52分56秒 柳田 忍 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ ◆浦木塾◆ 神奈川県
79 1762 3時間53分55秒 宮石 徹 ﾐﾔｲｼ ﾄｵﾙ サッポロビール 東京都
80 1941 3時間54分23秒 熊谷 洋一 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ - 静岡県
81 1704 3時間54分40秒 渡辺 一章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ - 神奈川県
82 1856 3時間54分46秒 菅田 寛 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ - 長野県
83 1830 3時間54分52秒 冨永 兼司 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ - 愛知県
84 2039 3時間55分36秒 小川 真司 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ - 愛知県
85 1674 3時間56分11秒 北澤 正史 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ - 愛知県
86 2309 3時間56分15秒 下世古 拓見 ｼﾓｾｺ ﾀｸﾐ 所属 YECC 大阪府
87 2158 3時間57分25秒 太田 海 ｵｵﾀ ｶｲ - 愛知県
88 1610 3時間57分26秒 渡辺 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ - 福島県
89 1765 3時間57分38秒 東野 真導 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾐﾁ - 福井県
90 1821 3時間57分57秒 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 横スマＲＣ 神奈川県
91 1814 3時間58分15秒 堀井 長彦 ﾎﾘｲ ｵｻﾋｺ ＧＦＲ 静岡県
92 1989 3時間58分35秒 加藤 浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ - 愛知県
93 1915 3時間58分37秒 多田 善龍 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾀﾂ - 東京都
94 1760 3時間58分50秒 岡田 章 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ パトラン名古屋 愛知県
95 2066 3時間59分26秒 石山 幸二 ｲｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ - 新潟県
96 2123 3時間59分28秒 石田 靖 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｼ - 長野県
97 1827 3時間59分36秒 堀 義弘 ﾎﾘ ﾖｼﾋﾛ シムティエール 愛知県
98 1649 3時間59分40秒 藤井 円 ﾌｼﾞｲ ﾏﾄﾞｶ - 岐阜県
99 1531 3時間59分44秒 武田 聡 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ ヤキオレ会 京都府

100 1835 3時間59分45秒 大石 嘉昭 ｵｵｲｼ ﾖｼｱｷ - 東京都
101 1602 4時間00分04秒 永井 康之 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾕｷ ＡＲＣ静岡 静岡県
102 1512 4時間00分16秒 光村 泰宏 ﾐﾂﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 鈴木ランニングクラブ 愛知県
103 1723 4時間01分42秒 小川 憲太郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ＴＥＡＭ音叉 長野県
104 2015 4時間01分43秒 西風 勇人 ﾆｼｶｾﾞ ﾊﾔﾄ エプソン 長野県
105 2093 4時間02分27秒 柳澤 英幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ - 千葉県
106 1880 4時間02分36秒 下嶋 行俊 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｷﾄｼ - 静岡県
107 2209 4時間02分42秒 中野 光 ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ 鹿島リース株式会社 東京都
108 1502 4時間02分48秒 唐沢 文生 ｶﾗｻﾜ ﾌﾐｵ ちいむもみじ 長野県
109 1564 4時間02分53秒 武捨 俊之 ﾑｼｬ ﾄｼﾕｷ サンジュニア 長野県
110 1636 4時間03分17秒 川島 泰之 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾕｷ キジトラぷぅ 埼玉県
111 1518 4時間03分25秒 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ - 山梨県
112 1987 4時間03分30秒 近藤 芳夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ - 愛知県
113 2052 4時間03分43秒 櫛田 直樹 ｸｼﾀﾞ ﾅｵｷ 中央Ｅ 愛知県
114 1513 4時間04分26秒 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ - 愛知県
115 1942 4時間04分27秒 鈴木 裕司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ - 愛知県
116 2145 4時間05分36秒 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ - 三重県
117 1806 4時間05分50秒 柳瀬 剛 ﾔﾅｾ ﾂﾖｼ - 滋賀県
118 1529 4時間06分09秒 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ チーム忍野 山梨県
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119 2187 4時間06分16秒 中野 雅夫 ﾅｶﾉ ﾏｻｵ - 兵庫県
120 1615 4時間06分21秒 田中 良知 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ Ｔ＆Ｒ．ＡＣ 神奈川県
121 1533 4時間06分24秒 西橋 洋 ﾆｼﾊｼ ﾋﾛｼ - 滋賀県
122 1508 4時間06分31秒 田中 輝光 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾐﾂ 藤岡走ろう会 愛知県
123 1720 4時間06分33秒 野内 正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ かえるかわうち 福島県
124 1698 4時間06分42秒 小澤 明男 ｵｻﾞﾜ ｱｷｵ ＮＨＣ 静岡県
125 1863 4時間07分03秒 鈴木 慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ ＤＲＥＳＳ 長野県
126 2141 4時間07分28秒 神山 拓也 ｺｳﾔﾏ ﾀｸﾔ ちゅうりょう 愛知県
127 1774 4時間08分12秒 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ にこにこくらぶ 静岡県
128 1538 4時間08分23秒 名取 達明 ﾅﾄﾘ ﾀﾂｱｷ - 山梨県
129 2027 4時間08分29秒 佐久間 賢志 ｻｸﾏ ｹﾝｼ - 千葉県
130 1523 4時間08分34秒 出野 幹夫 ｲﾃﾞﾉ ﾐｷｵ ポポロＡＣ 岡山県
131 1592 4時間09分00秒 井口 正晴 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ - 神奈川県
132 2132 4時間09分01秒 永井 保雄 ﾅｶﾞｲ ﾔｽｵ - 福井県
133 2238 4時間09分15秒 荒木 英和 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ あすリードＲＣ大阪 京都府
134 1632 4時間09分40秒 窪田 和樹 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｷ 府中サブスリー 東京都
135 1800 4時間09分48秒 伊藤 太士 ｲﾄｳ ﾀｲｼ ＳＨＯＣＫＥＲＳ 三重県
136 1853 4時間09分55秒 西川 栄一 ﾆｼｶﾜ ｴｲｲﾁ - 兵庫県
137 2233 4時間10分10秒 空 秀俊 ｿﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 城田一家 兵庫県
138 1669 4時間10分39秒 伊藤 茂則 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 中電三重水 三重県
139 1646 4時間11分03秒 市道 和廣 ｲﾁﾐﾁ ｶｽﾞﾋﾛ カントラ 大阪府
140 2231 4時間11分26秒 水口 勝志 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ - 石川県
141 2007 4時間11分32秒 井上 信行 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺｳ - 千葉県
142 1937 4時間11分39秒 佐藤 家孝 ｻﾄｳ ｲｴﾀｶ 都筑製作所 長野県
143 1779 4時間11分42秒 苅宿 定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ - 埼玉県
144 1916 4時間11分53秒 松本 貴宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ すぱばむ 滋賀県
145 1922 4時間12分12秒 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ うさぎカメＲＣ 滋賀県
146 1550 4時間12分27秒 山崎 優次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 髙﨑製作所 長野県
147 1660 4時間12分30秒 田中 和貴 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾀｶ - 愛知県
148 2020 4時間13分01秒 杉山 勝寛 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ - 東京都
149 2237 4時間13分26秒 上田 哲郎 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ - 石川県
150 1825 4時間13分37秒 沖 勝徳 ｵｷ ﾏｻﾉﾘ 朝日新聞社 大阪府
151 2022 4時間13分48秒 井手 央 ｲﾃﾞ ﾋﾛｼ Ｄｉｎａｍｏ 神奈川県
152 1548 4時間14分08秒 山崎 直樹 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ ゆうとん 静岡県
