
- 第８回 乗鞍天空マラソン -

30km　総合

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2013/6/23

スタート： -

会場: 

主催: 乗鞍天空マラソン実行委員会

1時間59分55秒1 佐々木 跡武1852 ｻｻｷ ｱﾄﾑ 長野県

2時間05分27秒2 尾崎 弘明1646 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 愛知県

2時間13分19秒3 曽根 新880 ｿﾈ ｱﾗﾀ 山梨県

2時間13分43秒4 五位野 清隆1247 ｺﾞｲﾉ ｷﾖﾀｶ 東京都

2時間14分01秒5 佐藤 亮人1241 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 東京都

2時間17分55秒6 小林 芳明964 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野県

2時間18分34秒7 小林 逸郎1214 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｵ 新潟県

2時間19分32秒8 沢崎 賢治713 ｻﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県

2時間19分45秒9 宮下 弘文1197 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県

2時間20分22秒10 松本 剛1000 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 長野県

2時間20分58秒11 鹿之賦 和之1820 ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県

2時間21分55秒12 澤原 雄一1788 ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 愛知県

2時間22分11秒13 鈴木 誠1983 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県

2時間22分42秒14 渡邊 直樹667 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 兵庫県

2時間22分54秒15 高岡 憲一郎1491 ﾀｶｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県

2時間23分26秒16 依田 光央1496 ﾖﾀﾞ ﾐﾂｵ 山梨県

2時間25分57秒17 齊藤 剛司643 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県

2時間26分25秒18 塚越 利光1008 ﾂｶｺﾞｼ ﾄｼﾐﾂ 埼玉県

2時間26分26秒19 山本 康剛1249 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 神奈川県

2時間26分32秒20 関矢 よしき1297 ｾｷﾔ ﾖｼｷ 愛知県

2時間27分08秒21 小田 立之997 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 愛知県

2時間27分29秒22 早見 秀夫865 ﾊﾔﾐ ﾋﾃﾞｵ 東京都

2時間27分48秒23 益田 清和1082 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 東京都

2時間28分38秒24 林 聡688 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 富山県

2時間29分09秒25 田添 芳則1163 ﾀｿﾞｴ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県

2時間29分20秒26 洞田 友洋1296 ﾎﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

2時間29分27秒27 岡田 佳剛1809 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 三重県

2時間29分57秒28 八田 和繁1956 ﾊｯﾀ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛知県

2時間30分57秒29 後藤 潤也1975 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 長野県

2時間31分20秒30 渡辺 暁雄776 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 熊本県

2時間31分46秒31 溝端 祐一1168 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 大阪府

2時間32分18秒32 伊庭 政幸2125 ｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 滋賀県

2時間32分19秒33 竹内 一晃986 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｱｷ 東京都

2時間32分29秒34 仲本 貴洋1770 ﾅｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

2時間32分34秒35 物井 隆1965 ﾓﾉｲ ﾀｶｼ 栃木県

2時間32分40秒36 池 伸太郎1120 ｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都

2時間33分10秒37 渡辺 真吾1414 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県

2時間33分25秒38 阿部 克彦1917 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 岐阜県

2時間33分43秒39 外薗 清志1694 ﾎｶｿﾞﾉ ｷﾖｼ 愛知県

2時間34分13秒40 浦野 正紀1886 ｳﾗﾉ ﾏｻﾉﾘ 長野県

2時間34分25秒41 笠井 優一2026 ｶｻｲ ﾕｳｲﾁ 東京都

2時間34分31秒42 矢野 宏行958 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都

2時間34分37秒43 山本 守998 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ 東京都

2時間34分39秒44 杉浦 美由紀172 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾕｷ 愛知県

2時間34分54秒45 庄野 正之1536 ｼｮｳﾉ ﾏｻﾕｷ 石川県

2時間35分10秒46 出原 毅史2013 ｲｽﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 愛知県

2時間35分17秒47 堀田 芳弘860 ﾎｯﾀ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

2時間35分35秒48 高橋 玄1581 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 岐阜県

2時間35分40秒49 永井 恒657 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 静岡県

2時間35分44秒50 小林 亮介1626 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 長野県
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2時間35分46秒51 寺内 康明1394 ﾃﾗｳﾁ ﾔｽｱｷ 東京都

2時間35分54秒52 宮西 淳1460 ﾐﾔﾆｼ ｼﾞｭﾝ 東京都

2時間36分09秒53 夫馬 英雄620 ﾌﾏ ﾋﾃﾞｵ 岐阜県

2時間36分09秒54 田中 孝典2229 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 愛知県

2時間36分32秒55 五嶋 秀之722 ｺﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県

2時間36分56秒56 小林 伸浩1418 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

2時間37分28秒57 鐘江 敬志1397 ｶﾈｶﾞｴ ｹｲｼ 愛知県

2時間37分54秒58 玉木 良和1064 ﾀﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ 三重県

2時間37分56秒59 藤田 高幸1644 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 愛知県

2時間37分59秒60 福田 丈也1238 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾔ 東京都

2時間38分01秒61 福本 孝史1617 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ 滋賀県

2時間38分22秒62 宇津 貴1022 ｳﾂﾞ ﾀｶｼ 大阪府

2時間38分30秒63 生島 健司1613 ｲｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 埼玉県

2時間38分42秒64 古川 優太709 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 神奈川県

2時間39分00秒65 船路 俊介1434 ﾌﾅｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡山県

2時間39分07秒66 新倉 麻貴126 ﾆｲｸﾗ ﾏｷ 神奈川県

2時間39分16秒67 光村 泰宏849 ﾐﾂﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

2時間39分26秒68 脇田 成章1550 ﾜｷﾀ ｾｲｼｮｳ 愛知県

2時間39分53秒69 竹内 幸紀696 ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾉﾘ 愛知県

2時間40分15秒70 内田 祐貴1758 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉県

2時間40分17秒71 加藤 雅之1871 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 滋賀県

2時間40分19秒72 苅宿 定夫1497 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ 埼玉県

2時間40分39秒73 神戸 啓太1401 ｶﾝﾍﾞ ｹｲﾀ 静岡県

2時間40分42秒74 柳田 忍1037 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県

2時間41分01秒75 野上 晴之1145 ﾉｶﾞﾐ ﾊﾙﾕｷ 神奈川県

2時間41分17秒76 田中 輝光841 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾐﾂ 愛知県

2時間41分25秒77 森本 知也1730 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ 京都府

2時間41分30秒78 本多 徳孝2030 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾅﾘ 愛知県

2時間41分33秒79 中川 勇1499 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｻﾑ 愛知県

2時間41分35秒80 丸山 真穂1162 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾎ 神奈川県

2時間41分37秒81 永瀬 孝1129 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｼ 滋賀県

2時間42分07秒82 神谷 尚秀623 ｶﾐﾔ ﾅｵﾋﾃﾞ 愛知県

2時間42分13秒83 武田 典子1 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都

2時間42分21秒84 布施 洋953 ﾌｾ ﾋﾛｼ 新潟県

2時間42分34秒85 後藤 健治1061 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都

2時間42分43秒86 但木 誠1378 ﾀﾀﾞｷ ﾏｺﾄ 東京都

2時間42分47秒87 平野 泰子104 ﾋﾗﾉ ﾔｽｺ 千葉県

2時間42分55秒88 竹内 雅昭1016 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ 福井県

2時間43分05秒89 恵川 裕行1630 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 三重県

2時間43分16秒90 前嶋 裕治1907 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都

2時間43分49秒91 津崎 竜一2266 ﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府

2時間44分01秒92 阪 三郎1052 ｻｶ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都

2時間44分09秒93 尾関 淳児1735 ｵｾﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県

2時間44分10秒94 井樋迫 浩2272 ｲﾋﾞｻﾞｺ ﾋﾛｼ 京都府

2時間44分13秒95 糊倉 健次1362 ﾉﾘｸﾗ ｹﾝｼﾞ 長野県

2時間44分19秒96 井上 文彰1977 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｱｷ 岐阜県

2時間44分33秒97 小出 剛史1182 ｺｲﾃﾞ ﾀｹｼ 東京都

2時間44分52秒98 西山 典仁2123 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾘﾋﾄ 東京都

2時間45分08秒99 鈴木 慎一1737 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 長野県

2時間45分18秒100 兎川 道成610 ﾄｶﾞﾜ ﾐﾁﾅﾘ 東京都
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2時間45分21秒101 本間 公二1041 ﾎﾝﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県

2時間45分37秒102 五条 貴仁1797 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾄ 岐阜県

2時間45分41秒103 福田 英則661 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 京都府

2時間45分51秒104 米花 貴1196 ﾖﾈﾊﾅ ﾀｶｼ 神奈川県

2時間46分05秒105 土井 俊明758 ﾄﾞｲ ﾄｼｱｷ 愛知県

2時間46分11秒106 谷 昌一1288 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京都

2時間46分13秒107 佐藤 家孝1899 ｻﾄｳ ｲｴﾀｶ 長野県

2時間46分30秒108 伊藤 隆晃1440 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 神奈川県

2時間46分38秒109 山口 淑夫972 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 神奈川県

2時間46分50秒110 月ヶ瀬 貴弥1817 ﾂｷｶﾞｾ ﾀｶﾔ 愛知県

2時間47分16秒111 中村 公彦2045 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾋｺ 長野県

2時間47分21秒112 木村 卓哉1298 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 富山県

2時間47分39秒113 山田 宗一郎1928 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛知県

2時間47分50秒114 福谷 孝之1352 ﾌｸﾔ ﾀｶﾕｷ 山口県

2時間47分55秒115 レオング デレック2082 ﾚｵﾝｸﾞ ﾃﾞﾚｯｸ 東京都

2時間47分58秒116 片岡 泰彦1561 ｶﾀｵｶ ﾔｽﾋｺ 神奈川県

2時間48分01秒117 向 正道1336 ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県

2時間48分09秒118 小野 伸悟1069 ｵﾉ ｼﾝｺﾞ 三重県

2時間48分11秒119 村上 直也1295 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾔ 愛知県

2時間48分16秒120 南 真人1639 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都

2時間48分22秒121 八巻 孝夫919 ﾔﾏｷ ﾀｶｵ 東京都

2時間48分29秒122 高橋 えりか107 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｶ 東京都

2時間48分49秒123 高橋 繁1383 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 神奈川県

2時間48分54秒124 丸山 康智2108 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 新潟県

2時間49分01秒125 田中 直幸1322 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ 神奈川県

2時間49分06秒126 三浦 広輝1699 ﾐｳﾗ ｺｳｷ 神奈川県

2時間49分20秒127 谷口 文彦984 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｺ 愛知県

2時間49分24秒128 田 賢一2155 ﾃﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 東京都

2時間50分23秒129 鈴木 孝典655 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 愛知県

2時間50分52秒130 福田 高大1191 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県

2時間51分12秒131 武捨 俊之981 ﾑｼｬ ﾄｼﾕｷ 長野県

2時間51分19秒132 夏目 保雄956 ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ 千葉県

2時間51分30秒133 金森 優一1299 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 東京都

2時間51分47秒134 小内 則男1663 ｵﾅｲ ﾉﾘｵ 埼玉県

2時間51分53秒135 玉田 幸二2156 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府

2時間51分57秒136 田沼 隆一1914 ﾀﾇﾏ ﾘｭｳｲﾁ 東京都

2時間52分03秒137 原 敏雄1045 ﾊﾗ ﾄｼｵ 東京都

2時間52分04秒138 宮嵜 尚文1749 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 東京都

2時間52分05秒139 石川 隆之1657 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都

2時間52分07秒140 日野原 敦703 ﾋﾉﾊﾗ ｱﾂｼ 静岡県

2時間52分11秒141 水野 祥孝1891 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾀｶ 福井県

