
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

35km男子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 地区

1 1076 2時間23分44秒 渡辺 正毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ - 埼玉県
2 1053 2時間27分57秒 岸本 泰彦 ｷｼﾓﾄ ﾔｽﾋｺ トヨタＳＣ 愛知県
3 1066 2時間31分51秒 秋葉 知律 ｱｷﾊﾞ ﾄﾓﾉﾘ 山梨県庁 山梨県
4 1349 2時間33分42秒 阿部 浩司 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 長岡ユルランナー 新潟県
5 1018 2時間41分41秒 大越 一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ - 埼玉県
6 1078 2時間51分21秒 宮下 弘文 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ - 山梨県
7 1320 2時間52分01秒 清水 正也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ - 長野県
8 1291 2時間55分35秒 余根田 渉 ﾖﾈﾀﾞ ﾜﾀﾙ - 京都府
9 1202 2時間56分33秒 北井 新将 ｷﾀｲ ｼﾝｽｹ 信越エンジ 群馬県

10 1052 2時間58分05秒 齊藤 剛司 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ あすたま 愛知県
11 1383 2時間58分57秒 森脇 伸一 ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ みよし走ろう会 愛知県
12 1392 3時間01分16秒 押見 彰 ｵｼﾐ ｱｷﾗ ホンダＥＧ 栃木県
13 1333 3時間01分44秒 中山 秀雄 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ Ｔｅａｍ－ＮＲ 大阪府
14 1091 3時間02分01秒 三牧 圭 ﾐﾏｷ ｹｲ - 神奈川県
15 1152 3時間02分43秒 大槻 徹 ｵｵﾂｷ ﾄｵﾙ - 長野県
16 1379 3時間04分10秒 中西 功士 ﾅｶﾆｼ ﾅﾙｼﾞ ＭＳ駅伝 愛知県
17 1257 3時間06分57秒 山下 祥一 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 富士森走友会 長野県
18 1393 3時間08分38秒 安福 正太郎 ﾔｽﾌｸ ｼｮｳﾀﾛｳ - 三重県
19 1249 3時間11分25秒 林 孝光 ﾊﾔｼ ﾀｶﾐﾂ 雪谷走友会 東京都
20 1311 3時間11分33秒 鈴木 崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ ＭＳ駅伝 愛知県
21 1008 3時間12分50秒 藤本 英幸 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ トヨタＳＣ 愛知県
22 1032 3時間13分15秒 塩路 裕太 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ 新興発条工業 兵庫県
23 1401 3時間15分29秒 池畑 宏之 ｲｹﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ - 三重県
24 1388 3時間18分06秒 佐藤 賢治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ - 山形県
25 1083 3時間18分07秒 因 純一 ｲﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 愛知県
26 1368 3時間18分10秒 森 達則 ﾓﾘ ﾀﾂﾉﾘ - 愛知県
27 1142 3時間18分32秒 中西 健 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ ち～むＳＫＹ 静岡県
28 1112 3時間19分43秒 山田 聡一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 川崎市陸協 神奈川県
29 1225 3時間19分52秒 近藤 展弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ - 愛知県
30 1417 3時間20分12秒 三浦 拓耶 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ トヨタ自動車 愛知県
31 1283 3時間20分26秒 山口 昌宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ - 大阪府
32 1064 3時間21分20秒 森 一 ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ - 愛知県
33 1086 3時間21分43秒 阿久津 雅彦 ｱｸﾂ ﾏｻﾋｺ ＤＵＭＢＡＳＳ 静岡県
34 1390 3時間22分08秒 家田 尭明 ｲｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ - 東京都
35 1208 3時間22分20秒 水野 祥孝 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾀｶ - 福井県
36 1432 3時間22分45秒 麻生 康之様 ｱｿｳ ﾔｽﾕｷ - 大阪府
37 1394 3時間23分11秒 蜂須賀 涼太 ﾊﾁｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ - 神奈川県
38 1140 3時間23分34秒 大石 勝義 ｵｵｲｼ ｶﾂﾖｼ ち～むＳＫＹ 静岡県
39 1191 3時間24分49秒 矢部 晃男 ﾔﾍﾞ ﾃﾙｵ - 埼玉県
40 1418 3時間25分18秒 玉村 卓之 ﾀﾏﾑﾗ ﾀｶﾕｷ - 東京都
41 1174 3時間25分42秒 武井 潤二 ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三好走ろう会 愛知県
42 1026 3時間26分42秒 夏目 保雄 ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ - 千葉県
43 1273 3時間26分48秒 重倉 朋和 ｼｹﾞｸﾗ ﾄﾓｶｽﾞ スズラン 愛知県
44 1420 3時間26分52秒 村田 宗志朗 ﾑﾗﾀ ｿｳｼﾛｳ - 愛知県
45 1107 3時間27分39秒 長崎 勝哉 ﾅｶﾞｻｷ ｶﾂﾔ - 愛知県
46 1347 3時間28分27秒 米村 美雄 ﾖﾈﾑﾗ ﾖｼｵ ＭＳ駅伝 愛知県
47 1022 3時間28分48秒 林 隆俊 ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ 新ゆり走遊会 神奈川県