153 1520 4時間14分16秒 渡邊 隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 粋走研 神奈川県
154 1979 4時間14分24秒 河村 直人 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾄ - 岐阜県
155 2122 4時間14分38秒 吉田 幸廣 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ - 愛知県
156 1671 4時間15分00秒 石川 撤二 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 円福ＲＣ 長野県
157 2151 4時間15分28秒 下木戸 隆司 ｼﾓｷﾄﾞ ﾀｶｼ - 鹿児島県
158 2168 4時間16分07秒 小西 宏典 ｺﾆｼ ﾋﾛﾉﾘ - 奈良県
159 1685 4時間16分24秒 沼本 一郎 ﾇﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 駿府激走会 静岡県
160 1731 4時間17分34秒 小田切 一浩 ｺﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ちいむもみじ 長野県
161 1866 4時間17分41秒 野呂 英次 ﾉﾛ ｴｲｼﾞ - 三重県
162 1868 4時間18分06秒 北村 幸一郎 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ - 愛知県
163 1948 4時間18分32秒 望月 栄博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ - 長野県
164 2006 4時間18分54秒 中沢 政彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ - 長野県
165 1791 4時間19分00秒 下村 孝明 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ まめーズ 千葉県
166 1878 4時間19分17秒 草間 利樹 ｸｻﾏ ﾄｼｷ 魔界ＲＣ 大阪府
167 2292 4時間20分06秒 青木　貴志 ｱｵｷﾀｶｼ - 東京都
168 1842 4時間20分15秒 中島 崇 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ - 神奈川県
169 2240 4時間20分24秒 岩田 悟 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ - 愛知県
170 1714 4時間20分40秒 鷹箸 俊孝 ﾀｶﾉﾊｼ ﾄｼﾀｶ - 埼玉県
171 2198 4時間20分50秒 荻野 高弘 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 株式会社ツクルバ 東京都
172 1874 4時間20分55秒 手嶋 公彦 ﾃｼﾏ ｷﾐﾋｺ ＣＶＺ 愛知県
173 2194 4時間21分48秒 谷口 秀幸 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ - 長野県
174 1822 4時間22分58秒 溝口 久晴 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋｻﾊﾙ - 岐阜県
175 1879 4時間23分06秒 田畑 清士 ﾀﾊﾞﾀ ｷﾖｼ 多摩川サブスリー会 静岡県
176 2215 4時間23分10秒 池上 慶 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲ ＡＲＣ 岐阜県
177 1746 4時間23分15秒 仲田 吉志 ﾅｶﾀ ﾖｼﾕｷ - 茨城県
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178 1622 4時間23分17秒 長崎 覚 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾄﾙ - 東京都
179 1675 4時間23分23秒 花房 宏幸 ﾊﾅﾌｻ ﾋﾛﾕｷ - 東京都
180 1988 4時間23分31秒 木和田 雅朗 ｷﾜﾀﾞ ﾏｻｱｷ - 大阪府
181 2038 4時間23分37秒 福原 康弘 ﾌｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ ナイスイン 兵庫県
182 1932 4時間23分41秒 脇坂 匠 ﾜｷｻｶ ﾀｸﾐ ならスポＲＣ 奈良県
183 2037 4時間24分17秒 倉田 駿介 ｸﾗﾀ ｼｭﾝｽｹ - 岐阜県
184 2256 4時間24分20秒 松下 典生 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘｵ - 岐阜県
185 1864 4時間24分37秒 横井 達治 ﾖｺｲ ﾀﾂｼﾞ 岩倉ランステ 愛知県
186 2325 4時間25分16秒 島田　智大 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ - -
187 2097 4時間25分19秒 和田 誠 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ タマゴグミ 愛知県
188 1787 4時間25分36秒 茂木 淳 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ オカモエンジ 長野県
189 1639 4時間25分43秒 関口 晋 ｾｷｸﾞﾁ ｽｽﾑ - 神奈川県
190 2323 4時間25分46秒 猪野 克弥 ｲﾉｶﾂﾔ - 大阪府
191 1802 4時間25分53秒 福田 悦久 ﾌｸﾀ ﾖｼﾋｻ - 愛知県
192 1963 4時間26分13秒 安藤 明典 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ - 京都府
193 2210 4時間26分38秒 三澤 紀夫 ﾐｻﾜ ﾉﾘｵ 氣分走会 長野県
194 1748 4時間27分02秒 池田 勉 ｲｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ - 東京都
195 2307 4時間27分14秒 谷田　篤史 ﾀﾆﾀﾞ ｱﾂｼ 同グループ 東京都
196 1681 4時間27分27秒 千葉 正二 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 古馬ちゃん！ 栃木県
197 2242 4時間27分32秒 古川 雄太 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ - 神奈川県
198 1618 4時間27分42秒 片桐 康彦 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾋｺ - 埼玉県
199 2310 4時間27分46秒 竹内　康行 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 所属 ＮＴＴＤＡＴＡ 京都府
200 1680 4時間27分48秒 太田 智也 ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ 東京陸協 東京都
201 1854 4時間28分08秒 山口 修司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ - 石川県
202 2248 4時間28分41秒 筒井 侑哉 ﾂﾂｲ ﾕｳﾔ - 福岡県
203 2170 4時間29分01秒 足立 達信 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾉﾌﾞ - 愛知県
204 1899 4時間29分07秒 向 智広 ﾑｶｲ ﾄﾓﾋﾛ - 千葉県
205 2063 4時間29分20秒 矢田 雅佳 ﾔﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 福マラＲＣ 福岡県
206 2258 4時間29分24秒 金子 敦 ｶﾈｺ ｱﾂｼ モンベル 大阪府
207 2086 4時間29分39秒 高木 崇行 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾕｷ ルネサンス練馬高野台 東京都
208 2188 4時間29分53秒 高橋 照明 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｱｷ - 神奈川県
209 2164 4時間29分56秒 亘理　真広 ﾜﾀﾘ ﾏｻﾋﾛ - 茨城県
210 1734 4時間30分01秒 河原 健治 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞ カネカ 兵庫県
211 2115 4時間30分30秒 樋口 瞬平 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ - 兵庫県
212 2200 4時間30分33秒 澤 真一 ｻﾜ ｼﾝｲﾁ - 静岡県
213 2224 4時間30分35秒 宝田 勇人 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ - 愛知県
214 1741 4時間30分37秒 渋谷 哲夫 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾂｵ - 埼玉県
215 1570 4時間30分51秒 泉 直人 ｲｽﾞﾐ ﾅｵﾄ - 静岡県
216 2313 4時間31分06秒 坂巻　秀一 ｻｶﾏｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 所属 NKR 東京都
217 2261 4時間31分13秒 仙田 剛仁 ｾﾝﾀﾞ ﾀｶﾖｼ ゴムノイナキ株式会社 岐阜県
218 1631 4時間31分35秒 元尾 章吾 ﾓﾄｵ ｼｮｳｺﾞ 伊藤ハム 愛知県
219 1625 4時間31分38秒 橋本 明典 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾉﾘ - 栃木県
220 1750 4時間31分38秒 佐藤 雅彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ Ａ．Ｒ．Ｃ． 群馬県
221 2082 4時間31分48秒 北村 知弘 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ - 群馬県
222 1682 4時間31分51秒 大西 浩司 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ - 東京都
223 2008 4時間32分03秒 丸山 勝己 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂｷ - 東京都
224 1607 4時間32分13秒 久野 裕史 ｸﾉ ﾋﾛｼ ４７９８ＲＣ 大阪府
225 1503 4時間32分16秒 町田 吉広 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ８０ＪＣ 東京都
226 1972 4時間33分02秒 佐藤 良直 ｻﾄｳ ﾖｼﾅｵ - 神奈川県
227 2072 4時間33分04秒 貴俵 啓 ｷﾀﾜﾗ ｹｲ 古河ＲＣ 茨城県
228 1707 4時間33分37秒 大崎 慎司 ｵｵｻｷ ｼﾝｼﾞ - 愛知県
229 1515 4時間33分40秒 稲見 俊英 ｲﾅﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 長良川走ろう会 岐阜県