2時間52分15秒142 花房 宏幸1235 ﾊﾅﾌｻ ﾋﾛﾕｷ 東京都

2時間52分16秒143 藤田 義成1198 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾅﾘ 埼玉県

2時間52分21秒144 坂本 和子129 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ 福島県

2時間52分26秒145 宮地 克典926 ﾐﾔﾁ ｶﾂﾉﾘ 愛知県

2時間52分42秒146 山寺 真一862 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 長野県

2時間52分48秒147 チョイ ショーン1608 ﾁｮｲ ｼｮｰﾝ 東京都

2時間52分54秒148 藪口 博文1775 ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 京都府

2時間53分11秒149 関 洋子27 ｾｷ ﾖｳｺ 静岡県

2時間53分15秒150 諸岡 正史681 ﾓﾛｵｶ ﾏｻｼ 愛知県
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2時間53分27秒151 納本 泰之1175 ｵｸﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 静岡県

2時間53分32秒152 大内 峰文1181 ｵｵｳﾁ ﾐﾈﾌﾐ 石川県

2時間53分40秒153 水本 正晴707 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 石川県

2時間53分41秒154 須藤 康弘1637 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

2時間53分53秒155 林 茂男2236 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｵ 愛知県

2時間53分56秒156 西田 真吾767 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県

2時間54分02秒157 河野 英幸1330 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 山梨県

2時間54分03秒158 小林 睦幸1376 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県

2時間54分14秒159 佐藤 尚平1992 ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県

2時間54分23秒160 奥原 敏彦1778 ｵｸﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 長野県

2時間54分33秒161 中澤 慎司1625 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 長野県

2時間54分33秒162 西尾 徳子19 ﾆｼｵ ﾉﾘｺ 滋賀県

2時間54分59秒163 金原 貴明1125 ｶﾈﾊﾗ ﾀｶｱｷ 東京都

2時間55分07秒164 西山 英一1906 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｲﾁ 群馬県

2時間55分15秒165 井上 順司1988 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡県

2時間55分18秒166 吉岡 健一913 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ 群馬県

2時間55分27秒167 加藤 佳奈江199 ｶﾄｳ ｶﾅｴ 埼玉県

2時間55分31秒168 新美 善偉2025 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県

2時間55分35秒169 森下 佳昭1520 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼｱｷ 東京都

2時間55分36秒170 岡澤 秀明1621 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県

2時間55分40秒171 杉山 富夫1155 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾐｵ 静岡県

2時間55分42秒172 針谷 剛645 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾀｹｼ 埼玉県

2時間55分57秒173 武部 浩一郎1753 ﾀｹﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 和歌山県

2時間56分04秒174 宮地 健太2143 ﾐﾔﾁ ｹﾝﾀ 愛知県

2時間56分07秒175 名取 達明908 ﾅﾄﾘ ﾀﾂｱｷ 山梨県

2時間56分11秒176 須藤 弘一1067 ｽﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 千葉県

2時間56分14秒177 伊丸岡 俊秀2037 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 石川県

2時間56分18秒178 中村 雅彦1774 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 岐阜県

2時間56分22秒179 名執 正貴1039 ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ 神奈川県

2時間56分23秒180 仲田 智明813 ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 大阪府

2時間56分26秒181 渡辺 智仁1825 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県

2時間56分32秒182 浅田 達夫1722 ｱｻﾀﾞ ﾀﾂｵ 長野県

2時間57分03秒183 指山 浩志1594 ｻｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 千葉県

2時間57分21秒184 小川 敦司1664 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ 岐阜県

2時間57分25秒185 山本 祐佐1171 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 長野県

2時間57分33秒186 沢部 孝史935 ｻﾜﾍﾞ ﾀｶｼ 東京都

2時間57分35秒187 一木 直哉1271 ｲｯｷ ﾅｵﾔ 静岡県

2時間57分37秒188 石川 雅英933 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県

2時間57分37秒189 坂本 博紀1370 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 愛知県

2時間57分39秒190 上田 導鑑1731 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 長野県

2時間57分40秒191 緒方 秀徳1959 ｵｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県

2時間57分42秒192 色川 富美子116 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 千葉県

2時間57分42秒193 北澤 保1130 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ 長野県

2時間57分44秒194 坂野 登859 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県

2時間57分46秒195 山中 大1002 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲ 千葉県

2時間57分54秒196 酒井 康彰1841 ｻｶｲ ﾔｽｱｷ 愛知県

2時間58分01秒197 鎌田 義勝1752 ｶﾏﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 岐阜県

2時間58分03秒198 北澤 正史1233 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ 愛知県

2時間58分05秒199 山口 健太郎1531 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県

2時間58分08秒200 永井 康之1066 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾕｷ 静岡県
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2時間58分26秒201 石原 勇三915 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ 愛知県

2時間58分34秒202 石塚 孝夫1035 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｵ 愛知県

2時間58分43秒203 安井 雅俊636 ﾔｽｲ ﾏｻﾄｼ 愛知県

2時間58分55秒204 吉野 博717 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県

2時間59分10秒205 清水 雄介2275 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 愛知県

2時間59分13秒206 遠藤 麻美253 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｻﾐ 東京都

2時間59分25秒207 寺田 賢太郎1863 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

2時間59分40秒208 佐藤 直季605 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県

2時間59分52秒209 伊藤 茂則1218 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 三重県

2時間59分57秒210 福山 了介1771 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 愛知県

2時間59分58秒211 各務 九介2187 ｶｶﾑ ｷｭｳｽｹ 岐阜県

3時間00分01秒212 阿久津 雅彦1227 ｱｸﾂ ﾏｻﾋｺ 静岡県

3時間00分04秒213 広田 和子92 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞｺ 千葉県

3時間00分04秒214 小嶋 章浩1442 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県

3時間00分05秒215 加藤 健司1453 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知県

3時間00分13秒216 河野 健男993 ｺｳﾉ ﾀﾂｵ 千葉県

3時間00分22秒217 東 喜貴1345 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾀｶ 神奈川県

3時間00分25秒218 村松 慶太1654 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲﾀ 静岡県

3時間00分28秒219 山崎 直樹943 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ 静岡県

3時間00分32秒220 冨田 憲史957 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 千葉県

3時間00分37秒221 長崎 覚1113 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾄﾙ 三重県

3時間00分46秒222 Vadeboncoeur Tobin2038 ﾊﾞﾃﾞﾎﾞﾝｸｰﾙ ﾄﾋﾞﾝ 長野県

3時間00分53秒223 高崎 充俊611 ﾀｶｻｷ ﾐﾂﾄｼ 兵庫県

3時間01分09秒224 大越 大1239 ｵｵｺｼ ﾀﾞｲ 神奈川県

3時間01分11秒225 横山 和哉1947 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都

3時間01分21秒226 中村 麻季子319 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ 愛知県

3時間01分24秒227 小池 広晃1837 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ 長野県

3時間01分40秒228 藤原 輝男1481 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙｵ 栃木県

3時間01分42秒229 鹿沼 由理恵444 ｶﾇﾏ ﾕﾘｴ 東京都

3時間01分47秒230 木村 桂子86 ｷﾑﾗ ｹｲｺ 三重県

3時間01分48秒231 丸山 有紀453 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷ 長野県

3時間01分50秒232 横井 達治746 ﾖｺｲ ﾀﾂｼﾞ 愛知県

3時間01分55秒233 草野 行治1697 ｸｻﾉ ﾕｷﾊﾙ 埼玉県

3時間02分03秒234 フィルコックス オリバー1725 ﾌｨﾙｺｯｸｽ ｵﾘﾊﾞｰ 長野県

3時間02分04秒235 馬場 浩二1337 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ 福島県

3時間02分16秒236 武田 義樹1057 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 東京都

3時間02分23秒237 岩山 年秀1674 ｲﾜﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県

3時間02分27秒238 関根 弘之941 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 栃木県

3時間02分31秒239 小島 紅子187 ｺｼﾞﾏ ｺｳｺ 東京都

3時間02分39秒240 森 一1121 ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 愛知県

3時間02分43秒241 太田 恵介1157 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 静岡県

3時間02分49秒242 左奈田 覚1577 ｻﾅﾀﾞ ｻﾄﾙ 東京都

3時間02分52秒243 藤原 英樹1435 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 愛知県

3時間02分53秒244 中野 雅敏2094 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 新潟県

3時間02分58秒245 薦田 直志1102 ｺﾓﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県

3時間03分03秒246 若松 俊宏1563 ﾜｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県

3時間03分32秒247 小野寺 利絵130 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｴ 神奈川県

3時間04分00秒248 江村 直樹1920 ｴﾑﾗ ﾅｵｷ 群馬県

3時間04分02秒249 木下 王成1291 ｷﾉｼﾀ ｷﾐﾅﾘ 愛知県

3時間04分16秒250 矢藤 尚美2 ﾔﾄｳ ﾅｵﾐ 静岡県
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3時間04分37秒251 中島 史博1745 ﾅｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県

3時間04分40秒252 吉田 隆674 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 兵庫県

3時間04分44秒253 成瀬 英之781 ﾅﾙｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 石川県

3時間04分47秒254 井上 仁司1848 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府

3時間04分48秒255 浅倉 和史1706 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県

3時間04分49秒256 金田 春泰1253 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ 愛知県

3時間04分51秒257 三村 安信881 ﾐﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 愛知県

3時間05分08秒258 大野 仁1719 ｵｵﾉ ﾋﾄｼ 長野県

3時間05分09秒259 下坂 進1161 ｼﾓｻｶ ｽｽﾑ 愛知県

3時間05分09秒260 長谷部 謙一1624 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 長野県

3時間05分12秒261 原 宏之830 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県

3時間05分13秒262 岡本 喜文1748 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県

3時間05分16秒263 宮坂 康子61 ﾐﾔｻｶ ﾔｽｺ 長野県

3時間05分16秒264 伊藤 直樹1074 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県

3時間05分18秒265 村田 昌美947 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾖｼ 愛知県

3時間05分19秒266 吉村 知規989 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県

3時間05分37秒267 田中 和洋872 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 三重県

3時間05分46秒268 大橋 拓未855 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 埼玉県

3時間06分10秒269 狩野 浩行1620 ｶﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

3時間06分12秒270 柏 一夫929 ｶｼﾜ ｶｽﾞｵ 茨城県

3時間06分14秒271 安藤 靖志1619 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ 愛知県

3時間06分16秒272 多田 直史1073 ﾀﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 千葉県

3時間06分23秒273 米村 祥吾1660 ﾖﾈﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 愛知県