48 1061 3時間29分00秒 中尾 誠 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 馬場農機ＲＣ 三重県
49 1044 3時間29分43秒 武田 義樹 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ - 東京都
50 1148 3時間31分42秒 深津 研一 ﾌｶﾂ ｹﾝｲﾁ - 愛知県
51 1422 3時間32分01秒 島田 将行 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ - 兵庫県
52 1028 3時間32分55秒 萬谷 幹雄 ﾏﾝﾀﾆ ﾐｷｵ - 滋賀県
53 1170 3時間34分20秒 吉野 直樹 ﾖｼﾉ ﾅｵｷ オーエスジー 愛知県
54 1306 3時間34分45秒 林 孝宜 ﾊﾔｼ ﾀｶﾖｼ エボーリュＲＣ 神奈川県
55 1423 3時間36分05秒 宮内 隆行 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾕｷ - 兵庫県
56 1266 3時間36分07秒 鈴木 基一 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲﾁ - 東京都
57 1213 3時間37分26秒 西山 英一 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｲﾁ 沼田山岳会 群馬県
58 1205 3時間38分00秒 前川 兼文 ﾏｴｶﾜ ｶﾈﾌﾐ - 大阪府
59 1365 3時間39分53秒 町田 和紀 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ - 長野県
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60 1001 3時間41分52秒 原 宏之 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ｎｅｋｏ３ 神奈川県
61 1382 3時間43分23秒 勝山 淳紀 ｶﾂﾔﾏ ｱﾂｷ アルプス農業協同組合 富山県
62 1131 3時間43分37秒 中上 公二 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ - 神奈川県
63 1132 3時間44分32秒 白星 純次 ｼﾗﾎｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 芦屋浜ＡＣ 兵庫県
64 1075 3時間45分44秒 伊藤 文一 ｲﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ - 長野県
65 1035 3時間46分59秒 牧田 淳 ﾏｷﾀ ｼﾞｭﾝ - 愛知県
66 1190 3時間47分06秒 斉藤 祐三 ｻｲﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ - 兵庫県
67 1292 3時間47分29秒 新村 洋平 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ - 静岡県
68 1010 3時間47分42秒 大橋 俊夫 ｵｵﾊｼ ﾄｼｵ 信州トレマン 埼玉県
69 1339 3時間48分10秒 小池 利幸 ｺｲｹ ﾄｼﾕｷ - 長野県
70 1360 3時間48分35秒 若林 圭介 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ シンモリマラソン部 愛知県
71 1019 3時間49分36秒 後藤 邦彦 ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋｺ ＥＮＯＺＯ 愛知県
72 1430 3時間49分43秒 フクハラ　テツヤ ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ - -
73 1206 3時間49分58秒 平田 隆志 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ ＳＯＵ 富山県
74 1211 3時間50分04秒 高田 智浩 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ - 千葉県
75 1269 3時間50分37秒 鈴木 賢司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ - 東京都
76 1109 3時間50分42秒 千明 昭彦 ﾁｷﾞﾗ ｱｷﾋｺ ＵＳＵＩ　ＲＣ 群馬県
77 1298 3時間51分12秒 辻 竜太郎 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ - 大阪府
78 1348 3時間51分28秒 岡田 泰典 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 水曜練習会 静岡県
79 1284 3時間51分46秒 鈴木 大二朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ - 愛知県
80 1415 3時間51分58秒 ｴｽﾋﾟﾅﾙ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ ｴｽﾋﾟﾅﾙ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ - 愛知県
81 1396 3時間52分43秒 田島 裕三 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｿﾞｳ ＮＩＳＳＥＩ 長野県
82 1054 3時間53分30秒 森村 弘文 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ アドバンテスト 埼玉県
83 1353 3時間54分10秒 後藤 豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ チームＡ－ＦＭ 長野県
84 1015 3時間54分43秒 矢島 康雄 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ ニッポンＲ柏 千葉県
85 1259 3時間54分44秒 篠原 仁郎 ｼﾉﾊﾗ ｼﾞﾛｳ 芦屋浜ＡＣ 兵庫県
86 1281 3時間56分14秒 今井 雅人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ - 新潟県
87 1198 3時間56分19秒 村山 雅経 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ - 東京都
88 1058 3時間57分11秒 今成 亮 ｲﾏﾅﾘ ﾘｮｳ 利根クラブ 群馬県
89 1332 3時間57分35秒 牧原 延之 ﾏｷﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ - 愛知県
90 1342 3時間57分57秒 原山 英二 ﾊﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ - 東京都