230 1898 4時間33分43秒 吉田 雅一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｲﾁ ｙｊｃ 大阪府
231 2034 4時間33分49秒 田中 彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ランラン東京 東京都
232 2029 4時間34分00秒 松田 直幹 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾀﾞﾓﾄ - 岐阜県
233 2003 4時間34分15秒 森 拓美 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 雪谷走友会 東京都
234 1859 4時間34分19秒 淺野 大介 ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ - 愛知県
235 2171 4時間34分46秒 橘川 順一 ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 兵庫県
236 1509 4時間34分47秒 蟹井 修三 ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ 拝啓 兵庫県
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237 1893 4時間34分50秒 黒川 真道 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾐﾁ - 岐阜県
238 1850 4時間34分50秒 杉崎 勝義 ｽｷﾞｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ - 神奈川県
239 1652 4時間35分00秒 櫻井 昌秋 ｻｸﾗｲ ﾏｻｱｷ 鶴ヶ島ＥＲＣ 埼玉県
240 1541 4時間35分25秒 石原 勇三 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ - 愛知県
241 2033 4時間35分43秒 木村 正顯 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ - 東京都
242 1857 4時間35分55秒 高木 彰彦 ﾀｶｷ ｱｷﾋｺ - 愛知県
243 2296 4時間35分59秒 松永　哲哉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 所属 勝手連合 兵庫県
244 2025 4時間36分23秒 川 直人 ｶﾜ ﾅｵﾄ - 愛知県
245 1968 4時間36分25秒 反田 丈裕 ｿﾘﾀ ﾀｹﾋﾛ ＲＲＲ 東京都
246 1918 4時間36分44秒 小池 広晃 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ ＳＲＴ 長野県
247 1920 4時間37分06秒 櫻井 廣重 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼｹﾞ 西っ子クラブ 岐阜県
248 1919 4時間37分07秒 葛西 秀樹 ｶｻｲ ﾋﾃﾞｷ 西っ子クラブ 岐阜県
249 2103 4時間37分12秒 岩崎 祐樹 ｲﾜｻｷ ﾕｳｷ - 愛知県
250 1907 4時間37分20秒 渡辺 俊光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾐﾂ コアラ一家 岐阜県
251 1931 4時間37分23秒 富川 真佐夫 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻｵ - 滋賀県
252 2284 4時間37分24秒 山崎 洋平 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾍｲ - 神奈川県
253 1892 4時間37分27秒 柳沢 猛 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹｼ - 神奈川県
254 1556 4時間37分37秒 小林 寿弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ 東山一万歩 愛知県
255 2102 4時間37分40秒 一宮 光史 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｼ ＮＥＯクラフト 大阪府
256 1690 4時間37分43秒 吉田 卓司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 小林走遊塾 群馬県
257 2149 4時間38分07秒 石坂 章 ｲｼｻﾞｶ ｱｷﾗ 糸魚川市 新潟県
258 2297 4時間38分12秒 福原　敦士 ﾌｸﾊﾗ ｱﾂｼ - 大阪府
259 2227 4時間38分13秒 浅尾 泰三 ｱｻｵ ﾀｲｿﾞｳ ＴＲ２ＥＣ 神奈川県
260 2108 4時間38分21秒 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ ＣＯＳＥＬ　ＲＣ 富山県
261 1873 4時間38分41秒 井上 晋 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ - 兵庫県
262 1534 4時間39分00秒 三浦 優太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 鉄侍 東京都
263 1969 4時間39分02秒 渡邊 高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ - 愛知県
264 1855 4時間39分07秒 中村 敏久 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｻ 戸塚中村接骨院 神奈川県
265 2308 4時間39分12秒 上月庸嗣 ｺｳﾂﾞｷ ﾖｳｼﾞ - -
266 1973 4時間39分50秒 渡辺 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ - 神奈川県
267 2312 4時間39分54秒 甲斐　憲明 ｶｲ ﾉﾘｱｷ - 兵庫県
268 1913 4時間40分14秒 渡辺 智仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 浦木塾 神奈川県
269 1576 4時間40分26秒 河村 孝文 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ ヤンボーＳＣ 東京都
270 2135 4時間40分27秒 中島 慶満 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾐﾂ - 愛知県
271 2269 4時間40分28秒 池谷 幸将 ｲｹﾔ ｺｳｽｹ 上智大学 東京都
272 2268 4時間40分29秒 渥美 純 ｱﾂﾐ ｼﾞｭﾝ 上智大学 東京都
273 2089 4時間40分36秒 青木 信幸 ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾕｷ - 大阪府
274 2245 4時間40分44秒 生須 寛之 ﾅﾏｽ ﾋﾛﾕｷ - 群馬県
275 2156 4時間41分04秒 村上 孔紀 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 雪谷走友会 東京都
276 1644 4時間41分18秒 藤岡 聡 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄｼ - 鳥取県
277 1923 4時間41分26秒 磯貝 勉 ｲｿｶﾞｲ ﾂﾄﾑ - 栃木県
278 1816 4時間41分34秒 栗原 由博 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ - 神奈川県
279 1753 4時間41分48秒 岡田 岳人 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ 江崎グリコ 兵庫県
280 1684 4時間41分56秒 金田 春泰 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ バネ隊３６４ 愛知県
281 1524 4時間42分19秒 林 剛 ﾊﾔｼ ﾂﾖｼ ＢＳランナーズ 岐阜県
282 1886 4時間42分25秒 久保田 雅志 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ ＴＧＩＦ長野 長野県
283 2290 4時間42分34秒 濱島 行伸 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ パナソニック株式会社 大阪府
284 2166 4時間42分56秒 小高 知之 ｺﾀｶ ﾄﾓﾕｷ - 三重県
285 2137 4時間43分11秒 森田 征之 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾕｷ スキャン 富山県
286 2306 4時間43分23秒 南川　伸雄 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾉﾌﾞｵ - 三重県
287 2287 4時間43分32秒 浅井 広大 ｱｻｲ ｺｳﾀﾞｲ - 京都府
288 1954 4時間43分44秒 工藤 啓祐 ｸﾄﾞｳ ｹｲｽｹ - 神奈川県
289 2163 4時間44分03秒 増田 勇人 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ ＨＳＲ 愛知県
290 1522 4時間44分05秒 葦澤 芳博 ｱｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 中走健 愛知県
291 2042 4時間44分13秒 中村 充 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ - 長野県
292 1547 4時間44分18秒 奥本 直也 ｵｸﾓﾄ ﾅｵﾔ 株式会社暁金属 大阪府
293 2044 4時間44分29秒 芳賀 利和 ﾊｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ 麦走 東京都
294 1683 4時間44分29秒 藤本 泰男 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｵ 印旛星 千葉県
295 1558 4時間44分31秒 竹内 泰之 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ - 愛知県
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296 2321 4時間44分46秒 佐藤 忠好 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ - 神奈川県
297 1978 4時間44分47秒 森田 哲生 ﾓﾘﾀ ﾃﾂｵ ブッポウ走 愛知県
298 2087 4時間44分57秒 柳原 史弥 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾌﾐﾔ - 奈良県
299 1904 4時間45分20秒 油井 太一 ﾕｲ ﾀｲﾁ - 東京都
300 1831 4時間45分24秒 三宅 孝幸 ﾐﾔｹ ﾀｶﾕｷ ＳＡＫＥ 愛知県
301 1584 4時間45分36秒 杉山 誠 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ せたかん 神奈川県