3時間06分24秒274 菱川 崇2003 ﾋｼｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県

3時間06分25秒275 戸澤 久美17 ﾄｻﾞﾜ ｸﾐ 愛知県

3時間06分26秒276 熊谷 孝幸1972 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 長野県

3時間06分35秒277 久保井 洋次614 ｸﾎﾞｲ ﾖｳｼﾞ 兵庫県

3時間06分37秒278 阿久津 健二1500 ｱｸﾂ ｹﾝｼﾞ 茨城県

3時間06分45秒279 金井 知香110 ｶﾅｲ ﾁｶ 埼玉県

3時間06分57秒280 西川 彰彦1505 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾋｺ 滋賀県

3時間07分05秒281 細川 明信1353 ﾎｿｶﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 兵庫県

3時間07分05秒282 菅 俊彬1669 ｽｶﾞ ﾄｼｱｷ 大阪府

3時間07分13秒283 前田 幸子274 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁｺ 和歌山県

3時間07分18秒284 安井 真一1779 ﾔｽｲ ｼﾝｲﾁ 静岡県

3時間07分19秒285 水谷 竜朗1653 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾂﾛｳ 愛知県

3時間07分33秒286 小川 勝也779 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 埼玉県

3時間07分47秒287 矢野 功一1445 ﾔﾉ ｺｳｲﾁ 愛知県

3時間07分52秒288 阿部 真754 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 東京都

3時間07分56秒289 安藤 明典924 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ 京都府

3時間08分04秒290 荒井 勇喜2032 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 高知県

3時間08分05秒291 山本 真司2141 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 岐阜県

3時間08分07秒292 松本 貴宏763 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県

3時間08分08秒293 奥原 浩一1319 ｵｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ 長野県

3時間08分18秒294 中村 勝行1143 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 岐阜県

3時間08分26秒295 横山 進1562 ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾑ 愛知県

3時間08分50秒296 松下 衛1881 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾓﾙ 静岡県

3時間08分53秒297 榎本 武司1077 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都

3時間09分00秒298 三津谷 直人1493 ﾐﾂﾔ ﾅｵﾄ 神奈川県

3時間09分05秒299 因 純一663 ｲﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

3時間09分10秒300 中野 達雄608 ﾅｶﾉ ﾀﾂｵ 愛知県
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3時間09分12秒301 磯部 王郎1888 ｲｿﾍﾞ ｷﾐｵ 滋賀県

3時間09分13秒302 池畑 博之1530 ｲｹﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

3時間09分14秒303 松木 真一2053 ﾏﾂｷ ｼﾝｲﾁ 滋賀県

3時間09分15秒304 前田 昌一1939 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 兵庫県

3時間09分16秒305 鈴木 美穂14 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 静岡県

3時間09分17秒306 平畑 茂1698 ﾋﾗﾊﾀ ｼｹﾞﾙ 東京都

3時間09分18秒307 佐藤 智之1678 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 福井県

3時間09分20秒308 紀田 擁軍1106 ｷﾀﾞ ﾖｳｸﾞﾝ 愛知県

3時間09分24秒309 小森 博之939 ｺﾓﾘ ﾋﾛｼ 神奈川県

3時間09分30秒310 丸山 孝文954 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県

3時間09分32秒311 奥井 陽祐1887 ｵｸｲ ﾖｳｽｹ 愛知県

3時間09分39秒312 深津 研一1477 ﾌｶﾂ ｹﾝｲﾁ 愛知県

3時間09分40秒313 小林 涼子255 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｺ 静岡県

3時間09分47秒314 戸塚 俊輔1712 ﾄﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 静岡県

3時間09分52秒315 中島 晃975 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾗ 兵庫県

3時間09分54秒316 前田 理栄16 ﾏｴﾀﾞ ﾘｴ 静岡県

3時間10分00秒317 秋山 祐樹1842 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 静岡県

3時間10分04秒318 塩澤 章吾898 ｼｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 東京都

3時間10分07秒319 谷 将和1154 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 滋賀県

3時間10分18秒320 望月 初一1672 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾂｶｽﾞ 愛知県

3時間10分20秒321 宮武 健太1995 ﾐﾔﾀｹ ｹﾝﾀ 愛知県

3時間10分24秒322 片岡 陽平640 ｶﾀｵｶ ﾖｳﾍｲ 京都府

3時間10分24秒323 木村 克己646 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 京都府

3時間10分25秒324 木下 朋久1806 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋｻ 埼玉県

3時間10分26秒325 神田 知恵子193 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ 千葉県

3時間10分27秒326 中村 知子144 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 埼玉県

3時間10分34秒327 中村 一孝1822 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県

3時間10分39秒328 伊藤 直哉1407 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 埼玉県

3時間10分45秒329 半谷 将宏626 ﾊﾝﾔ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

3時間10分52秒330 末積 壮之2198 ｽｴﾂﾞﾐ ﾀｹﾕｷ 長野県

3時間10分54秒331 神崎 哲721 ｶﾝｻﾞｷ ｻﾄｼ 静岡県

3時間11分03秒332 嶋崎 由恵315 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼｴ 東京都

3時間11分11秒333 逸見 修二2015 ﾍﾝﾐ ｼｭｳｼﾞ 大阪府

3時間11分20秒334 林 宏之1222 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都

3時間11分21秒335 新田 篤司1220 ﾆｯﾀ ｱﾂｼ 福井県

3時間11分22秒336 近藤 芳夫799 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ 愛知県

3時間11分23秒337 栗原 由博1605 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県

3時間11分24秒338 黒岩 一也1587 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ 長野県

3時間11分26秒339 阿部 祐也1534 ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ 愛知県

3時間11分28秒340 石川 良1869 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 京都府

3時間11分31秒341 加藤 泰弘1556 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

3時間11分31秒342 斎木 真理408 ｻｲｷ ﾏﾘ 三重県

3時間11分37秒343 矢島 康雄873 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ 千葉県

3時間11分47秒344 栗田 克則632 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県

3時間11分50秒345 林 克巳1024 ﾊﾔｼ ｶﾂﾐ 愛知県

3時間11分53秒346 櫛引 敬嗣897 ｸｼﾋﾞｷ ﾀｶｼ 京都府

3時間12分00秒347 太田 久美子174 ｵｵﾀ ｸﾐｺ 滋賀県

3時間12分04秒348 林 浩司1169 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県

3時間12分13秒349 原田 康行1304 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 兵庫県

3時間12分21秒350 吉川 彰1683 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ 東京都
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3時間12分22秒351 瀬川 勝837 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 埼玉県

3時間12分25秒352 山本 寿郎999 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ 大阪府

3時間12分25秒353 伊藤 豊1098 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県

3時間12分28秒354 木下 稔子290 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｺ 愛知県

3時間12分34秒355 山田 清孝2063 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 秋田県

3時間12分40秒356 権正 倫範1701 ｺﾞﾝｼｮｳ ﾐﾁﾉﾘ 神奈川県

3時間12分48秒357 北村 幸太1246 ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 愛知県

3時間12分49秒358 為平 倫之869 ﾀﾒﾋﾗ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県

3時間12分54秒359 吉野 崇也1548 ﾖｼﾉ ﾀｶﾅﾘ 東京都

3時間12分55秒360 東山 孝生1938 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶｵ 千葉県

3時間13分09秒361 岩田 浩幸2061 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県

3時間13分09秒362 嶋田 直喜974 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 長野県

3時間13分12秒363 田中 禎一1046 ﾀﾅｶ ﾃｲｲﾁ 福井県

3時間13分15秒364 八幡 直人1666 ﾔﾜﾀ ﾅｵﾄ 新潟県

3時間13分18秒365 井上 直志1007 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知県

3時間13分23秒366 木村 哲也1944 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 静岡県

3時間13分27秒367 山口 修司1716 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 石川県

3時間13分38秒368 後藤 忠司2162 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｼ 長野県

3時間13分43秒369 竹森 晴美165 ﾀｹﾓﾘ ﾊﾙﾐ 群馬県

3時間13分47秒370 古井 浩一982 ﾌﾙｲ ｺｳｲﾁ 愛知県

3時間13分48秒371 田中 秀明2083 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

3時間13分50秒372 有賀 千春281 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県

3時間13分58秒373 櫻井 高広1872 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

3時間14分02秒374 松本 功一2064 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 千葉県

3時間14分05秒375 中尾 誠1105 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 三重県

3時間14分09秒376 武田 聡894 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府

3時間14分18秒377 小高 敏裕1285 ｺﾀﾞｶ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県

3時間14分18秒378 富川 真佐夫1883 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻｵ 滋賀県

3時間14分23秒379 山口 大輔1589 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県

3時間14分29秒380 和田 正典1070 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

3時間14分34秒381 柳生 将之1502 ﾔｷﾞｭｳ ﾏｻﾕｷ 長野県

3時間14分36秒382 谷川 源長1406 ﾀﾆｶﾜ ﾓﾄﾅｶﾞ 愛知県

3時間14分38秒383 桜井 茂夫1859 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞｵ 山梨県

3時間14分47秒384 西 裕隆1642 ﾆｼ ﾋﾛﾀｶ 滋賀県

3時間14分50秒385 長坂 知子422 ﾅｶﾞｻｶ ﾄﾓｺ 千葉県

3時間15分09秒386 長峰 広平2234 ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳﾍｲ 長野県

3時間15分22秒387 入江 慶介790 ｲﾘｴ ｹｲｽｹ 京都府

3時間15分28秒388 西村 雄治1416 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 大阪府

3時間15分28秒389 冨田 佳孝1847 ﾄﾐﾀ ﾖｼﾀｶ 愛知県

3時間15分31秒390 長嶋 聖1331 ﾅｶﾞｼﾏ ｾｲ 神奈川県

3時間15分45秒391 宮崎 貞信889 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 茨城県

3時間15分53秒392 馬場 淑久1104 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋｻ 三重県

3時間15分56秒393 新美 渡1223 ﾆｲﾐ ﾜﾀﾙ 愛知県

3時間15分59秒394 野間 剛1609 ﾉﾏ ﾀｹｼ 大阪府

3時間16分06秒395 伊藤 なおよ37 ｲﾄｳ ﾅｵﾖ 愛知県

3時間16分28秒396 森田 直英1976 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾋﾃﾞ 長野県

3時間16分31秒397 宮坂 大樹705 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 長野県

3時間16分40秒398 安田 敏浩1474 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

3時間16分43秒399 石川 和仁1375 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川県

3時間16分44秒400 猪又 圭祐1240 ｲﾉﾏﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県
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3時間16分56秒401 飯澤 雄三1979 ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ 東京都

3時間17分01秒402 田中 徳人760 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾄ 兵庫県

3時間17分07秒403 坪根 健夫967 ﾂﾎﾞﾈ ﾀﾃｵ 静岡県

3時間17分08秒404 嶋中 日出海2126 ｼﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｳﾐ 千葉県

3時間17分15秒405 関谷 弘毅884 ｾｷﾔ ｺｳｷ 千葉県

3時間17分25秒406 小島 健児1281 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都

3時間17分26秒407 畑田 聖平2020 ﾊﾀﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 大阪府