91 1274 3時間58分20秒 加古 洋輔 ｶｺ ﾖｳｽｹ - 東京都
92 1223 3時間58分43秒 飯田 一博 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ - 滋賀県
93 1380 3時間58分52秒 林 直治 ﾊﾔｼ ﾅｵﾊﾙ - 長野県
94 1104 3時間59分05秒 木原 晋 ｷﾊﾗ ｽｽﾑ - 東京都
95 1199 4時間00分03秒 松田 哲朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ - 神奈川県
96 1416 4時間00分28秒 ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ - 愛知県
97 1325 4時間01分09秒 山縣 天望 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾝﾎﾞｳ - 兵庫県
98 1242 4時間01分23秒 河村 紘光 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ Ｙ’ｓ山岳部 愛知県
99 1230 4時間01分31秒 川島 昭男 ｶﾜｼﾏ ｱｷｵ - 東京都

100 1246 4時間01分42秒 小椋 正啓 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ - 大阪府
101 1293 4時間01分47秒 古田 広和 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｶｽﾞ - 岐阜県
102 1361 4時間01分56秒 上拾石 大輝 ｶﾐｼﾞｭｯｺｸ ﾀｲｷ シンモリマラソン部 愛知県
103 1060 4時間02分14秒 馬場 淑久 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋｻ 馬場農機ＲＣ 三重県
104 1011 4時間02分22秒 滝 信一郎 ﾀｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＭＤＫ４７ 大阪府
105 1039 4時間02分37秒 角川 正彦 ﾂﾉｶﾜ ﾏｻﾋｺ 足柄峠 神奈川県
106 1036 4時間02分43秒 石原 和彦 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ ＴＴＤＣスノスポ 愛知県
107 1087 4時間03分03秒 木村 保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 田原車体 愛知県
108 1254 4時間03分48秒 辻本 雅宏 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ - 大阪府
109 1106 4時間03分59秒 杉原 秀紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ - 神奈川県
110 1178 4時間04分17秒 酒井 泰彦 ｻｶｲ ﾔｽﾋｺ - 愛知県
111 1334 4時間04分37秒 井上 裕二朗 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞﾛｳ 日本郵船 東京都
112 1282 4時間05分11秒 亀洞 多嘉也 ｶﾒﾎﾞﾗ ﾀｶﾔ - 愛知県
113 1428 4時間05分24秒 谷口　康浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ - 滋賀県
114 1169 4時間06分16秒 仲川 勉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 東京大学教職員 茨城県
115 1014 4時間06分22秒 楓 佳浩 ｶｴﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ うめさん 兵庫県
116 1352 4時間06分30秒 三島 公男 ﾐｼﾏ ｷﾐｵ - 三重県
117 1253 4時間07分40秒 伊藤 泰之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ - 福井県
118 1038 4時間08分05秒 村松 健二 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼﾞ - 神奈川県
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119 1097 4時間08分07秒 川勝 正廣 ｶﾜｶﾂ ﾏｻﾋﾛ ノミノ 東京都
120 1319 4時間08分45秒 渡部 紘彰 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｱｷ - 東京都
121 1248 4時間09分12秒 天岸 雄一 ｱﾏｷﾞｼ ﾕｳｲﾁ 坐坐 神奈川県
122 1027 4時間09分30秒 真野 陽次 ﾏﾉ ﾖｳｼﾞ - 愛知県
123 1237 4時間09分43秒 大垣 忠幸 ｵｵｶﾞｷ ﾀﾀﾞﾕｷ - 大阪府
124 1261 4時間10分24秒 荻原 伸幸 ｵｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ コシブ精密 長野県
125 1216 4時間10分38秒 村松 勅明 ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾘｱｷ - 愛知県
126 1005 4時間10分58秒 広岡 孝一 ﾋﾛｵｶ ﾀｶｶｽﾞ 扇川ランナーズ 愛知県
127 1207 4時間11分32秒 魚谷 智巳 ｳｵﾀﾆ ﾄﾓﾐ ＨＲＣ 群馬県
128 1164 4時間11分41秒 小林 弘文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ おおぞらＢＣ 長野県
129 1299 4時間11分45秒 神保 洋貴 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛｷ - 静岡県
130 1192 4時間11分56秒 岡崎 良信 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾝ - 愛知県
131 1161 4時間12分34秒 長沢 雅史 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｼ スノスボ 長野県
132 1258 4時間12分35秒 今井 孝直 ｲﾏｲ ﾀｶﾅｵ - 大阪府
133 1265 4時間12分35秒 寺田 昌司 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ - 神奈川県
134 1165 4時間13分06秒 佐藤 安泉 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 八王子市役所 東京都
135 1162 4時間14分30秒 中田 真平 ﾅｶﾀ ｼﾝﾍﾟｲ - 愛知県