302 1958 4時間45分53秒 青山 大毅 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｷ - 岐阜県
303 1528 4時間46分01秒 大森 晋輔 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｽｹ - 神奈川県
304 2136 4時間46分24秒 樋口 聡 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ エレーヌ 京都府
305 1890 4時間46分42秒 坂上 志彦 ｻｶｼﾞｮｳ ﾅｵﾋｺ ＪＳＴ近畿 奈良県
306 2314 4時間47分16秒 田村 欣士 ﾀﾑﾗ ｷﾝｼﾞ - 大阪府
307 1638 4時間47分29秒 佐々井 信幸 ｻｻｲ ﾉﾌﾞﾕｷ - 大阪府
308 1761 4時間47分36秒 鈴木 裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ チーム激坂 東京都
309 2177 4時間47分38秒 三井 栄幸 ﾐﾂｲ ﾀｶﾕｷ - 東京都
310 2218 4時間47分44秒 篠田 悟 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ - 長野県
311 1885 4時間48分24秒 佐藤 進一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ プーマ 千葉県
312 1823 4時間48分50秒 阪上 晋一 ｻｶｳｴ ｼﾝｲﾁ - 大阪府
313 1770 4時間49分00秒 伊藤 信和 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ マグナム 千葉県
314 1635 4時間49分03秒 高木 公昭 ﾀｶｷﾞ ｷﾐｱｷ ＪＲ東海労 大阪府
315 2277 4時間49分23秒 西山 亨 ﾆｼﾔﾏ ﾄｵﾙ - 東京都
316 1882 4時間49分31秒 斎藤 一樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ - 大阪府
317 2303 4時間49分33秒 丸山　武 ﾏﾙﾔﾏﾀｹｼ 所属 ランジョグ 東京都
318 2304 4時間49分34秒 小林　樹雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ - 大阪府
319 2117 4時間49分34秒 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ←ここだよ 福島県
320 1858 4時間49分36秒 松坂 良一 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 嵐妃龍 埼玉県
321 1965 4時間49分47秒 齊藤 肇 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ - 愛知県
322 2320 4時間49分52秒 家寿多　直樹 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ - 兵庫県
323 2109 4時間49分58秒 窪田 雅仁 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾄ - 愛知県
324 2206 4時間50分04秒 丹羽 康文 ﾆﾜ ﾔｽﾌﾐ - 静岡県
325 1742 4時間50分09秒 村山 篤人 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾄ - 愛知県
326 1752 4時間50分13秒 長島 五月 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ - 神奈川県
327 1616 4時間50分21秒 馬場 巌 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｲﾜｵ 卵ラン奈良 奈良県
328 1773 4時間50分43秒 芦澤 良太 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ＧＯＧＯＥＧＧ 山梨県
329 2000 4時間50分53秒 島倉 誠 ｼﾏｸﾗ ﾏｺﾄ - 岐阜県
330 1648 4時間50分58秒 中川 浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ つくば陸協 茨城県
331 2176 4時間51分26秒 戸田 康弘 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ - 愛知県
332 1984 4時間51分46秒 半澤 秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ - 東京都
333 1812 4時間51分58秒 名古 賢二 ﾅｺﾞ ｹﾝｼﾞ はしりゆるお 茨城県
334 1971 4時間52分15秒 片岡 康孝 ｶﾀｵｶ ﾔｽﾀｶ シャープ 大阪府
335 1589 4時間52分19秒 田中 禎一 ﾀﾅｶ ﾃｲｲﾁ 楽しく走る走る 福井県
336 1645 4時間52分23秒 新堂 雅隆 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ - 大阪府
337 1724 4時間52分23秒 梶 博文 ｶｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ ＫＨＡＣ 石川県
338 1824 4時間52分34秒 藤本 健二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ シイケイケイ 愛知県
339 1739 4時間52分35秒 木嶋 順八 ｷｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾊﾟﾁ - 愛知県
340 2213 4時間52分53秒 近藤 洋右 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ アシスト 愛知県
341 2150 4時間52分59秒 田岡 靖 ﾀｵｶ ﾔｽｼ - 大阪府
342 2202 4時間53分09秒 近藤 好永 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ ジョグスタ 大阪府
343 2193 4時間53分17秒 池田 貴昭 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｱｷ 大広 大阪府
344 2078 4時間53分34秒 石榑 雅之 ｲｼｸﾞﾚ ﾏｻﾕｷ - 愛知県
345 1624 4時間53分35秒 鈴木 章文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ アキンズ 愛知県
346 1569 4時間53分38秒 降旗 真吾 ﾌﾘﾊﾀ ｼﾝｺﾞ - 三重県
347 2179 4時間53分48秒 後藤 康太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ ＪＲ東海 愛知県
348 2036 4時間54分03秒 石川 淳史 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ - 静岡県
349 1661 4時間54分14秒 佐々木 錬 ｻｻｷ ﾚﾝ - 秋田県
350 2090 4時間54分37秒 山田 幸利 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾄｼ - 静岡県
351 2262 4時間54分54秒 赤穂 葉祐 ｱｶﾎ ﾖｳｽｹ - 東京都
352 1758 4時間55分05秒 小松 賢明 ｺﾏﾂ ﾖｼｱｷ 日南精機（株） 愛知県
353 1991 4時間55分08秒 鈴木 規之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ - 茨城県
354 1905 4時間55分20秒 井上 真澄 ｲﾉｳｴ ﾏｽﾐ - 神奈川県
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355 1532 4時間55分27秒 中尾 嘉宏 ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ - 兵庫県
356 2228 4時間55分29秒 宮川 和久 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ - 愛知県
357 1943 4時間55分35秒 北村 光一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ - 山梨県
358 1662 4時間55分37秒 井村 伸郎 ｲﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ ＩＩＤＡ　ＷＡＶＥ 長野県
359 1852 4時間55分54秒 前田 善三 ﾏｴﾀﾞ ｾﾞﾝｿﾞｳ - 愛知県
360 2060 4時間55分55秒 藤原 基樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 石橋を叩いて壊せ 愛知県
361 1780 4時間56分05秒 大塚 稔 ｵｵﾂｶ ﾐﾉﾙ - 群馬県
362 2096 4時間56分05秒 佐田 賢治 ｻﾀ ｹﾝｼﾞ ＲＵＮＤＭＣ 京都府
363 1545 4時間56分10秒 宮崎 源征 ﾐﾔｻﾞｷ ﾓﾄﾕｷ - 東京都
364 1860 4時間56分34秒 坂田 千代次 ｻｶﾀ ﾁﾖｼﾞ - 東京都
365 1951 4時間56分41秒 水平 和彦 ﾐｽﾞﾋﾗ ｶｽﾞﾋｺ アクア治療院 岐阜県
366 1934 4時間56分47秒 境 恭司 ｻｶｲ ｷｮｳｼﾞ 岐阜県大垣市荒崎体振 岐阜県
367 1663 4時間56分49秒 坂本 直志 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ チームえんご 長野県
368 2031 4時間57分05秒 飯田 正生 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｵ - 東京都
369 2219 4時間57分07秒 川岸 隆之 ｶﾜｷﾞｼ ﾀｶﾕｷ - 富山県
370 1597 4時間57分09秒 裏 雅夫 ｳﾗ ﾏｻｵ - 大阪府
371 1870 4時間57分17秒 塩田 真己 ｼｵﾀﾞ ﾏｻﾐ - 東京都
372 2195 4時間57分18秒 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 矢崎部品ＥＣＩ監査 静岡県
373 1603 4時間57分23秒 荻野 寿博 ｵｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 石橋を叩いて壊せ 滋賀県
374 1504 4時間57分33秒 宮崎 充治 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁﾊﾙ 多摩うまら族 東京都
375 2101 4時間57分42秒 白井 翼 ｼﾗｲ ﾂﾊﾞｻ - 長野県
376 2131 4時間57分49秒 伊藤 靖 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 伊藤家 富山県
377 2076 4時間57分54秒 山根 克之 ﾔﾏﾈ ｶﾂﾕｷ ＷＩＫ松本 長野県
378 1755 4時間58分00秒 ﾍﾞﾚｼﾞﾉｲ ﾋﾞﾀﾘｰ ﾍﾞﾚｼﾞﾉｲ ﾋﾞﾀﾘｰ - 愛知県
379 1953 4時間58分09秒 水田 康秀 ﾐｽﾞﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ - 大阪府