3時間17分38秒408 森田 元嗣1321 ﾓﾘﾀ ﾓﾄﾂｸﾞ 奈良県

3時間17分39秒409 高木 公昭1146 ﾀｶｷﾞ ｷﾐｱｷ 大阪府

3時間17分42秒410 芦澤 良太1476 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨県

3時間17分48秒411 宮島 光弘1789 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ 長野県

3時間17分51秒412 田中 忍1677 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 東京都

3時間17分51秒413 森 浩樹633 ﾓﾘ ﾋﾛｷ 神奈川県

3時間17分54秒414 高谷 尚志1392 ﾀｶﾔ ﾀｶｼ 大阪府

3時間17分55秒415 鈴木 規之2034 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 茨城県

3時間17分57秒416 高堂 純968 ﾀｶﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 富山県

3時間17分58秒417 奥田 章彦932 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県

3時間18分01秒418 上松 仁712 ｳｴﾏﾂ ﾋﾄｼ 宮城県

3時間18分07秒419 飯島 泰武1902 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾀｹ 東京都

3時間18分07秒420 秋山 康1645 ｱｷﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都

3時間18分17秒421 片山 徹也1134 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ 兵庫県

3時間18分31秒422 伊藤 泰之2071 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 福井県

3時間18分35秒423 山口 初音418 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾈ 大阪府

3時間18分38秒424 川杉 知史2099 ｶﾜｽｷﾞ ﾄﾓﾌﾐ 大阪府

3時間18分38秒425 佐藤 尚1955 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 山梨県

3時間18分40秒426 水木 勝俊1099 ﾐｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ 長野県

3時間18分41秒427 伴 肇1025 ﾊﾞﾝ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県

3時間18分43秒428 中村 俊夫959 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｵ 東京都

3時間18分46秒429 半田 一芳1072 ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 石川県

3時間18分53秒430 丹治 寛紀762 ﾀﾝｼﾞ ﾋﾛｷ 茨城県

3時間18分56秒431 中込 光雄2182 ﾅｶｺﾞﾒ ﾐﾂｵ 愛知県

3時間18分56秒432 水本 敦也1457 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 千葉県

3時間18分57秒433 長岡 壽代112 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ 静岡県

3時間18分59秒434 中北 雅也1760 ﾅｶｷﾀ ﾏｻﾔ 三重県

3時間19分03秒435 二川 暢之1962 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島県

3時間19分17秒436 近藤 祐和2052 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都

3時間19分19秒437 後藤 康太1250 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 愛知県

3時間19分26秒438 鈴木 政則1119 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

3時間19分27秒439 秋元　由成2276 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾅﾘ 埼玉県

3時間19分28秒440 古川 博敏1828 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾄｼ 大阪府

3時間19分36秒441 米田 稔1681 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ 愛知県

3時間19分37秒442 鈴木 章文1118 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 愛知県

3時間19分38秒443 小松 賢明1439 ｺﾏﾂ ﾖｼｱｷ 愛知県

3時間19分40秒444 野中 和法1889 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 岐阜県

3時間19分57秒445 山下 幸二1379 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県

3時間20分14秒446 木嶋 順八1377 ｷｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾊﾟﾁ 愛知県

3時間20分27秒447 酒井 悦子90 ｻｶｲ ｴﾂｺ 長野県

3時間20分31秒448 浅野 寛之1422 ｱｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都

3時間20分31秒449 望月 秀明1043 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

3時間20分35秒450 小林 徹史1128 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 東京都
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3時間20分36秒451 下村 孝明1526 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 千葉県

3時間20分39秒452 滝澤 兼光888 ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾈﾐﾂ 新潟県

3時間20分45秒453 芝原 嘉彦659 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 神奈川県

3時間20分46秒454 印田 智雄745 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓｵ 三重県

3時間20分48秒455 茶木 哲義2139 ﾁｬｷﾞ ﾃﾂﾖｼ 神奈川県

3時間20分51秒456 池上 剛2200 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ 長野県

3時間20分58秒457 大館 一臣1359 ｵｵﾀﾞﾃ ｶｽﾞｵﾐ 東京都

3時間20分58秒458 吉田 眞二郎741 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 兵庫県

3時間21分01秒459 品部 将之1283 ｼﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 神奈川県

3時間21分03秒460 髙畑 陽子241 ﾀｶﾊﾀ ﾖｳｺ 福井県

3時間21分07秒461 山村 宗幸1232 ﾔﾏﾑﾗ ﾑﾈﾕｷ 愛知県

3時間21分10秒462 山内 英且1696 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｶﾂ 埼玉県

3時間21分15秒463 山本 英樹1720 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 大阪府

3時間21分21秒464 反田 丈裕789 ｿﾘﾀ ﾀｹﾋﾛ 東京都

3時間21分24秒465 佐藤 良直1990 ｻﾄｳ ﾖｼﾅｵ 神奈川県

3時間21分31秒466 内海 優哉794 ｳﾁｳﾐ ﾕｳﾔ 茨城県

3時間21分33秒467 加藤 秀明1301 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県

3時間21分40秒468 小野澤 智之1332 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 長野県

3時間21分44秒469 元尾 章吾1136 ﾓﾄｵ ｼｮｳｺﾞ 愛知県

3時間21分47秒470 工藤 敏雄942 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｵ 東京都

3時間21分48秒471 大辻 史郎2188 ｵｵﾂｼﾞ ｼﾛｳ 東京都

3時間21分51秒472 渡辺 純人2137 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐﾄ 石川県

3時間21分56秒473 梶塚 由佳105 ｶｼﾞﾂｶ ﾕｶ 東京都

3時間22分28秒474 細川 朋子57 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｺ 福井県

3時間22分31秒475 山口 直喜2207 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 東京都

3時間22分34秒476 池田 裕一1419 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 三重県

3時間22分51秒477 池田 圭佑1501 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都

3時間22分56秒478 山口 翔1287 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳ 愛知県

3時間22分57秒479 當瀬 繕生2022 ﾄｳｾ ﾖｼｵ 愛知県

3時間23分00秒480 高野 昌人1292 ﾀｶﾉ ﾏｻﾄ 千葉県

3時間23分00秒481 井上 敦之648 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県

3時間23分03秒482 草野 克元1833 ｸｻﾉ ｶﾂﾓﾄ 神奈川県

3時間23分06秒483 小林 真人1857 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 東京都

3時間23分08秒484 小林 洋介1464 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 新潟県

3時間23分09秒485 山本 晴大1680 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｵ 愛知県

3時間23分16秒486 土屋 和也1541 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾔ 愛知県

3時間23分16秒487 植木 英雄1019 ｳｴｷ ﾋﾃﾞｵ 栃木県

3時間23分17秒488 松坂 良一744 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 埼玉県

3時間23分23秒489 松宮 久子211 ﾏﾂﾐﾔ ﾋｻｺ 千葉県

3時間23分29秒490 大野 一祐727 ｵｵﾉ ｲﾁﾕｳ 岐阜県

3時間23分29秒491 小沢 知永1721 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾅｶﾞ 長野県

3時間23分31秒492 山本 義和1261 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫県

3時間23分45秒493 大庭 俊文823 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ 愛知県

3時間23分54秒494 大場 教貴2138 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 愛知県

3時間23分56秒495 三牧 洋介1010 ﾐﾏｷ ﾖｳｽｹ 埼玉県

3時間24分06秒496 正木 宏和1469 ﾏｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 福井県

3時間24分20秒497 山崎 将芳1276 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 静岡県

3時間24分22秒498 菊池 基之1900 ｷｸﾁ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県

3時間24分24秒499 横田 英之1242 ﾖｺﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都

3時間24分26秒500 亀井 一紀1885 ｶﾒｲ ｶｽﾞｷ 大阪府
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3時間24分27秒501 中島 崇1679 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 神奈川県

3時間24分29秒502 中嶋 智昭678 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ 群馬県

3時間24分34秒503 岩田 敏洋1431 ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾛ 東京都

3時間24分35秒504 青山 聖吾782 ｱｵﾔﾏ ｾｲｺﾞ 愛知県

3時間24分42秒505 向田 真一701 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 岐阜県

3時間24分47秒506 稲木 仁司1274 ｲﾅｷﾞ ﾋﾄｼ 静岡県

3時間24分47秒507 平野 幸信921 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 千葉県

3時間24分48秒508 岡本 浩志1011 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府

3時間24分49秒509 高間 郁尚2005 ﾀｶﾏ ｲｸﾅｵ 岐阜県

3時間24分51秒510 西尾 元治852 ﾆｼｵ ﾓﾄﾊﾙ 静岡県

3時間24分53秒511 巴 英雄2169 ﾄﾓｴ ﾋﾃﾞｵ 岐阜県

3時間24分54秒512 今田 俊哉1123 ｲﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ 栃木県

3時間25分00秒513 鳥居 英夫1643 ﾄﾘｲ ﾋﾃﾞｵ 愛知県

3時間25分04秒514 山本 源宏1929 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県

3時間25分07秒515 志津 直行1810 ｼﾂﾞ ﾅｵﾕｷ 愛知県

3時間25分09秒516 金子 康信1173 ｶﾈｺ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉県

3時間25分10秒517 戸谷 美香84 ﾄﾀﾞﾆ ﾐｶ 京都府

3時間25分15秒518 大森 武1585 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾙ 東京都

3時間25分21秒519 田村 隆通991 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県

3時間25分23秒520 市倉 豊2116 ｲﾁｸﾗ ﾕﾀｶ 京都府

3時間25分24秒521 玉川 英斌1075 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾀｹ 神奈川県

3時間25分35秒522 近田 直樹1647 ﾁｶﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県

3時間25分40秒523 松本 寛1219 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 兵庫県

3時間25分46秒524 木下 尚久1853 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾋｻ 東京都

3時間25分46秒525 平尾 壮司1471 ﾋﾗｵ ｿｳｼ 大阪府

3時間25分54秒526 稲葉 義男1346 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ 東京都

3時間26分00秒527 坂本 貴志1382 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 高知県

3時間26分01秒528 安達 丈泰1078 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾔｽ 愛知県

3時間26分01秒529 森 理恵50 ﾓﾘ ﾘｴ 京都府

3時間26分03秒530 神崎 基維2009 ｶﾝｻﾞｷ ﾓﾄｲ 東京都

3時間26分04秒531 古室 松美1028 ｺﾑﾛ ｼｮｳﾐ 茨城県

3時間26分08秒532 後藤 寛晶2175 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県

3時間26分12秒533 林 勝弘1327 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ 長野県

3時間26分15秒534 近畑 静也831 ﾁｶﾊﾀ ｼｽﾞﾔ 石川県

3時間26分21秒535 滝村 道明1685 ﾀｷﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 東京都

3時間26分21秒536 窪田 健一1790 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 長野県

3時間26分23秒537 名取 卓哉695 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ 東京都

3時間26分25秒538 浅野 学1543 ｱｻﾉ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県

3時間26分25秒539 菅田 寛1724 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 長野県

3時間26分29秒540 宇佐美 純一904 ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

3時間26分47秒541 福田 由理子133 ﾌｸﾀ ﾕﾘｺ 千葉県

3時間26分55秒542 加藤 利夫1224 ｶﾄｳ ﾄｼｵ 愛知県

3時間26分57秒543 長谷川 正憲1165 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県

3時間26分58秒544 水上 美咲236 ﾐｽﾞｶﾐ ﾐｻｷ 神奈川県

3時間26分58秒545 町田 吉広601 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都

3時間27分00秒546 谷 千代108 ﾀﾆ ﾁﾖ 東京都

3時間27分00秒547 石川 忠夫710 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 神奈川県

3時間27分01秒548 打木 さちの91 ｳﾁｷ ｻﾁﾉ 神奈川県

3時間27分05秒549 加藤 則康666 ｶﾄｳ ﾉﾘﾔｽ 東京都

3時間27分18秒550 竹中 祐策1738 ﾀｹﾅｶ ﾕｳｻｸ 愛知県
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3時間27分24秒551 草田 進1114 ｸｻﾀﾞ ｽｽﾑ 岐阜県