136 1267 4時間14分33秒 栗田 隆 ｸﾘﾀ ﾀｶｼ アスロンズ 神奈川県
137 1179 4時間14分37秒 平畑 茂 ﾋﾗﾊﾀ ｼｹﾞﾙ ＯＲＣ 東京都
138 1252 4時間14分40秒 福島 宗則 ﾌｸｼﾏ ﾑﾈﾉﾘ 千日走会 群馬県
139 1355 4時間14分43秒 山本 孝司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 山本工業 愛知県
140 1358 4時間14分44秒 坪井 芳孝 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼﾀｶ シンモリマラソン部 愛知県
141 1240 4時間15分03秒 三浦 晃一 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁ テクノス 愛知県
142 1157 4時間15分08秒 石川 忠夫 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ - 神奈川県
143 1251 4時間15分54秒 岩田 浩幸 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ - 東京都
144 1377 4時間17分12秒 甲斐 雄基 ｶｲ ﾕｳｷ - 愛知県
145 1050 4時間17分23秒 洞田 弘美 ﾎﾗﾀ ﾋﾛﾖｼ - 長野県
146 1016 4時間17分31秒 大津 隆 ｵｵﾂ ﾀｶｼ - 京都府
147 1260 4時間18分22秒 白川 弘樹 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｷ アンスぺ 神奈川県
148 1182 4時間18分57秒 高橋 功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ - 神奈川県
149 1193 4時間19分08秒 小西 一弘 ｺﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ 千里ランランクラブ 大阪府
150 1228 4時間19分15秒 小濱 佳久 ｺﾊﾏ ﾖｼﾋｻ - 愛知県
151 1196 4時間19分24秒 三村 和彦 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 辻の湯会 長野県
152 1220 4時間19分34秒 野中 秀一 ﾉﾅｶ ｼｭｳｲﾁ - 東京都
153 1288 4時間19分37秒 清水 伸敏 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾄｼ Ｋ２ＴＲＣ 茨城県
154 1397 4時間20分21秒 三井 徹 ﾐﾂｲ ﾄｵﾙ 長島観光開発株式会社 三重県
155 1385 4時間20分28秒 佐藤 信史 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ - 東京都
156 1366 4時間20分37秒 柴 真砂 ｼﾊﾞ ﾏｻｺﾞ - 長野県
157 1111 4時間21分10秒 今村 美文 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ ｓｑｕａｒｅ　ｏｎｅ 埼玉県
158 1362 4時間21分36秒 柳瀬 貴史 ﾔﾅｾ ﾀｶﾌﾐ - 東京都
159 1231 4時間21分58秒 成瀬 正雄 ﾅﾙｾ ﾏｻｵ - 愛知県
160 1241 4時間22分20秒 西村 公一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ - 静岡県
161 1158 4時間22分35秒 磯村 英克 ｲｿﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ エンジン技術部 愛知県
162 1413 4時間22分48秒 和南城 勲 ﾜﾅｼﾞｮｳ ｲｻｵ - 長野県
163 1108 4時間24分02秒 榎本 充宏 ｴﾉﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 住友生命 東京都
164 1343 4時間24分10秒 中屋 健一 ﾅｶﾔ ｹﾝｲﾁ - 東京都
165 1387 4時間24分12秒 川出 浩司 ｶﾜﾃﾞ ｺｳｼﾞ - 東京都
166 1002 4時間24分14秒 小島 一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ - 栃木県
167 1426 4時間24分18秒 中原　大介 ﾅｶﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ - -
168 1163 4時間24分32秒 伊藤 幸高 ｲﾄｳ ﾕｷﾀｶ - 愛知県
169 1374 4時間24分55秒 頼金 俊文 ﾖﾘｶﾈ ﾄｼﾌﾐ ＲＳＭＣ 愛知県
170 1003 4時間25分27秒 見辺 嗣夫 ﾐﾅﾍﾞ ﾂｸﾞｵ 爆走楽笑会 埼玉県
171 1321 4時間25分41秒 石村 将生 ｲｼﾑﾗ ﾏｻｵ - 埼玉県
172 1024 4時間26分22秒 柏 一夫 ｶｼﾜ ｶｽﾞｵ - 茨城県
173 1373 4時間26分55秒 林 大志 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｼ ＲＳＭＣ 岐阜県
174 1013 4時間27分17秒 諸戸 博 ﾓﾛﾄ ﾋﾛｼ かん太 愛知県
175 1090 4時間27分27秒 石森 純一 ｲｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 埼玉県
176 1144 4時間27分50秒 冬野 智之 ﾌﾕﾉ ﾄﾓﾕｷ 三好走ろう会 愛知県
177 1089 4時間28分01秒 角田 昌之 ｶｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ コナミ寝屋川 大阪府
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178 1074 4時間28分09秒 金山 昌平 ｶﾅﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ゆるラン富山 富山県
179 1310 4時間28分17秒 山村 伊智郎 ﾔﾏﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 素肌美力 岐阜県
180 1217 4時間28分48秒 久保田 耕太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ デンソー 愛知県
181 1408 4時間29分13秒 櫻井 尚行 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾕｷ - 愛知県
182 1227 4時間29分15秒 奈良 孝 ﾅﾗ ﾀｶｼ - 愛知県
183 1009 4時間29分15秒 山根 修一 ﾔﾏﾈ ｼｭｳｲﾁ ひばりヶ丘 京都府
184 1034 4時間29分24秒 里原 弘敏 ｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ ダイワハウス 徳島県