380 1599 4時間58分17秒 笠原 正人 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾄ - 岡山県
381 1641 4時間58分22秒 柳澤 勝平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂﾍｲ 上州楽走会 群馬県
382 2134 4時間58分32秒 角南 篤志 ｽﾅﾐ ｱﾂｼ バスに乗せてください 千葉県
383 1670 4時間58分35秒 新田 篤司 ﾆｯﾀ ｱﾂｼ 国境スキー学校 福井県
384 1521 4時間58分37秒 中澤 直人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 湘南組 神奈川県
385 2249 4時間58分51秒 高橋 真紀 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ アスロンズ 東京都
386 2212 4時間59分03秒 倉田 雅人 ｸﾗﾀ ﾏｻﾋﾄ - 愛知県
387 2183 4時間59分14秒 岩田 和男 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｵ オーエスジー 愛知県
388 2119 4時間59分25秒 掛樋 健一 ｶｹﾋ ｹﾝｲﾁ - 愛知県
389 2294 4時間59分33秒 井上　英章 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ - 愛知県
390 2243 4時間59分35秒 小池 一成 ｺｲｹ ｶｽﾞｼｹ - 群馬県
391 1722 4時間59分35秒 二木 俊幸 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾄｼﾕｷ - 福島県
392 1837 4時間59分48秒 竹内 峻平 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ - 東京都
393 2216 4時間59分48秒 松井 芳宏 ﾏﾂｲ ﾖｼﾋﾛ - 京都府
394 2116 5時間00分04秒 谷 篤 ﾀﾆ ｱﾂｼ ランランクラブ 京都府
395 1555 5時間00分11秒 坪根 健夫 ﾂﾎﾞﾈ ﾀﾃｵ 清水走快汗クラブ 静岡県
396 1772 5時間00分16秒 向田 真一 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 飛騨山岳会 岐阜県
397 1700 5時間00分18秒 柳原 世紀 ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ - 徳島県
398 1535 5時間00分23秒 久保 夕児 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 甲子三 京都府
399 1844 5時間00分36秒 馬場 和博 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ バド～ズ 埼玉県
400 2144 5時間01分01秒 上田 丈司 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ - 愛知県
401 2208 5時間01分51秒 山口 健太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ - 静岡県
402 2148 5時間02分23秒 木下 大輔 ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ - 京都府
403 2075 5時間02分25秒 村田 佳幸 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾕｷ - 東京都
404 1917 5時間02分50秒 金井 敬一 ｶﾅｲ ｹｲｲﾁ 脱・貧脚友の会 長野県
405 2155 5時間02分55秒 ひらた せいじ ﾋﾗﾀ ｾｲｼﾞ - 富山県
406 1884 5時間02分55秒 吉澤 満 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ - 神奈川県
407 2050 5時間03分26秒 伊藤 晋之 ｲﾄｳ ｸﾆﾕｷ - 愛知県
408 2279 5時間03分37秒 鈴木 規宏 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾛ - 愛知県
409 1577 5時間03分43秒 馬橋 修一 ﾏﾊﾞｼ ｼｭｳｲﾁ ＴＥＡＭ－３４ 神奈川県
410 2259 5時間03分57秒 本田 光弘 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ テクノスタッフ 東京都
411 2302 5時間05分04秒 荻野　純也 ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ - -
412 2301 5時間05分04秒 吉田　秀平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 同グループ 東京都
413 1586 5時間05分16秒 望月 秀明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ アスロンズ 東京都
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414 1889 5時間05分16秒 生玉 敏也 ｲｸﾀﾏ ﾄｼﾔ アスロンズ 長野県
415 1712 5時間05分55秒 加藤 秀明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ - 神奈川県
416 1781 5時間06分05秒 青木 久夫 ｱｵｷ ﾋｻｵ - 神奈川県
417 2280 5時間06分18秒 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ なし 愛知県
418 2083 5時間06分34秒 中村 和暁 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ - 兵庫県
419 1840 5時間06分48秒 井口 源文 ｲｸﾞﾁ ﾓﾄﾌﾐ - 兵庫県
420 2220 5時間07分05秒 二塚 衛 ﾌﾀﾂﾞｶ ﾏﾓﾙ - 富山県
421 1565 5時間07分38秒 杉浦 康博 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾋﾛ - 愛知県
422 1960 5時間07分46秒 小島 茂之 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ 関トラ 東京都
423 2311 5時間07分50秒 三木　伸一 ﾐｷ ｼﾝｲﾁ 所属 三木米 徳島県
424 1990 5時間07分55秒 坂尻 征治 ｻｶｼﾞﾘ ｾｲｼﾞ - 三重県
425 2040 5時間07分56秒 亀井 洋太郎 ｶﾒｲ ﾖｳﾀﾛｳ - 愛知県
426 1572 5時間08分03秒 山本 寿郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ - 大阪府
427 1656 5時間08分08秒 丸山 敦 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ - 埼玉県
428 1709 5時間08分10秒 直江 俊弐 ﾅｵｴ ｼｭﾝｽｹ - 東京都
429 1578 5時間08分16秒 高橋 肇 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ ルネサス北伊丹 東京都
430 1795 5時間08分29秒 斉藤 智大 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ＮＲＣ 岐阜県
431 2282 5時間08分29秒 森山 俊二 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ - 愛知県
432 1737 5時間08分32秒 江澤 利高 ｴｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ - 東京都
433 1906 5時間08分39秒 猪又 茂樹 ｲﾉﾏﾀ ｼｹﾞｷ - 愛知県
434 1719 5時間09分03秒 友次 秀男 ﾄﾓﾂｸﾞ ﾋﾃﾞｵ - 東京都
435 2161 5時間09分27秒 広岡 秀一 ﾋﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ コアラ一家 愛知県
436 1580 5時間09分35秒 小倉 俊介 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ ろくさんぽ 愛知県
437 1909 5時間09分46秒 万代 昌巳 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾏｻﾐ ＤＯＷＡ 岡山県
438 1901 5時間09分57秒 山本 哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ - 長野県
439 1843 5時間10分19秒 廣瀬 直正 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ - 愛知県
440 2181 5時間10分22秒 照内 則生 ﾃﾙｳﾁ ﾉﾘｵ アドバイスエンジン 長野県
441 2178 5時間10分47秒 菅田 良博 ｽｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ - 神奈川県
442 1608 5時間10分51秒 大江 健一 ｵｵｴ ｹﾝｲﾁ つじかぜＡＣ 東京都
443 1581 5時間11分07秒 佐藤 信幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 鶴ヶ島ＥＲＣ 埼玉県
444 1799 5時間11分15秒 沢崎 武志 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｹｼ 東急走友会 神奈川県
445 2274 5時間11分19秒 柴田 智幸 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ - 東京都
446 2021 5時間11分30秒 八柳 隆之 ﾔﾂﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾕｷ - 神奈川県
447 2257 5時間11分37秒 錦織 佑樹 ﾆｼｺﾘ ﾕｳｷ - 岐阜県
448 1701 5時間12分13秒 品部 将之 ｼﾅﾍﾞ ﾏｻｼ - 神奈川県
449 2057 5時間12分14秒 稲生 治久 ｲﾉｳ ﾊﾙﾋｻ ＴＹＵＤ 愛知県
450 1887 5時間12分25秒 小林 丈治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾊﾙ オールバディ 大阪府
451 2251 5時間12分37秒 宅島 宏幸 ﾀｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ - 東京都
452 2316 5時間12分39秒 鳥越洋之 ﾄﾘｺﾞｴ ﾋﾛﾕｷ - -
453 2143 5時間12分41秒 有野 純平 ｱﾘﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ - 埼玉県
454 1530 5時間12分56秒 近藤 崇之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ - 静岡県