3時間27分27秒552 橋本 孝博1875 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

3時間27分29秒553 中島 宗一1050 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁ 愛知県

3時間27分30秒554 増子 秀一1356 ﾏｽｺ ｼｭｳｲﾁ 茨城県

3時間27分31秒555 鈴木 輝一803 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｶｽﾞ 岡山県

3時間27分33秒556 菅野 泰典1038 ｽｶﾞﾉ ﾔｽﾉﾘ 和歌山県

3時間27分36秒557 田口 達1922 ﾀｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 東京都

3時間27分39秒558 清水 賢治609 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 新潟県

3時間27分39秒559 中嶋 宏聡1568 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 千葉県

3時間27分53秒560 中嶋 誠2006 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 愛知県

3時間27分59秒561 寺田 知江子477 ﾃﾗﾀﾞ ﾁｴｺ 愛知県

3時間28分07秒562 小竹 則一918 ｺﾀﾞｹ ﾉﾘｶｽﾞ 石川県

3時間28分10秒563 佐野 卓也1849 ｻﾉ ﾀｸﾔ 静岡県

3時間28分25秒564 小森 祐輔2039 ｺﾓﾘ ﾕｳｽｹ 兵庫県

3時間28分45秒565 土川 貴史1540 ﾂﾁｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県

3時間28分46秒566 辰尾 信浩814 ﾀﾂｵ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都府

3時間28分51秒567 杉山 歩170 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾕﾐ 富山県

3時間28分53秒568 藤井 真澄764 ﾌｼﾞｲ ﾏｽﾐ 兵庫県

3時間28分54秒569 矢ヶ崎 浩子302 ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｺ 長野県

3時間28分55秒570 廣瀬 光雄1117 ﾋﾛｾ ﾐﾂｵ 三重県

3時間29分02秒571 米山 健太郎1705 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨県

3時間29分04秒572 中村 和久1904 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県

3時間29分05秒573 ヒラノ ヨシキ1092 ﾋﾗﾉ ﾖｼｷ 東京都

3時間29分09秒574 鈴木 康圓1597 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏﾙ 長野県

3時間29分22秒575 大西 康浩899 ｵｵﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

3時間29分23秒576 西村 健二1908 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 京都府

3時間29分25秒577 松田 哲弥1380 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 京都府

3時間29分26秒578 村田 靖行1949 ﾑﾗﾀ ﾔｽﾕｷ 愛知県

3時間29分34秒579 谷口 聡690 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ 岐阜県

3時間29分42秒580 野沢 敬子163 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｺ 東京都

3時間29分46秒581 谷田 武信1827 ﾀﾆﾀﾞ ﾀｹﾉﾌﾞ 東京都

3時間29分48秒582 中井 卓也1763 ﾅｶｲ ﾀｸﾔ 京都府

3時間29分57秒583 古津 和夫1843 ｺﾂ ｶｽﾞｵ 滋賀県

3時間30分02秒584 飯國 武利1829 ｲｲｸﾆ ﾀｹﾄｼ 岐阜県

3時間30分11秒585 油谷 克之2098 ﾕﾀﾆ ｶﾂﾕｷ 大阪府

3時間30分23秒586 大川 寿樹1212 ｵｵｶﾜ ﾄｼｷ 和歌山県

3時間30分23秒587 田中 作治1715 ﾀﾅｶ ｻｸｼﾞ 和歌山県

3時間30分26秒588 園部 修1095 ｿﾉﾍﾞ ｵｻﾑ 埼玉県

3時間30分31秒589 斉藤 秀明1256 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県

3時間30分31秒590 池田 敬太郎1661 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 愛知県

3時間30分37秒591 栗田 宜典742 ｸﾘﾀ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県

3時間30分39秒592 川上 輝明1364 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ 兵庫県

3時間30分39秒593 川上 知子212 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｺ 兵庫県

3時間30分41秒594 塩原 秀峰1325 ｼｵﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐﾈ 長野県

3時間30分42秒595 中沢 政彦2070 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 長野県

3時間30分43秒596 荒川 雅之1237 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ 東京都

3時間30分49秒597 橋上 美代子502 ﾊｼｶﾞﾐ ﾐﾖｺ 京都府

3時間30分50秒598 杉山 順一1662 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県

3時間30分55秒599 小笠原 大輔1890 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 京都府

3時間30分56秒600 久野 暢1054 ｸﾉ ﾐﾂﾙ 静岡県
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3時間31分01秒601 高木 春男1596 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｵ 長野県

3時間31分17秒602 松本 文一1289 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｶｽﾞ 新潟県

3時間31分18秒603 角田 昌之1234 ｶｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大阪府

3時間31分20秒604 酒井 泰彦1695 ｻｶｲ ﾔｽﾋｺ 愛知県

3時間31分24秒605 森 正1559 ﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 愛知県

3時間31分31秒606 甘利 拓也1898 ｱﾏﾘ ﾀｸﾔ 長野県

3時間31分40秒607 飯野 原輝644 ｲｲﾉ ﾓﾄｷ 愛知県

3時間31分44秒608 皆山 明1058 ﾐﾅﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県

3時間31分46秒609 小田 修三2113 ｵﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 愛知県

3時間31分46秒610 吉兼 政人2210 ﾖｼｶﾈ ﾏｻﾄ 岐阜県

3時間31分48秒611 神野 竜也2120 ｼﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ 愛知県

3時間31分52秒612 高田 良宏1275 ﾀｶﾀ ﾖｼﾋﾛ 石川県

3時間31分53秒613 桑山 利和2185 ｸﾜﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 愛知県

3時間31分57秒614 今村 淳志1302 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 埼玉県

3時間31分59秒615 高橋 康浩2062 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

3時間32分03秒616 洞田 弘美1086 ﾎﾗﾀ ﾋﾛﾖｼ 愛知県

3時間32分04秒617 田中 彰1913 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 東京都

3時間32分06秒618 柏木 拓1109 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｸ 和歌山県

3時間32分15秒619 椎木 正和1558 ｼｲﾉｷ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県

3時間32分15秒620 西口 昌治875 ﾆｼｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 奈良県

3時間32分16秒621 平田 和朗1784 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 宮城県

3時間32分26秒622 川俣 淳1466 ｶﾜﾏﾀ ｱﾂｼ 愛知県

3時間32分27秒623 大山 良行1961 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 埼玉県

3時間32分28秒624 西澤 篤志702 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ 長野県

3時間32分39秒625 坂井 良成1412 ｻｶｲ ﾘｮｳｾｲ 神奈川県

3時間32分41秒626 細野 荘1576 ﾎｿﾉ ﾀﾀﾞｼ 新潟県

3時間32分43秒627 工藤 裕司963 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 東京都

3時間32分47秒628 塚口 明俊809 ﾂｶｸﾞﾁ ｱｷﾄｼ 兵庫県

3時間32分49秒629 吉澤 太佑737 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県

3時間32分55秒630 古川 昇1264 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府

3時間32分59秒631 吉田 茂樹1537 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 愛知県

3時間33分07秒632 明石 晋典1629 ｱｶｼ ｼﾝｽｹ 愛知県

3時間33分17秒633 飯田 栄司1204 ｲｲﾀﾞ ｴｲｼﾞ 長野県

3時間33分20秒634 宇根 利樹672 ｳﾈ ﾄｼｷ 東京都

3時間33分27秒635 神谷 いくみ292 ｶﾐﾔ ｲｸﾐ 愛知県

3時間33分29秒636 近藤 裕二1290 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 新潟県

3時間33分33秒637 有賀 誠861 ｱﾘｶﾞ ﾏｺﾄ 茨城県

3時間33分37秒638 小澤 俊隆1369 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ 埼玉県

3時間33分39秒639 香川 和良1741 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 静岡県

3時間33分44秒640 春口 昂輝2238 ﾊﾙｸﾞﾁ ｺｳｷ 愛知県

3時間33分46秒641 開道 雅晴1545 ｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 大阪府

3時間33分51秒642 本居 秀仁708 ﾓﾄｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都

3時間34分04秒643 竹内 泰之970 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 愛知県

3時間34分10秒644 西山 義彦1014 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 神奈川県

3時間34分19秒645 時田 盛彦1635 ﾄｷﾀ ﾓﾘﾋｺ 愛知県

3時間34分20秒646 山本 元子299 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ 大阪府

3時間34分20秒647 内藤 愉孝1001 ﾅｲﾄｳ ﾕﾀｶ 愛知県

3時間34分22秒648 池田 松代88 ｲｹﾀﾞ ﾏﾂﾖ 大阪府

3時間34分24秒649 青木 久夫1506 ｱｵｷ ﾋｻｵ 神奈川県

3時間34分30秒650 野中 浩治1324 ﾉﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都
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3時間34分35秒651 蔵満 祐樹1381 ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｷ 神奈川県

3時間34分44秒652 秋常 樹一郎900 ｱｷﾂﾈ ｷｲﾁﾛｳ 石川県

3時間34分46秒653 北村 和敏1257 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 埼玉県

3時間34分54秒654 近藤 崇之612 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 静岡県

3時間34分54秒655 冨田 英明938 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

3時間35分08秒656 松本 保典1277 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 静岡県

3時間35分10秒657 堀 正樹761 ﾎﾘ ﾏｻｷ 千葉県

3時間35分11秒658 真栄田 保1317 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾓﾂ 神奈川県

3時間35分12秒659 五明 伸康1687 ｺﾞﾐｮｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 京都府

3時間35分12秒660 伊藤 正浩1873 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県

3時間35分14秒661 松下 清次1764 ﾏﾂｼﾀ ｷﾖｼ 新潟県

3時間35分24秒662 青木 勇人686 ｱｵｷ ﾊﾔﾄ 兵庫県

3時間35分30秒663 山口 裕司685 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 愛知県

3時間35分41秒664 黒羽 剛2158 ｸﾛﾊﾞﾈ ﾂﾖｼ 栃木県

3時間35分45秒665 清永 翔1640 ｷﾖﾅｶﾞ ｼｮｳ 愛知県

3時間35分46秒666 伊藤 博章895 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 三重県

3時間35分49秒667 有吉 康治1140 ｱﾘﾖｼ ｺｳｼﾞ 千葉県

3時間35分50秒668 石橋 雄二755 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

3時間36分03秒669 木村 英也2239 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔ 埼玉県

3時間36分09秒670 小谷 鎭代83 ｺﾀﾆ ｼｽﾞﾖ 福岡県

3時間36分09秒671 小谷 勇二郎838 ｺﾀﾆ ﾕｳｼﾞﾛｳ 福岡県

3時間36分12秒672 櫻井 智紘2204 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

3時間36分14秒673 加藤 英司2077 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ 東京都

3時間36分26秒674 佐藤 政雄835 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 千葉県

3時間36分28秒675 松本 晋治1410 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 神奈川県