185 1262 4時間29分26秒 中澤 恵 ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 四ツ葉の会 愛知県
186 1263 4時間29分27秒 中澤 忍 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 四ツ葉の会 愛知県
187 1094 4時間29分38秒 田中 康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 世田谷クミン 東京都
188 1092 4時間29分48秒 高橋 新爾 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ - 東京都
189 1043 4時間29分56秒 山岸 厚之 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂﾕｷ 新ゆり走遊会 神奈川県
190 1357 4時間30分08秒 新井田 勉 ﾆｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ - 東京都
191 1285 4時間31分33秒 荒川 由将 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾏｻ - 愛知県
192 1233 4時間31分54秒 熊谷 孝幸 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ - 長野県
193 1031 4時間32分16秒 斉藤 朗 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ランネット 長野県
194 1210 4時間32分24秒 雪野 真一 ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ - 埼玉県
195 1057 4時間33分12秒 広瀬 隆彦 ﾋﾛｾ ﾀｶﾋｺ サンスポ 京都府
196 1069 4時間35分27秒 山本 弘典 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ ビンタラン部 三重県
197 1183 4時間35分27秒 藤澤 大 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾙ ＥＲＣ湘南 神奈川県
198 1405 4時間35分42秒 赤堀 成昭 ｱｶﾎﾘ ﾅﾘｱｷ - 静岡県
199 1055 4時間35分56秒 丸山 晃生 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ - 長野県
200 1276 4時間36分24秒 國貞 広史 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛｼ 高槻 兵庫県
201 1316 4時間36分54秒 岩下 直樹 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ 日進会 埼玉県
202 1073 4時間36分59秒 瀬田 雄一郎 ｾﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 神奈川県
203 1313 4時間38分56秒 荒川 雅之 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ 東大和 東京都
204 1323 4時間39分00秒 若原 昭広 ﾜｶﾊﾗ ｱｷﾋﾛ - 岐阜県
205 1159 4時間39分30秒 松井 剣治 ﾏﾂｲ ｹﾝｼﾞ ＴＤＪ 神奈川県
206 1110 4時間40分17秒 長谷川 哲朗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂｵ 王淡珍走友会 神奈川県
207 1021 4時間40分56秒 宮井 賢次 ﾐﾔｲ ｹﾝｼﾞ ＭＤ走友会 大阪府
208 1359 4時間40分59秒 大宮 翔 ｵｵﾐﾔ ｼｮｳ シンモリマラソン部 愛知県
209 1427 4時間42分07秒 大森　弘明 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｱｷ - -
210 1329 4時間42分32秒 小野 健晴 ｵﾉ ﾀｹﾊﾙ ライジング法律事務所 東京都
211 1317 4時間42分52秒 永田 博隆 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 日進会 埼玉県
212 1133 4時間43分09秒 岡崎 允紀 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ ベアリス 埼玉県
213 1101 4時間43分54秒 川島 修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ - 群馬県
214 1082 4時間44分26秒 山口 悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾙ - 神奈川県
215 1184 4時間44分37秒 吉田 岳史 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ チーム高橋 東京都
216 1386 4時間44分39秒 辻 淳 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝ 友生支援学校 大阪府
217 1376 4時間44分45秒 笹田 広光 ｻｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ ＲＳＭＣ 岐阜県
218 1236 4時間44分50秒 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ＹＪＣ 東京都
219 1172 4時間46分13秒 北林 強 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ - 長野県
220 1147 4時間46分15秒 渋川 茂生 ｼﾌﾞｶﾜ ｼｹﾞｵ - 愛知県
221 1389 4時間46分18秒 河合 一英 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 豊田市清掃事業所 愛知県
222 1219 4時間46分19秒 得永 正樹 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 狭山池ＲＣ 大阪府
223 1295 4時間46分46秒 清岡 玲司 ｷﾖｵｶ ﾚｲｼﾞ 千里ランランクラブ 大阪府
224 1007 4時間46分52秒 吉村 淳 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 南奈良総合医療センター奈良県
225 1409 4時間47分04秒 下澤 稜平 ｼﾓｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ - 大阪府
226 1138 4時間47分30秒 鮒田 栄治 ﾌﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ - 東京都