455 1925 5時間13分02秒 三村 安信 ﾐﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ - 愛知県
456 1867 5時間13分25秒 市川 誠 ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ サロマ夢走人 長野県
457 2201 5時間13分29秒 里舘 孝一 ｻﾄﾀﾞﾃ ｺｳｲﾁ - 静岡県
458 1650 5時間13分41秒 近 陽司 ｺﾝ ﾖｳｼﾞ ■燕尾モーニング■ 千葉県
459 1553 5時間13分52秒 工藤 裕司 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ - 東京都
460 1655 5時間13分58秒 鈴木 清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 幕張ベイタウン 千葉県
461 1585 5時間14分01秒 齊藤 利雄 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 鶴ヶ島ＥＲＣ 埼玉県
462 1736 5時間14分03秒 太田 則行 ｵｵﾀ ﾉﾘﾕｷ ＤーＤＡＲＴＳ 愛知県
463 2048 5時間14分15秒 船入 公孝 ﾌﾅｲﾘ ｷﾐﾀｶ チームふなピー 三重県
464 2127 5時間14分51秒 内海 貴幸 ｳﾂﾐ ﾀｶﾕｷ - 長野県
465 2062 5時間14分52秒 金井 祐樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ - 東京都
466 1651 5時間14分54秒 大八木 茂光 ｵｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾐﾂ - 埼玉県
467 1768 5時間14分58秒 松岡 昌志 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｼ アンダー６５ 茨城県
468 1992 5時間15分01秒 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ - 神奈川県
469 2061 5時間15分04秒 神谷 弘昭 ｶﾐﾔ ﾋﾛｱｷ サンエイＲＣ 愛知県
470 1588 5時間15分06秒 勝又 敬 ｶﾂﾏﾀ ｹｲ - 静岡県
471 1600 5時間15分13秒 福田 金也 ﾌｸﾀﾞ ｷﾝﾔ チームタートル 栃木県
472 2153 5時間15分29秒 加藤 裕一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 東京都
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473 2232 5時間15分36秒 福重 利騎 ﾌｸｼｹﾞ ﾄｼｷ 城田ファミリー 兵庫県
474 1567 5時間15分42秒 坂上 祐一 ｻｶｼﾞｮｳ ﾕｳｲﾁ - 愛知県
475 1966 5時間15分49秒 金盛 幸治 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｼﾞ - 茨城県
476 1947 5時間16分17秒 正岡 徹 ﾏｻｵｶ ﾄｵﾙ 石橋はたたきません 大阪府
477 2009 5時間16分21秒 浜北 浩次 ﾊﾏｷﾀ ｺｳｼﾞ - 三重県
478 2299 5時間16分47秒 湯浅 秀昭 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｱｷ 所属 樂走組 東京都
479 1786 5時間16分57秒 倉本 克治 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ - 愛知県
480 1911 5時間17分00秒 福元 満 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾙ 自衛隊岐阜病院 岐阜県
481 1792 5時間17分03秒 今村 裕司 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ ＭＩＨＯＲＯ 岐阜県
482 1997 5時間17分15秒 谷口 福司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｸｼﾞ - 埼玉県
483 2030 5時間17分18秒 浅井 崇嗣 ｱｻｲ ﾀｶﾂｸﾞ 日医ジョガーズ 兵庫県
484 1838 5時間17分22秒 藤原 法生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ - 東京都
485 1783 5時間17分23秒 川原 洋平 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳﾍｲ - 群馬県
486 1813 5時間17分28秒 清水 和幸 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ 有限会社あずさ環境 長野県
487 2064 5時間17分34秒 金井 克巳 ｶﾅｲ ｶﾂﾐ ＪＮＲ 群馬県
488 1561 5時間18分08秒 渡辺 勤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ＷＡＴＡＫＩＮ 埼玉県
489 1869 5時間18分08秒 田口 範幸 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 忍中魂 群馬県
490 2032 5時間18分20秒 高橋 伸也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ - 神奈川県
491 1910 5時間18分22秒 後藤 哲也 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ - 兵庫県
492 2319 5時間18分26秒 亀井 康司 ｶﾒｲ ｺｳｼﾞ - 香川県
493 1805 5時間18分41秒 山口 寛喜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ - 神奈川県
494 1981 5時間18分46秒 高間 郁尚 ﾀｶﾏ ｲｸﾅｵ 平野総合病院 岐阜県
495 1537 5時間18分57秒 川崎 晃 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ 京都炭山修行走 京都府
496 1929 5時間19分09秒 芝土 彰 ｼﾊﾞﾂﾁ ｱｷﾗ - 千葉県
497 1708 5時間19分18秒 古山 康夫 ﾌﾙﾔﾏ ﾔｽｵ 野田ランニングクラブ 千葉県
498 1975 5時間19分38秒 井関 一郎 ｲｾｷ ｲﾁﾛｳ アミノＲＣ兵庫 兵庫県
499 1539 5時間19分50秒 片山 哲也 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ - 愛知県
500 2049 5時間20分05秒 長澤 隆政 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾏｻ 松代町ＲＣ 長野県
501 1549 5時間20分15秒 徳永 洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 駝鳥倶楽部 長野県
502 1961 5時間20分40秒 餌鳩 高士 ｴﾊﾞﾄ ﾀｶｼ Ｊ－ＬＩＳ 東京都
503 2142 5時間20分52秒 林 信夫 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｵ - 愛知県
504 2300 5時間20分54秒 廣岡　純治 ﾋﾛｵｶｼﾞｭﾝｼﾞ - 東京都
505 1841 5時間21分01秒 玉田 まこと ﾀﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ たま吉 岐阜県
506 1896 5時間21分06秒 粟田 清美 ｱﾜﾀﾞ ｷﾖﾊﾙ ＴＭＣ広瀬ＭＱ 愛知県
507 1785 5時間21分51秒 大河内 泰幸 ｵｵｺｳﾁ ﾔｽﾕｷ チームＤＥＥＳ 愛知県
508 1976 5時間21分51秒 前田 茂 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ - 愛知県
509 2305 5時間22分00秒 加藤　孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ - 愛知県
510 1767 5時間22分14秒 越村 俊一 ｺｼﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ アンダー６５ 宮城県
511 1751 5時間22分17秒 古賀 雅治 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ - 東京都
512 1759 5時間22分30秒 伊藤 徳行 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ - 愛知県
513 2077 5時間22分38秒 岩崎 文昭 ｲﾜｻｷ ﾌﾐｱｷ 和大軽音山岳会 東京都
514 2016 5時間22分41秒 清水 利至 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾐﾁ 清水建築設計室 静岡県
515 1810 5時間22分42秒 山地 章 ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾗ ＢＯＲＡＢＯＲＡ 石川県
516 1590 5時間22分43秒 本間 潤一 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 新潟県
517 2095 5時間22分46秒 中込 光雄 ﾅｶｺﾞﾒ ﾐﾂｵ 生走倶楽部 愛知県
518 2250 5時間22分50秒 中野 和雄 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ - 愛知県
519 1643 5時間23分08秒 伊藤 裕治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 駆けっこ小僧 愛知県
520 1729 5時間23分19秒 坂元 隆仁 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 獨協大学１９期卒 愛知県
521 2159 5時間24分15秒 筑井 康敏 ﾂｸｲ ﾔｽﾄｼ - 東京都
522 1554 5時間24分26秒 木本 豊 ｷﾓﾄ ﾕﾀｶ - 埼玉県
523 1668 5時間24分42秒 西田 穂高 ﾆｼﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ ＴＥＡＭ２８３ 栃木県
524 1847 5時間24分56秒 荒川 和也 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ - 東京都
525 2011 5時間25分30秒 城 健斗 ｼﾞｮｳ ｹﾝﾄ - 兵庫県
526 2192 5時間25分34秒 中山 英明 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 北中ラン同好会 愛知県
527 2246 5時間25分38秒 谷本 義之 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼﾕｷ - 大阪府
528 1775 5時間25分48秒 西澤 篤志 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ ＭＡＸーＳＣ 長野県