3時間36分35秒676 内山 晃徳1433 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 長野県

3時間36分38秒677 小宮 充浩1603 ｺﾐﾔ ﾐﾁﾋﾛ 東京都

3時間36分44秒678 堺 美由紀297 ｻｶｲ ﾐﾕｷ 滋賀県

3時間36分48秒679 尾籠 憲一886 ｵｺﾞﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 兵庫県

3時間36分49秒680 福田 正志1055 ﾌｸﾀ ﾏｻｼ 千葉県

3時間36分51秒681 大橋 俊夫854 ｵｵﾊｼ ﾄｼｵ 埼玉県

3時間36分54秒682 三浦 直子68 ﾐｳﾗ ﾅｵｺ 大阪府

3時間36分56秒683 野々村 優1507 ﾉﾉﾑﾗ ﾏｻﾙ 群馬県

3時間37分02秒684 秋穂 英三2244 ｱｷﾎ ｴｲｿﾞｳ 長野県

3時間37分06秒685 河原 孝史1152 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 埼玉県

3時間37分08秒686 永田 千恵440 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ 静岡県

3時間37分08秒687 立花 伸也1107 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾔ 滋賀県

3時間37分09秒688 廣田 達哉1131 ﾋﾛﾀ ﾀﾂﾔ 愛知県

3時間37分14秒689 今村 美文1348 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 埼玉県

3時間37分19秒690 磯村 英克1532 ｲｿﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ 愛知県

3時間37分34秒691 太田 玲子49 ｵｵﾀ ﾚｲｺ 千葉県

3時間37分34秒692 澤田 充1570 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂﾙ 愛知県

3時間37分35秒693 いそべ のぶき811 ｲｿﾍﾞ ﾉﾌﾞｷ 京都府

3時間37分35秒694 大角 一生2074 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ 福井県

3時間37分36秒695 福名 栄治1309 ﾌｸﾅ ｴｲｼﾞ 大阪府

3時間37分39秒696 山口 博美277 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 群馬県

3時間37分45秒697 小林 修2167 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 岐阜県

3時間37分50秒698 西須 稔673 ﾆｼｽ ﾐﾉﾙ 東京都

3時間37分50秒699 中川 喜智1300 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 東京都

3時間37分52秒700 松尾 祐一670 ﾏﾂｵ ﾕｳｲﾁ 埼玉県
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3時間37分58秒701 中司 和行1823 ﾅｶﾂｶｻ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府

3時間37分58秒702 川上 弘1533 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県

3時間37分58秒703 栗田 裕之2033 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都

3時間38分02秒704 若林 英明1866 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都

3時間38分05秒705 森本 達雄848 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂｵ 愛知県

3時間38分05秒706 谷口 利和853 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ 滋賀県

3時間38分11秒707 増永 康行1083 ﾏｽﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ 東京都

3時間38分14秒708 吉村 圭司960 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 東京都

3時間38分25秒709 里見 一彦2100 ｻﾄﾐ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県

3時間38分34秒710 中谷 健太郎1896 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 兵庫県

3時間38分36秒711 山本 寿子439 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｺ 長野県

3時間38分38秒712 金田 隆義1953 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 大阪府

3時間38分46秒713 谷山 智志1051 ﾀﾆﾔﾏ ﾄﾓｼ 富山県

3時間38分50秒714 大橋 直仁1783 ｵｵﾊｼ ﾅｵﾋﾄ 愛知県

3時間38分53秒715 山田 秀道1282 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ 静岡県

3時間38分58秒716 善光 安次877 ｾﾞﾝｺｳ ﾔｽｼﾞ 神奈川県

3時間39分00秒717 白坂 豪2145 ｼﾗｻｶ ﾀｹｼ 大阪府

3時間39分09秒718 中村 和広662 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県

3時間39分12秒719 荻窪 徳也1200 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄｸﾔ 長野県

3時間39分16秒720 倉堀 早苗435 ｸﾗﾎﾘ ｻﾅｴ 東京都

3時間39分24秒721 菅原 敏光1230 ｽｶﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾂ 東京都

3時間39分27秒722 馬場 弘次925 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ 東京都

3時間39分30秒723 石平 悠434 ｲｼﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｶ 新潟県

3時間39分48秒724 菊地 正茂1426 ｷｸﾁ ﾏｻｼｹﾞ 千葉県

3時間39分53秒725 福田 金也1065 ﾌｸﾀﾞ ｷﾝﾔ 栃木県

3時間39分57秒726 滝川 洋司1831 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ 愛知県

3時間40分05秒727 児島 多賀子448 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｺ 奈良県

3時間40分05秒728 秋田 大輔1761 ｱｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県

3時間40分09秒729 鳥井 哲也1709 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 神奈川県

3時間40分12秒730 上出 博一979 ｳｴﾃﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 兵庫県

3時間40分14秒731 高倉 郁朗1727 ﾀｶｸﾗ ｲｸﾛｳ 長野県

3時間40分18秒732 西村 貴幸1436 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 奈良県

3時間40分19秒733 三谷 喬子54 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｺ 東京都

3時間40分25秒734 山本 悦郎1172 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂﾛｳ 神奈川県

3時間40分26秒735 岩崎 豊988 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 愛知県

3時間40分26秒736 北村 ゆかり294 ｷﾀﾑﾗ ﾕｶﾘ 愛知県

3時間40分27秒737 岩本 靖彦1586 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 千葉県

3時間40分35秒738 野中 秀樹766 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 群馬県

3時間40分36秒739 林 啓1744 ﾊﾔｼ ｹｲ 埼玉県

3時間40分42秒740 渡辺 俊光1794 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾐﾂ 岐阜県

3時間40分43秒741 佐藤 秀紀940 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石川県

3時間40分44秒742 高橋 大介961 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 石川県

3時間40分45秒743 榎本 美和51 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾜ 兵庫県

3時間40分55秒744 南雲 史哉2205 ﾅｸﾞﾓ ﾌﾐﾔ 千葉県

3時間40分55秒745 竹内 美香139 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ 東京都

3時間41分03秒746 高橋 邦英750 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋﾃﾞ 埼玉県

3時間41分07秒747 上出 陽一980 ｳｴﾃﾞ ﾖｳｲﾁ 兵庫県

3時間41分21秒748 鈴木 和博1148 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県

3時間41分24秒749 高木 美保子398 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎｺ 愛知県

3時間41分31秒750 渡辺 聡1180 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川県
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3時間41分33秒751 東 健一1147 ｱｽﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都

3時間41分39秒752 滝 良仁2109 ﾀｷ ﾖｼﾋﾄ 埼玉県

3時間41分45秒753 天野 学1087 ｱﾏﾉ ﾏﾅﾌﾞ 長野県

3時間41分46秒754 山口 信吉1363 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 群馬県

3時間41分48秒755 難波 剛志1399 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｹｼ 東京都

3時間41分49秒756 若松 慎司1821 ﾜｶﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 愛知県

3時間41分57秒757 絹野 哲也1815 ｷﾇﾉ ﾃﾂﾔ 京都府

3時間41分57秒758 吉田 一優1772 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 愛知県

3時間41分58秒759 西村 淳780 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 京都府

3時間42分00秒760 奥平 力930 ｵｸﾋﾗ ﾂﾄﾑ 沖縄県

3時間42分03秒761 瀬戸 明美162 ｾﾄ ｱｹﾐ 石川県

3時間42分08秒762 赤羽 佳子131 ｱｶﾊﾞﾈ ｹｲｺ 神奈川県

3時間42分12秒763 大熊 健太郎955 ｵｵｸﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県

3時間42分16秒764 小川 亮1651 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 長野県

3時間42分31秒765 増井 伸昭1029 ﾏｽｲ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都

3時間42分32秒766 間仲 憲明1293 ﾏﾅｶ ﾉﾘｱｷ 埼玉県

3時間42分37秒767 久我 充昭842 ｸｶﾞ ﾐﾂｱｷ 東京都

3時間42分46秒768 片山 高876 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 京都府

3時間42分59秒769 起田 麻衣子219 ｵｷﾀ ﾏｲｺ 東京都

3時間43分00秒770 鈴木 大平2211 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾍｲ 滋賀県

3時間43分08秒771 砂井 義裕2001 ｽﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 三重県

3時間43分08秒772 井手口 利幸1796 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 愛知県

3時間43分11秒773 吉田 公徳1611 ﾖｼﾀﾞ ｷﾐﾉﾘ 茨城県

3時間43分16秒774 吉田 猛1202 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 三重県

3時間43分22秒775 牧嶋 洋1085 ﾏｷｼﾏ ﾖｳ 岐阜県

3時間43分24秒776 熊谷 朋宏1329 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫県

3時間43分29秒777 小栗 幹広1926 ｵｸﾞﾘ ﾐｷﾋﾛ 長野県

3時間43分38秒778 梶田 慎二1432 ｶｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 滋賀県

3時間43分39秒779 浅岡 博則1845 ｱｻｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県

3時間43分40秒780 山田 兼広1673 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾈﾋﾛ 滋賀県

3時間43分43秒781 速水 浩1420 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 群馬県

3時間43分44秒782 工藤 啓祐1930 ｸﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 神奈川県

3時間43分47秒783 西村 公一2000 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 愛知県

3時間43分58秒784 村里 真季470 ﾑﾗｻﾄ ﾏｷ 愛知県

3時間43分59秒785 多田 明広1103 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 石川県

3時間44分00秒786 成田 雅人735 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ 群馬県

3時間44分08秒787 長島 晃969 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷﾗ 神奈川県

3時間44分18秒788 深井 寛修1747 ﾌｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 静岡県

3時間44分18秒789 小倉 俊介1021 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知県

3時間44分29秒790 川井田 敏子111 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 東京都

3時間44分37秒791 井口 誠1598 ｲｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 新潟県

3時間44分37秒792 内山 壽樹1599 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｷ 新潟県

3時間44分37秒793 矢作 基1284 ﾔﾊｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 滋賀県

3時間44分38秒794 高木 智之786 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県

3時間44分45秒795 三宅 正彦715 ﾐﾔｹ ﾏｻﾋｺ 岐阜県

3時間44分50秒796 坂田 雄一郎1390 ｻｶﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府

3時間44分57秒797 黒宮 力1112 ｸﾛﾐﾔ ﾂﾄﾑ 三重県

3時間45分01秒798 片山 泰子266 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｺ 三重県

3時間45分03秒799 森井 将希1273 ﾓﾘｲ ﾏｻｷ 埼玉県

3時間45分05秒800 石川 泰749 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 兵庫県
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3時間45分14秒801 石川 茂2036 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞﾙ 静岡県

3時間45分19秒802 岸川 嘉代53 ｷｼｶﾜ ｶﾖ 埼玉県

3時間45分21秒803 河西 智美244 ｶﾜﾆｼ ｻﾄﾐ 京都府

3時間45分22秒804 藤原 龍1945 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳ 神奈川県

3時間45分27秒805 山田 外史845 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾄｼ 石川県