227 1309 4時間47分39秒 布袋 之彦 ﾎﾃｲ ﾕｷﾋｺ ｋｉｒａｋｕ 長野県
228 1149 4時間47分47秒 櫻井 貴之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ - 東京都
229 1214 4時間47分51秒 佐々木 義 ｻｻｷ ﾄﾓ 北海道大学 愛知県
230 1175 4時間48分03秒 岸江 貴之 ｷｼｴ ﾀｶﾕｷ - 愛知県
231 1212 4時間48分06秒 高橋 宏行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ ＴＫｒｕｎ 東京都
232 1345 4時間48分35秒 稙田 公一 ﾜｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ 富士通テン株式会社 兵庫県
233 1017 4時間48分59秒 伊藤 耕一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ エンジョイ 東京都
234 1218 4時間49分04秒 山本 源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ - 福井県
235 1303 4時間49分46秒 藤澤 輝男 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾙｵ 鴻池運輸株式会社 埼玉県
236 1337 4時間50分13秒 荒木 正和 ｱﾗｷ ﾏｻｶｽﾞ 公務員 愛知県
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237 1256 4時間50分26秒 加藤 充 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ - 愛知県
238 1235 4時間50分31秒 清板 浩二 ｾｲﾀ ｺｳｼﾞ - 岡山県
239 1127 4時間50分50秒 浅野 良男 ｱｻﾉ ﾖｼｵ - 愛知県
240 1425 4時間51分12秒 春次　純一 ﾊﾙﾂｸﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ - 愛知県
241 1154 4時間51分23秒 橋爪 俊明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ - 長野県
242 1326 4時間51分25秒 加藤 忠 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ - 長野県
243 1045 4時間51分39秒 中村 敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ - 埼玉県
244 1048 4時間51分44秒 松本 善行 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ オカモト世界長ＲＣ 東京都
245 1307 4時間52分33秒 大村 景文 ｵｵﾑﾗ ｶｹﾞﾌﾐ ブランシュ 大阪府
246 1113 4時間52分44秒 酒井 賢作 ｻｶｲ ｹﾝｻｸ ＳＪＣ 新潟県
247 1189 4時間52分51秒 波谷 典宣 ﾊﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ 結婚４年目 岐阜県
248 1100 4時間52分53秒 榑松 實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ エンデパ 静岡県
249 1067 4時間52分59秒 吉永 亜生 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｾｲ ウユニックス 東京都
250 1095 4時間53分10秒 山本 健 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ - 東京都
251 1327 4時間53分47秒 南部 陽亮 ﾅﾝﾌﾞ ﾖｳｽｹ - 愛知県
252 1304 4時間53分52秒 高木 博志 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ グローブ２１ 福井県
253 1176 4時間54分22秒 山岸 哲人 ﾔﾏｷﾞｼ ﾃﾂﾄ - 愛知県
254 1181 4時間55分05秒 荻田 俊輔 ｵｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 石橋を叩いて壊せ 千葉県
255 1328 4時間55分23秒 森 健 ﾓﾘ ﾀｹｼ - 三重県
256 1194 4時間55分40秒 三谷 郁夫 ﾐﾀﾆ ﾌﾐｵ - 神奈川県
257 1153 4時間55分46秒 黒田 真朗 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ ちーむあどばいすえん 長野県
258 1040 4時間56分07秒 小栗 靖司 ｵｸﾞﾘ ｾｲｼﾞ - 岐阜県
259 1341 4時間56分19秒 宮島 裕也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ コシブ精密 長野県
260 1384 4時間56分44秒 川井 文彰 ｶﾜｲ ﾌﾐｱｷ - 愛知県
261 1088 4時間57分03秒 藤倉 秀紀 ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾃﾞｷ ＫＩＲＡＫＵ 長野県
262 1314 4時間57分07秒 堀 久夫 ﾎﾘ ﾋｻｵ 千日走会 群馬県
263 1407 4時間57分18秒 辻居 裕貴 ﾂｼﾞｲ ﾕｳｷ - 兵庫県
264 1287 4時間57分27秒 小林 俊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ - 兵庫県
265 1302 4時間57分50秒 大澤 稜 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ - 岐阜県
266 1414 4時間58分01秒 大海戸 勇平 ｵｵｶﾞｲﾄ ﾕｳﾍｲ - 神奈川県
267 1364 4時間58分07秒 大橋 一夫 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｵ 中部電気保安 静岡県
268 1215 4時間58分30秒 太田 健夫 ｵｵﾀ ﾀｹｵ - 愛知県
269 1049 4時間58分34秒 大谷 光政 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾏｻ - 長野県
270 1135 4時間58分56秒 野原 直樹 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ - 東京都
271 1296 4時間59分17秒 田口 英太郎 ﾀｸﾞﾁ ｴｲﾀﾛｳ ぐっちーず 神奈川県
272 1114 4時間59分43秒 川井 浩一 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ アクトス四日市 三重県
273 1020 5時間00分09秒 仲井 英明 ﾅｶｲ ﾋﾃﾞｱｷ ＲＵＮＤＯＭＳ 福井県