529 2114 5時間26分04秒 和久田 典弘 ﾜｸﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ ＴＥＡＭ　ＡＱ 愛知県
530 1828 5時間26分11秒 惣坊 賢治 ｿｳﾎﾞｳ ｹﾝｼﾞ - 大阪府
531 1883 5時間26分26秒 石川 泰 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ あっぷる会 兵庫県
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532 2214 5時間26分32秒 中川 卓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ - 京都府
533 2084 5時間26分33秒 黒川 光浩 ｸﾛｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 石川ランナーズ 石川県
534 1902 5時間26分35秒 酒井 甲輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ - 長野県
535 1970 5時間26分35秒 佐藤 賢太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ - 東京都
536 1797 5時間26分38秒 真田 優一 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ＴＴＮ野駈け 高知県
537 1686 5時間26分52秒 木村 秀実 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ ちいむきむいち 岐阜県
538 1877 5時間27分02秒 杉浦 保文 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾌﾐ - 東京都
539 1598 5時間27分13秒 鈴木 淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ - 千葉県
540 2254 5時間27分23秒 高坂 雄一 ﾀｶｻｶ ﾕｳｲﾁ - 愛知県
541 2283 5時間27分24秒 永井 修平 ﾅｶﾞｲ ｼｭｳﾍｲ いわき市役所 福島県
542 1679 5時間27分58秒 徳永 勝 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾙ - 東京都
543 1710 5時間28分08秒 近藤 俊樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 長久手南小学校 愛知県
544 2099 5時間28分24秒 田口 輝夫 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾙｵ - 岐阜県
545 2035 5時間28分24秒 野邊 清隆 ﾉﾍﾞ ｷﾖﾀｶ - 岐阜県
546 1511 5時間28分32秒 古澤 寛之 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾕｷ - 岐阜県
547 1596 5時間28分40秒 生田 浩 ｲｸﾀ ﾋﾛｼ まゆかすまさる 愛知県
548 2289 5時間29分05秒 片岡 直朗 ｶﾀｵｶ ﾅｵｱｷ - 千葉県
549 1986 5時間29分12秒 荷見 賢治 ﾊｽﾐ ｹﾝｼﾞ - 静岡県
550 1924 5時間29分33秒 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ - 千葉県
551 2199 5時間29分42秒 中西 淳之 ﾅｶﾆｼ ｱﾂﾕｷ - 三重県
552 1908 5時間29分55秒 上倉 一郎 ｶﾐｸﾗ ｲﾁﾛｳ - 東京都
553 2270 5時間30分07秒 後藤 真吾 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｺﾞ - 東京都
554 2174 5時間30分41秒 康 敬博 ｺｳ ﾀｶﾋﾛ - 兵庫県
555 1582 5時間31分05秒 小栗 守道 ｵｸﾞﾘ ﾓﾘﾐﾁ - 神奈川県
556 1525 5時間31分14秒 中村 昭浩 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ - 愛知県
557 1657 5時間31分16秒 石川 勝也 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ なーさんず墨田 東京都
558 1957 5時間31分53秒 小原 裕史 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ ぴろき 愛知県
559 1735 5時間32分12秒 下尾 隆一 ｼﾓｵ ﾘｭｳｲﾁ 生走倶楽部 愛知県
560 1665 5時間32分17秒 森山 伸也 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県
561 1794 5時間32分22秒 播野 洋平 ﾊﾘﾉ ﾖｳﾍｲ ＮＲＣ 岐阜県
562 1763 5時間32分46秒 小林 旭 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ - 茨城県
563 1594 5時間32分47秒 黒川 浩一 ｸﾛｶﾜ ｺｳｲﾁ - 東京都
564 1891 5時間32分50秒 磯島 健二 ｲｿｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ＭＥＣ 三重県
565 2118 5時間33分04秒 吉岡 信吾 ﾖｼｵｶ ｼﾝｺﾞ 青山トライアスロン 東京都
566 1634 5時間33分08秒 市原 吉宏 ｲﾁﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ - 岐阜県
567 1733 5時間33分28秒 稲葉 義男 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ - 東京都
568 1664 5時間33分29秒 丸田 徳人 ﾏﾙﾀ ﾉﾘﾋﾄ 横浜市役所 神奈川県
569 1974 5時間34分05秒 佐藤 克哉 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ （株）吉田電設 千葉県
570 1505 5時間34分28秒 小山 正 ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ ＮＢＭＡ 長野県
571 2286 5時間34分45秒 小中島 洋平 ｺﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 株式会社情報工場 東京都
572 1930 5時間34分49秒 芝土 瞬 ｼﾊﾞﾂﾁ ｼｭﾝ - 千葉県
573 1808 5時間35分01秒 白田 和希 ﾊｸﾀ ｶｽﾞｷ - 神奈川県
574 2211 5時間35分13秒 瀧澤 浩 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 河端製作所 長野県
575 1881 5時間35分23秒 蘆田 浩之 ｱｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ - 京都府
576 1766 5時間35分52秒 岡嶋 雅夫 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ アンダー６５ 東京都
577 1771 5時間36分03秒 加藤 秀継 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ ＲＵＮ　ＤＭＣ 大阪府
578 1738 5時間36分11秒 長谷川 博一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ ラブ＆ピース 東京都
579 1956 5時間36分21秒 丸山 玄太 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ - 神奈川県
580 2071 5時間36分25秒 安藤 正明 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾒｲ - 愛知県
581 1543 5時間36分36秒 坂口 敏昭 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ - 三重県
582 2094 5時間36分55秒 内山 直隆 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 生走倶楽部 愛知県
583 2281 5時間37分38秒 町田 二三夫 ﾏﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ - 愛知県
584 2120 5時間37分44秒 中島 健太 ﾅｶｼﾏ ｹﾝﾀ - 愛知県
585 1964 5時間37分49秒 中村 英幸 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ - 滋賀県
586 1820 5時間37分57秒 横満 雅之 ﾖｺﾐﾂ ﾏｻﾕｷ - 岡山県
587 2267 5時間38分12秒 浦野 雄人 ｳﾗﾉ ﾕｳﾄ - 長野県
588 1834 5時間38分24秒 酒井 克巳 ｻｶｲ ｶﾂﾐ ウルトラ警備隊 富山県
589 1621 5時間38分27秒 柴原 一弘 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東海　一人マラソン部 愛知県
590 1740 5時間38分33秒 坂田 雄一郎 ｻｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 大阪府
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591 1687 5時間38分41秒 蜂須賀 公博 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ - 大阪府
592 1789 5時間39分18秒 澤田 正志 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｼ タイヘイ 埼玉県
593 2173 5時間39分34秒 伊藤 昭宏 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ - 愛知県
594 2326 5時間39分41秒 阿部　二郎 ｱﾍﾞ ｼﾞﾛｳ - -
595 1769 5時間39分57秒 馬場 亮太 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ - 長野県
596 1551 5時間40分13秒 栗原 英雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ - 東京都
597 1653 5時間40分20秒 鈴木 幸夫 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ ＰＲＣ 東京都
598 2255 5時間40分42秒 小花 郁矢 ｵﾊﾞﾅ ﾌﾐﾔ - 静岡県
599 2278 5時間40分52秒 高井 厚志 ﾀｶｲ ｱﾂｼ - 愛知県
600 2175 5時間40分52秒 高木 雅浩 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ - 愛知県
601 1796 5時間41分02秒 佐藤 和生 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ＮＲＣ 岐阜県
602 1756 5時間41分08秒 池 登志邦 ｲｹ ﾄｼｸﾆ - 東京都