3時間45分33秒806 西 春彦1801 ﾆｼ ﾊﾙﾋｺ 京都府

3時間45分35秒807 山本 剛2267 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都

3時間45分35秒808 保科 知1468 ﾎｼﾅ ｻﾄﾙ 新潟県

3時間45分37秒809 森本 春美311 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙﾐ 京都府

3時間45分44秒810 鈴木 勝1248 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 東京都

3時間45分46秒811 山田 喜嗣1634 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 愛知県

3時間45分49秒812 丹下 雄介777 ﾀﾝｹﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉県

3時間45分50秒813 佐藤 義行1943 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 長野県

3時間45分52秒814 北川 徹730 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 石川県

3時間46分05秒815 小林 満美子394 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐｺ 神奈川県

3時間46分09秒816 野澤 健吾2268 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝｺﾞ 愛知県

3時間46分13秒817 前山 輝1451 ﾏｴﾔﾏ ｱｷﾗ 兵庫県

3時間46分15秒818 石原 和彦1031 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県

3時間46分21秒819 河瀬 正二郎1089 ｶﾜｾ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 岐阜県

3時間46分23秒820 渡辺 真由子355 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ 富山県

3時間46分29秒821 奥村 浩志2230 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ 東京都

3時間46分33秒822 水野 優2184 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾙ 長野県

3時間46分35秒823 住吉 由佳192 ｽﾐﾖｼ ﾕｶ 東京都

3時間46分36秒824 住吉 慎吾1316 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ 東京都

3時間46分36秒825 大江 靖之1263 ｵｵｴ ﾔｽﾕｷ 東京都

3時間46分42秒826 山田 晴實952 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 長野県

3時間46分49秒827 川崎 妙子21 ｶﾜｻｷ ﾀｴｺ 和歌山県

3時間46分51秒828 小森宮 康之658 ｺﾓﾘﾐﾔ ﾔｽﾕｷ 東京都

3時間46分52秒829 管 比呂樹1936 ｽｶﾞ ﾋﾛｷ 大阪府

3時間46分56秒830 谷山 光行1689 ﾀﾆﾔﾏ ﾐﾂﾕｷ 愛知県

3時間47分04秒831 加藤 伸一2057 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 兵庫県

3時間47分04秒832 中村 直子141 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 福井県

3時間47分07秒833 川上 剛1164 ｶﾜｶﾐ ﾂﾖｼ 東京都

3時間47分09秒834 櫻井 幹保1702 ｻｸﾗｲ ﾐｷﾔｽ 神奈川県

3時間47分09秒835 永野 秀樹927 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

3時間47分11秒836 坂井 隆1425 ｻｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県

3時間47分13秒837 下尾 隆一2183 ｼﾓｵ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県

3時間47分16秒838 青野 勝成1998 ｱｵﾉ ﾏｻﾅﾘ 大阪府

3時間47分23秒839 小金澤 明2029 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都

3時間47分25秒840 峯澤 均1768 ﾐﾈｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 千葉県

3時間47分27秒841 馬橋 修一634 ﾏﾊﾞｼ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県

3時間47分28秒842 岡沢 一規1306 ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県

3時間47分33秒843 木下 安司2119 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼ 千葉県

3時間47分36秒844 小川 雅也671 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 兵庫県

3時間47分36秒845 志水 真美6 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐ 兵庫県

3時間47分41秒846 田島 裕三602 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｿﾞｳ 長野県

3時間47分44秒847 山口 洋輝2044 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 岐阜県

3時間47分48秒848 上拾石 哲也687 ｶﾐｼﾞｭｯｺｸ ﾃﾂﾔ 東京都

3時間47分51秒849 前田 美咲子397 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 兵庫県

3時間47分54秒850 大島 力1686 ｵｵｼﾏ ﾁｶﾗ 長野県
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3時間47分54秒851 瀬川 寛1607 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 愛知県

3時間47分57秒852 鏡味 顯徳2217 ｶｶﾞﾐ ｱｷﾉﾘ 千葉県

3時間47分58秒853 松本 善行1076 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 東京都

3時間48分07秒854 伊藤 敏夫2049 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県

3時間48分10秒855 伊奈 克敏2197 ｲﾅ ｶﾂﾄｼ 愛知県

3時間48分12秒856 小山 裕之1627 ｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 長野県

3時間48分15秒857 間瀬 芳彦1692 ﾏｾ ﾖｼﾋｺ 愛知県

3時間48分18秒858 野村 俊幸2004 ﾉﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 岐阜県

3時間48分20秒859 岡崎 良信1776 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾝ 愛知県

3時間48分23秒860 森崎 朱美143 ﾓﾘｻｷ ｱｹﾐ 福井県

3時間48分25秒861 土田 敏寛1565 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛知県

3時間48分25秒862 田口 靖児2042 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 愛知県

3時間48分33秒863 衛藤 豊1020 ｴﾄｳ ﾕﾀｶ 愛知県

3時間48分35秒864 坂本 昭夫850 ｻｶﾓﾄ ｱｷｵ 千葉県

3時間48分35秒865 阿部 太一1996 ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ 茨城県

3時間48分37秒866 加賀 充1404 ｶｶﾞ ﾐﾂﾙ 神奈川県

3時間48分42秒867 高井 美弥286 ﾀｶｲ ﾐﾔ 愛知県

3時間48分48秒868 梅田 大將2097 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県

3時間48分57秒869 小濱 佳久783 ｺﾊﾏ ﾖｼﾋｻ 愛知県

3時間49分06秒870 馬場 和博1690 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県

3時間49分11秒871 藤塚 潔2142 ﾌｼﾞﾂｶ ｷﾖｼ 長野県

3時間49分14秒872 野上 孝志1005 ﾉｶﾞﾐ ﾀｶｼ 富山県

3時間49分14秒873 北川 誠人1688 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 大阪府

3時間49分18秒874 尾崎 敦之1616 ｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 静岡県

3時間49分23秒875 明貝 路子239 ﾐｮｳｶｲ ﾐﾁｺ 静岡県

3時間49分37秒876 安彦 一也630 ｱﾋｺ ｶｽﾞﾔ 長野県

3時間49分40秒877 梅村 究1012 ｳﾒﾑﾗ ｷﾜﾑ 三重県

3時間49分41秒878 豊田 紫321 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｶﾘ 東京都

3時間49分44秒879 岡部 孝義1091 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾖｼ 愛知県

3時間49分44秒880 高橋 充2106 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 神奈川県

3時間49分53秒881 平田 隆志1189 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ 富山県

3時間49分53秒882 鈴木 勇1424 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 静岡県

3時間50分02秒883 山口 寛喜1574 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 愛知県

3時間50分12秒884 高橋 正子417 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 大阪府

3時間50分15秒885 村上 英隆1344 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県

3時間50分18秒886 片山 哲也912 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ 愛知県

3時間50分25秒887 石川 景規2140 ｲｼｶﾜ ｹｲｷ 東京都

3時間50分28秒888 本橋 行693 ﾓﾄﾊｼ ｷﾞｮｳ 茨城県

3時間50分29秒889 小川 典彦1560 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 三重県

3時間50分34秒890 秋田 光重1792 ｱｷﾀ ﾐﾂｼｹﾞ 奈良県

3時間50分41秒891 松下 典生771 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘｵ 岐阜県

3時間50分46秒892 鈴木 清和1811 ｽｽﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ 千葉県

3時間51分06秒893 林 謙年1217 ﾊﾔｼ ｶﾈﾄｼ 神奈川県

3時間51分10秒894 石居 真希子338 ｲｼｲ ﾏｷｺ 東京都

3時間51分10秒895 細田 岳志1622 ﾎｿﾀﾞ ﾀｹｼ 長野県

3時間51分20秒896 森元 誠一郎1149 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都

3時間51分31秒897 小島 幸子153 ｺｼﾞﾏ ﾕｷｺ 東京都

3時間51分32秒898 三條 正人871 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾄ 東京都

3時間51分38秒899 江坂 由紀256 ｴｻﾞｶ ﾕｷ 愛知県

3時間51分50秒900 貞方 主水1243 ｻﾀﾞｶﾀ ﾓﾝﾄﾞ 神奈川県
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3時間51分58秒901 宮地 浩美223 ﾐﾔﾁ ﾋﾛﾐ 東京都

3時間52分05秒902 鈴木 光郎840 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 愛知県

3時間52分06秒903 大川 友太郎1193 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾀﾛｳ 神奈川県

3時間52分13秒904 中山 一亮1798 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京都

3時間52分13秒905 中山 章三759 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都

3時間52分18秒906 神谷 恒徳2225 ｶﾐﾔ ﾂﾈﾉﾘ 愛知県

3時間52分22秒907 前畑 明子65 ﾏｴﾊﾀ ｱｷｺ 熊本県

3時間52分24秒908 大瀧 一成1124 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 静岡県

3時間52分28秒909 榎本 直紀684 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都

3時間52分28秒910 谷口 純司948 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 兵庫県

3時間52分29秒911 魚谷 智巳768 ｳｵﾀﾆ ﾄﾓﾐ 群馬県

3時間52分35秒912 阿部 敏明874 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 東京都

3時間52分53秒913 伊勢 輝喜1101 ｲｾ ﾃﾙｷ 徳島県

3時間52分57秒914 南 佳志1485 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾕｷ 愛知県

3時間53分02秒915 後藤 徹890 ｺﾞﾄｳ ﾄｵﾙ 岐阜県

3時間53分05秒916 長尾 風雅826 ﾅｶﾞｵ ﾌｳｶﾞ 兵庫県

3時間53分07秒917 酒井 甲輔753 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 長野県

3時間53分08秒918 菊池 智行1080 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県

3時間53分08秒919 横田 久1759 ﾖｺﾀ ﾋｻｼ 長野県

3時間53分13秒920 猪又 茂樹756 ｲﾉﾏﾀ ｼｹﾞｷ 愛知県

3時間53分18秒921 阪上 浩史1836 ｻｶｳｴ ﾋﾛｼ 埼玉県

3時間53分25秒922 芳賀 仁1584 ﾊｶﾞ ﾋﾄｼ 長野県

3時間53分26秒923 八子 憲吾1767 ﾔｺ ｹﾝｺﾞ 愛知県

3時間53分28秒924 増田 大輔1856 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県

3時間53分34秒925 石割 啓司1802 ｲｼﾜﾘ ｹｲｼﾞ 岐阜県

3時間53分37秒926 間戸 隆行1213 ﾏﾄ ﾀｶﾕｷ 石川県

3時間53分46秒927 北林 強1649 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 長野県

3時間53分46秒928 高本 隆彦2072 ﾀｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県

3時間53分47秒929 市山 洋司1569 ｼﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 富山県

3時間53分50秒930 壁谷 健治2186 ｶﾍﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 愛知県

3時間53分51秒931 瑞岳 史織506 ﾀﾏｵｶ ｼｵﾘ 埼玉県

3時間53分52秒932 久高 英子79 ｸﾀﾞｶ ｴｲｺ 神奈川県

3時間53分59秒933 鈴木 洋司1868 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 愛知県

3時間54分05秒934 河田 友美134 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓﾐ 愛知県

3時間54分08秒935 出原 正浩1522 ｲﾂﾞﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 愛知県