274 1188 5時間00分31秒 山口 晃司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ チーム古田 静岡県
275 1391 5時間00分39秒 古澤 祐幸 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾕｷ - 東京都
276 1151 5時間01分53秒 村尾 研治 ﾑﾗｵ ｹﾝｼﾞ ディスタンザ 奈良県
277 1247 5時間02分10秒 大庭 才門 ｵｵﾊﾞ ｻｲﾓﾝ - 東京都
278 1324 5時間02分31秒 豊岡 孝司 ﾄﾖｵｶ ﾀｶｼ - 大阪府
279 1354 5時間03分27秒 田中 康夫 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 少林寺拳法 奈良県
280 1275 5時間04分09秒 野中 敬二 ﾉﾅｶ ｹｲｼﾞ チームＳＳＲ 大阪府
281 1410 5時間04分33秒 大西 良昌 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾏｻ - 兵庫県
282 1369 5時間05分44秒 城田 康弘 ｼﾛﾀ ﾔｽﾋﾛ 富士通テン 兵庫県
283 1203 5時間06分03秒 池谷 泰彰 ｲｹﾀﾆ ﾔｽｱｷ - 兵庫県
284 1099 5時間06分41秒 川倉 健治 ｶﾜｸﾗ ｹﾝｼﾞ - 長野県
285 1264 5時間07分31秒 杉野 聡 ｽｷﾞﾉ ｻﾄｼ 田園調布消防団７分団 東京都
286 1375 5時間07分36秒 松山 直樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵｷ ＲＳＭＣ 愛知県
287 1126 5時間09分08秒 小野 明 ｵﾉ ｱｷﾗ 千日走会 埼玉県
288 1085 5時間09分27秒 小幡 進 ｵﾊﾞﾀ ｽｽﾑ - 東京都
289 1197 5時間09分55秒 池田 俊之 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ オイレスＲＣ 神奈川県
290 1356 5時間09分59秒 近藤 泰介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ - 静岡県
291 1297 5時間10分12秒 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ - 岐阜県
292 1340 5時間10分57秒 佐藤 宏道 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 筑西市 茨城県
293 1195 5時間11分40秒 中野 護 ﾅｶﾉ ﾏﾓﾙ - 大阪府
294 1431 5時間12分14秒 長安　政明 ﾅｶﾞﾔｽ ﾏｻｱｷ - 神奈川県
295 1224 5時間12分34秒 吉田 貴司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 城田ファミリー 兵庫県
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296 1338 5時間12分51秒 佐藤 祐一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ アミカナ２０１５ 神奈川県
297 1204 5時間13分09秒 山川 敏秀 ﾔﾏｶﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ - 神奈川県
298 1129 5時間13分12秒 佐藤 一成 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ - 東京都
299 1419 5時間13分14秒 桑田 祐輔 ｸﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ - 岐阜県
300 1093 5時間13分22秒 秋沢 徳明 ｱｷｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ - 愛知県
301 1399 5時間13分22秒 田中 靖人 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾄ - 愛知県
302 1243 5時間14分11秒 黒滝 伊智朗 ｸﾛﾀｷ ｲﾁﾛｳ 休暇村協会 東京都
303 1096 5時間14分45秒 多羽田 雅孝 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 八千代走友会 千葉県
304 1286 5時間14分47秒 江川 和宏 ｴｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ - 大阪府
305 1400 5時間14分55秒 鏡原 彬史 ｶｶﾞﾐﾊﾗ ｱｷﾌﾐ - 富山県
306 1012 5時間15分14秒 木村 博之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ＲＵＮＷＥＢ 埼玉県
307 1221 5時間15分55秒 岡部 祐輝 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ - 長野県
308 1141 5時間17分16秒 小柳 賢介 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｽｹ ＲＵＮＺ 神奈川県
309 1244 5時間17分18秒 中西 一郎 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾛｳ - 大阪府
310 1116 5時間18分22秒 宮本 貴夫 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｵ - 愛知県
311 1062 5時間18分26秒 和泉 栄 ｲｽﾞﾐ ｻｶｴ 新ゆり走遊会 神奈川県
312 1137 5時間18分35秒 北山 二朗 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ - 兵庫県
313 1290 5時間18分44秒 鏡味 顯徳 ｶｶﾞﾐ ｱｷﾉﾘ - 千葉県
314 1117 5時間18分51秒 藤田 敦司 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 千日走会 埼玉県
315 1029 5時間19分13秒 増田 光男 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂｵ ＴＤＪ 青森県
316 1130 5時間20分16秒 水野 元博 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄﾋﾛ 釣人倶楽部 愛知県
317 1232 5時間20分39秒 真部 義郎 ﾏﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ 若狭走遊隊 福井県
318 1279 5時間20分55秒 齋藤 大志 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ - 東京都