603 1629 5時間41分16秒 新井 宗明 ｱﾗｲ ﾑﾈｱｷ つじかぜ 東京都
604 1691 5時間41分19秒 野口 浩樹 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ＲＵＮＺ 東京都
605 1839 5時間41分33秒 山田 兼広 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾈﾋﾛ - 滋賀県
606 2293 5時間41分39秒 木田　彰雄 ｷﾀﾞ ｱｷｵ - 大阪府
607 2130 5時間41分48秒 川上 賢司 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｼﾞ - 三重県
608 2265 5時間42分23秒 正善 紀昭 ｼｮｳｾﾞﾝ ﾉﾘｱｷ トップランナー 長野県
609 2059 5時間42分25秒 大槻 幹太 ｵｵﾂｷ ｶﾝﾀ - 神奈川県
610 1959 5時間42分39秒 藤元 幹洋 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ - 大阪府
611 1903 5時間42分39秒 田中 治輝 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 千里ランランクラブ 大阪府
612 1935 5時間42分39秒 的場 達也 ﾏﾄﾊﾞ ﾀﾂﾔ 千里ランランクラブ 神奈川県
613 1573 5時間42分51秒 佐藤 隆則 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ - 群馬県
614 1694 5時間42分54秒 渡邉 一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ チーム小原 山梨県
615 1630 5時間42分58秒 松岡 秀仁 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾋﾄ - 大阪府
616 1811 5時間43分12秒 岡崎 義仁 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ ＢＯＲＡＢＯＲＡ 石川県
617 2205 5時間43分28秒 眞田 隆 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶｼ ベアリスＲＣ 埼玉県
618 2010 5時間43分58秒 城 剛史 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ - 兵庫県
619 1587 5時間44分11秒 水本 壮洋 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ - 静岡県
620 2074 5時間44分52秒 内海 隆雄 ｳﾁｳﾐ ﾀｶｵ ジャルカード 千葉県
621 2088 5時間45分01秒 河野 公康 ｺｳﾉ ｷﾐﾔｽ 航空自衛隊 岐阜県
622 2318 5時間45分04秒 花井 佑樹 ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 所属 石川病院競走部 兵庫県
623 2107 5時間45分07秒 久津 章彦 ﾋｻﾂ ｱｷﾋｺ - 石川県
624 1764 5時間45分16秒 小田 正紀 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ヤマト運輸静岡 静岡県
625 1552 5時間45分23秒 高橋 大介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 北陸ミサワホーム 富山県
626 2266 5時間46分08秒 竹本 圭佑 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｽｹ - 東京都
627 1782 5時間46分51秒 長谷川 祐太 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ろくさんぽ 愛知県
628 1501 5時間48分06秒 五島 一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ - 広島県
629 1897 5時間48分34秒 菅江 慶二 ｽｶﾞｴ ｹｲｼﾞ 千里ランラン 大阪府
630 1807 5時間48分40秒 宮下 慶之 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾕｷ - 石川県
631 1703 5時間48分44秒 塚本 賀則 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ - 大阪府
632 1871 5時間48分56秒 浅野 幹仁 ｱｻﾉ ﾐｷﾋﾄ - 埼玉県
633 1939 5時間49分02秒 長井 洋高 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾀｶ - 大阪府
634 2002 5時間49分05秒 髙橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ - 大阪府
635 2091 5時間49分41秒 若林 郁生 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ - 長野県
636 1647 5時間49分50秒 江刺家 正 ｴｻｼｶ ﾀﾀﾞｼ - 東京都
637 1914 5時間51分19秒 田中 博美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾖｼ - 滋賀県
638 1519 5時間51分24秒 上原 悟 ｳｴﾊﾗ ｻﾄﾙ - 埼玉県
639 1798 5時間51分31秒 遠藤 昌宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ - 岐阜県
640 2229 5時間51分41秒 福田 啓五 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ 日本スチレンペーパー 東京都
641 2186 5時間51分53秒 田口 稔 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ - 和歌山県
642 2051 5時間52分13秒 森田 清 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ - 神奈川県
643 2271 5時間52分26秒 河野 和行 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾕｷ - 愛知県
644 1790 5時間52分49秒 下本 和寿 ｼﾓﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ - 栃木県
645 1601 5時間52分50秒 小田 敏行 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ チームタートル 東京都
646 2295 5時間52分55秒 南川　正継 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 所属 南川酒店陸上部 大阪府
647 1659 5時間53分18秒 上巾 貴之 ｶﾐﾊﾊﾞ ﾀｶﾕｷ ＣＬＵＢ自遊人 愛知県
648 2012 5時間54分10秒 芦野 孝治 ｱｼﾉ ｺｳｼﾞ 千里ランラン 大阪府
649 2317 5時間54分13秒 中井　佑 ﾅｶｲ ﾀｽｸ 同グループ 東京都
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650 1832 5時間54分20秒 澤田 英実 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ - 愛知県
651 2236 5時間54分49秒 加藤 友教 ｶﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 花咲爺さんズ 東京都
652 1998 5時間55分01秒 菅沼 浩二 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｼﾞ - 愛知県
653 1999 5時間55分10秒 冨田 直樹 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ - 栃木県
654 1967 5時間55分52秒 樋口 福生 ﾋｸﾞﾁ ﾌｸｵ 京信ＲＣ 京都府
655 2080 5時間55分53秒 恩田 翔 ｵﾝﾀﾞ ｼｮｳ - 岐阜県
656 1693 5時間57分10秒 小西 康雄 ｺﾆｼ ﾔｽｵ ラフラフＲＣ 埼玉県
657 2253 5時間57分15秒 清水 譲 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ - 東京都
658 1749 5時間57分35秒 吉岡 大地 ﾖｼｵｶ ﾀｲｼﾞ - 東京都
659 2328 5時間57分48秒 吉田 孝則 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ ぽてち -
660 2160 5時間57分49秒 浜根 悠輔 ﾊﾏﾈ ﾕｳｽｹ ＪＲ西日本 大阪府
661 1697 5時間58分03秒 内田 和宏 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ランニング逗子 神奈川県
662 1788 5時間58分29秒 永田 仁 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾄｼ アヤトトライアスロン 神奈川県
663 1977 5時間58分35秒 大関 貴弘 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾋﾛ - 埼玉県
664 2014 5時間58分38秒 柴崎 裕治 ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳｼﾞ - 愛知県
665 1516 5時間58分51秒 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 慶大陸上同好会 東京都
666 1611 5時間58分56秒 鐸木 三郎 ｽｽﾞｷ ｻﾌﾞﾛｳ - 大阪府
667 1819 5時間59分08秒 押田 正広 ｵｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 大和物流 埼玉県
668 2244 5時間59分26秒 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ちゅうりょう 愛知県
669 1568 5時間59分37秒 森本 伸吉 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｷﾁ - 大阪府
670 1557 5時間59分37秒 前田 直哉 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ - 大阪府
671 1563 6時間05分30秒 杉山 治樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 静岡製機ＲＣ 静岡県
672 1507 6時間08分13秒 稲田 光弘 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ - 東京都
673 2276 6時間10分26秒 中村 博人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ - 長野県
674 2264 6時間11分38秒 伊藤 武司 ｲﾄｳ ﾀｹｼ - 愛知県