319 1041 5時間21分58秒 守屋 久男 ﾓﾘﾔ ﾋｻｵ もももももももももも 東京都
320 1115 5時間22分08秒 諏方 康宏 ｽﾜ ﾔｽﾋﾛ - 愛知県
321 1037 5時間22分18秒 渡辺 憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ - 愛知県
322 1234 5時間22分38秒 森山 英樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ オーリンゲン 東京都
323 1411 5時間22分45秒 晙鎬 ? ｼﾞｭﾝﾎ ﾌｧﾝ アドバンテスト 群馬県
324 1226 5時間23分59秒 柳谷 良裕 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 千里ランランクラブ 大阪府
325 1124 5時間24分17秒 吉田 亨 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ - 大阪府
326 1367 5時間24分17秒 塩原 和則 ｼｵﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ がんばて亭 長野県
327 1065 5時間26分08秒 長谷川 裕実 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ - 三重県
328 1294 5時間28分36秒 竹馬 圭三 ﾁｸﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ チームＳＳＲ 京都府
329 1042 5時間28分39秒 中田 吉典 ﾅｶﾀ ﾖｼﾉﾘ 中之島ＮＲ 奈良県
330 1350 5時間28分49秒 土屋 鑑三 ﾂﾁﾔ ｶﾝｿﾞｳ 土屋歯科ＲＣ 岐阜県
331 1166 5時間31分55秒 高橋 真 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ ノリクライダー 東京都
332 1077 5時間31分56秒 三山 真吾 ﾐﾔﾏ ｼﾝｺﾞ ノリクライダー 神奈川県
333 1180 5時間33分32秒 頼政 正美 ﾖﾘﾏｻ ﾏｻﾐ - 石川県
334 1030 5時間33分36秒 原 知宏 ﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ - 愛知県
335 1143 5時間34分23秒 跡見 浩樹 ｱﾄﾐ ﾋﾛｷ マロン 静岡県
336 1351 5時間35分13秒 入江 洋司 ｲﾘｴ ﾋﾛｼ - 東京都
337 1171 5時間35分37秒 五十君 忠 ｲｿｷﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ - 大阪府
338 1300 5時間39分39秒 坂井 英雄 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ - 岐阜県
339 1301 5時間39分47秒 佐藤 則昭 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ - 岐阜県
340 1200 5時間40分34秒 佐藤 裕彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ - 長野県
341 1424 5時間40分47秒 昆野 祐太 ｺﾝﾉ ﾕｳﾀ - 神奈川県
342 1315 5時間42分05秒 宍戸 幸二 ｼｼﾄﾞ ｺｳｼﾞ 山田すっとぎ会 東京都
343 1308 5時間42分57秒 梶原 伸吾 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 信州大学 長野県
344 1119 5時間47分36秒 笹尾 真敏 ｻｻｵ ﾏｻﾄｼ 酒楽酒集衆 東京都
345 1118 5時間47分36秒 丸山 充紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂｷ 酒楽酒集衆 埼玉県
346 1122 5時間47分36秒 細谷 侑生 ﾎｿﾔ ﾕｳｷ - 茨城県
347 1120 5時間47分37秒 水田 正勝 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻｶﾂ 酒楽酒集衆 東京都
348 1056 5時間48分59秒 ヒラノ ヨシキ ﾋﾗﾉ ﾖｼｷ クルーニーズ 東京都
349 1134 5時間49分31秒 好野 達治 ﾖｼﾉ ﾀﾂｼﾞ - 千葉県
350 1063 5時間50分58秒 高岡 史幸 ﾀｶｵｶ ｼｺｳ 空手道日新会 愛知県
351 1177 5時間52分48秒 下島 正裕 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 製造部 神奈川県
352 1072 5時間52分48秒 宮本 真徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ - 東京都
353 1155 5時間53分40秒 小林 寛樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ - 長野県
354 1270 5時間54分26秒 塩田 博 ｼｵﾀﾞ ﾋﾛｼ ぷよねこ走遊会 兵庫県
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355 1080 5時間56分55秒 河地 成俊 ｶﾜﾁ ﾅﾙﾄｼ - 滋賀県
356 1371 5時間58分12秒 柴田 和紀 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ ＲＳＭＣ 愛知県
357 1084 6時間00分44秒 萬澤 義男 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ - 東京都
358 1363 6時間02分38秒 内藤 雄一郎 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ - 千葉県
359 1289 6時間04分34秒 谷田 辰郎 ﾀﾆﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ チームＳＳＲ 大阪府
360 1372 6時間05分45秒 安藤 政幸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ ＲＳＭＣ 愛知県
361 1336 6時間06分48秒 小倉 和幸 ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ - 長野県
362 1272 6時間07分42秒 黒羽 剛 ｸﾛﾊﾞﾈ ﾂﾖｼ - 栃木県
363 1070 6時間14分41秒 皆吉 智之 ﾐﾅﾖｼ ﾄﾓﾕｷ - 茨城県
364 1412 6時間19分58秒 室井 雅幸 ﾑﾛｲ ﾏｻﾕｷ 富士通テン 愛知県
365 1331 6時間33分23秒 田中 健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ アズミ村田 大阪府