3時間54分10秒936 山田 定雄1446 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 埼玉県

3時間54分11秒937 渋川 茂生1475 ｼﾌﾞｶﾜ ｼｹﾞｵ 愛知県

3時間54分15秒938 竹田 樹世子226 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｺ 京都府

3時間54分23秒939 丸山 博美168 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県

3時間54分24秒940 西山 忠臣1203 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾀﾞｵﾐ 福岡県

3時間54分26秒941 小林 一男1159 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 東京都

3時間54分30秒942 宮川 なみ子264 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾐｺ 愛知県

3時間54分37秒943 丸山 誠二1294 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｼﾞ 静岡県

3時間54分41秒944 矢田 健一985 ﾔﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 群馬県

3時間54分42秒945 垣見 洋1632 ｶｷﾐ ﾋﾛｼ 長野県

3時間54分46秒946 杉田 美穂子237 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ 神奈川県

3時間54分49秒947 野口 傑貴2146 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾖｷ 千葉県

3時間54分50秒948 内野 守司607 ｳﾁﾉ ﾓﾘｼﾞ 埼玉県

3時間54分52秒949 熊本 成伸2265 ｸﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野県

3時間54分53秒950 武田 力736 ﾀｹﾀﾞ ﾁｶﾗ 神奈川県
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3時間54分54秒951 佐藤 倫子369 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 愛知県

3時間55分00秒952 奥山 茂1059 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 大阪府

3時間55分06秒953 真舩 友紀子189 ﾏﾌﾈ ﾕｷｺ 東京都

3時間55分06秒954 松下 喜之1957 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 京都府

3時間55分07秒955 藤森 和孝720 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾀｶ 長野県

3時間55分08秒956 山崎 健二1925 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県

3時間55分19秒957 小島 一夫832 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 栃木県

3時間55分26秒958 長島 五月1423 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ 神奈川県

3時間55分29秒959 小杉 富夫950 ｺｽｷﾞ ﾄﾐｵ 新潟県

3時間55分30秒960 安岡 定二1591 ﾔｽｵｶ ｻﾀﾞｼﾞ 東京都

3時間55分31秒961 岩崎 義光1555 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾐﾂ 愛知県

3時間55分33秒962 木村 秀実1260 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 岐阜県

3時間55分34秒963 鈴木 浩孝1918 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 静岡県

3時間55分34秒964 長谷部 文也1830 ﾊｾﾍﾞ ﾌﾞﾝﾔ 東京都

3時間55分36秒965 田本 博基1766 ﾀﾓﾄ ﾋﾛｷ 埼玉県

3時間55分39秒966 冨田 直樹2054 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 栃木県

3時間55分39秒967 冨田 彰子437 ﾄﾐﾀ ｱｷｺ 栃木県

3時間55分47秒968 橋本 健2068 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 兵庫県

3時間55分51秒969 宮内 圭造934 ﾐﾔｳﾁ ｹｲｿﾞｳ 大阪府

3時間55分55秒970 本間 文子242 ﾎﾝﾏ ﾌﾐｺ 新潟県

3時間55分55秒971 渡辺 桂47 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾗ 埼玉県

3時間56分00秒972 高松 慶洋1003 ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 千葉県

3時間56分04秒973 塩澤 孝太郎697 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 静岡県

3時間56分17秒974 江藤 寛2249 ｴﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県

3時間56分18秒975 松田 邦昌1932 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾆﾏｻ 東京都

3時間56分19秒976 柳原 世紀1280 ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ 徳島県

3時間56分28秒977 広岡 孝一839 ﾋﾛｵｶ ﾀｶｶｽﾞ 愛知県

3時間56分29秒978 藤井 周司2016 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｼﾞ 東京都

3時間56分33秒979 城 裕一788 ｼﾞｮｳ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県

3時間56分38秒980 束田 大六1210 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾛｸ 東京都

3時間56分45秒981 大山 賢司1552 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 愛知県

3時間56分48秒982 谷口 直隆2181 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾀｶ 東京都

3時間56分49秒983 川島 淳680 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ 千葉県

3時間56分54秒984 岡部 利華子102 ｵｶﾍﾞ ﾘｶｺ 神奈川県

3時間56分55秒985 北内 眞人1915 ｷﾀｳﾁ ﾏｺﾄ 兵庫県

3時間57分03秒986 榎本 誠1413 ｴﾉﾓﾄ ﾏｺﾄ 東京都

3時間57分08秒987 遠藤 昌宏711 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県

3時間57分09秒988 近嵐 久1205 ﾁｶﾗｼ ﾋｻｼ 新潟県

3時間57分13秒989 関根 紀幸1656 ｾｷﾈ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県

3時間57分20秒990 佐々木 直之2248 ｻｻｷ ﾅｵﾕｷ 東京都

3時間57分24秒991 岩井 直樹1408 ｲﾜｲ ﾅｵｷ 神奈川県

3時間57分27秒992 北尾 直962 ｷﾀｵ ﾀﾀﾞｼ 京都府

3時間57分37秒993 夏凪 正枝273 ﾅﾂﾅｷﾞ ﾏｻｴ 徳島県

3時間57分38秒994 尾崎 朋子10 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ 愛知県

3時間57分38秒995 兼元 顕一郎1133 ｶﾈﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都

3時間57分41秒996 鈴木 宏明2133 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 愛知県

3時間57分45秒997 安藤 正明2221 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾒｲ 愛知県

3時間57分46秒998 杉山 幹雄2075 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷｵ 京都府

3時間57分47秒999 高茂 豊1952 ﾀｶｼｹﾞ ﾕﾀｶ 大阪府

3時間57分50秒1000 和田 美好1840 ﾜﾀﾞ ﾐﾖｼ 岐阜県
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3時間57分51秒1001 松下 敦也795 ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ 和歌山県

3時間57分54秒1002 高柳 雅人1791 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ 静岡県

3時間57分56秒1003 鈴木 一833 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 静岡県

3時間57分57秒1004 斎藤 太一656 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 福井県

3時間58分05秒1005 平居 啓治1347 ﾋﾗｲ ｹｲｼﾞ 兵庫県

3時間58分08秒1006 杉浦 友紀7 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ 愛知県

3時間58分11秒1007 岡田 豊和1525 ｵｶﾀﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 富山県

3時間58分16秒1008 岡崎 義仁1593 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 石川県

3時間58分20秒1009 友井 眞言1111 ﾄﾓｲ ﾏｺﾄ 東京都

3時間58分31秒1010 佐藤 拓矢1916 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 神奈川県

3時間58分31秒1011 嶋田 孝宏1458 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県

3時間58分38秒1012 石川 勝也1192 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 東京都

3時間58分39秒1013 吉岡 育子391 ﾖｼｵｶ ｲｸｺ 東京都

3時間58分39秒1014 上倉 一郎1805 ｶﾐｸﾗ ｲﾁﾛｳ 東京都

3時間58分43秒1015 武田 好美43 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾐ 奈良県

3時間58分48秒1016 保井 邦拡2260 ﾔｽｲ ｸﾆﾋﾛ 岐阜県

3時間58分50秒1017 杉浦 智之801 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 愛知県

3時間58分53秒1018 川井 浩一1365 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ 三重県

3時間58分53秒1019 塩入 ゆうこ245 ｼｵｲﾘ ﾕｳｺ 長野県

3時間58分54秒1020 木村 真章1467 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ 東京都

3時間58分56秒1021 望月 誠2067 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｺﾄ 東京都

3時間58分57秒1022 川崎 晃907 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ 京都府

3時間59分00秒1023 五十嵐 雄大2269 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都

3時間59分01秒1024 小林 永美161 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 大阪府

3時間59分05秒1025 原田 隆昭2023 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｱｷ 愛知県

3時間59分11秒1026 佐藤 斗南903 ｻﾄｳ ﾄﾅﾐ 群馬県

3時間59分17秒1027 伊藤 元昭606 ｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ 愛知県

3時間59分20秒1028 兼松 一平1015 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県

3時間59分28秒1029 村田 公生747 ﾑﾗﾀ ﾏｻｵ 神奈川県

3時間59分29秒1030 新村 洋平2250 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 静岡県

3時間59分36秒1031 山下 智子344 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 大阪府

3時間59分36秒1032 関山 泰弘1444 ｾｷﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京都

3時間59分36秒1033 藤崎 勲2178 ﾌｼﾞｻｷ ｲｻｵ 埼玉県

3時間59分39秒1034 柏原 康弘1178 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

3時間59分42秒1035 木村 正之748 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県

3時間59分50秒1036 鈴木 光男1511 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ 静岡県

3時間59分59秒1037 宅野 聡悟825 ﾀｸﾉ ｿｳｺﾞ 愛知県

4時間00分00秒1038 金谷 尚範973 ｶﾅﾔ ﾅｵﾉﾘ 埼玉県

4時間00分13秒1039 村上 文規2201 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾉﾘ 愛知県

4時間00分16秒1040 古田島 喜義1084 ｺﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ 新潟県

4時間00分19秒1041 堀江 一郎1999 ﾎﾘｴ ｲﾁﾛｰ 東京都

4時間00分23秒1042 広里 友規子469 ﾋﾛｻﾄ ﾕｷｺ 愛知県

4時間00分27秒1043 井上 直之1636 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾕｷ 埼玉県

4時間00分29秒1044 岡田 健志1071 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 三重県

4時間00分29秒1045 近藤 宏司1027 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 愛知県

4時間00分31秒1046 滝野 直子261 ﾀｷﾉ ﾅｵｺ 愛媛県

4時間00分37秒1047 篠原 史人1455 ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐﾋﾄ 静岡県

4時間00分39秒1048 山中 一誠1360 ﾔﾏﾅｶ ｲｯｾｲ 広島県

4時間00分40秒1049 巣山 悟2208 ｽﾔﾏ ｻﾄﾙ 東京都

4時間00分40秒1050 姫田 治孝1855 ﾋﾒﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 大阪府
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4時間00分42秒1051 浜口 尚美271 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 愛知県

4時間00分43秒1052 大谷 裕司1409 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｼ 福井県

4時間00分45秒1053 浅野 聡司1546 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 埼玉県

4時間01分04秒1054 森本 敏弘1910 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県

4時間01分12秒1055 木梨 輝美442 ｷﾅｼ ﾃﾙﾐ 東京都

4時間01分15秒1056 山川 直人2129 ﾔﾏｶﾜ ﾅｵﾄ 京都府

4時間01分17秒1057 礒辺 浩1199 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県

4時間01分18秒1058 高木 健太郎1486 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都

4時間01分20秒1059 北原 秀彦1554 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 愛知県

4時間01分20秒1060 木村 圭1195 ｷﾑﾗ ｹｲ 愛知県

4時間01分23秒1061 片山 聡子284 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｺ 京都府

4時間01分24秒1062 新井田 祐子431 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都

4時間01分25秒1063 米沢 みき52 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ 兵庫県

4時間01分35秒1064 山地 章723 ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾗ 石川県

4時間01分37秒1065 近藤　優子507 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｺ

4時間01分38秒1066 伊藤 公一2176 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県

4時間01分42秒1067 高嶋 健次郎815 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 山梨県

4時間01分46秒1068 坂井 剛2192 ｻｶｲ ﾂﾖｼ 新潟県

4時間01分48秒1069 清水 満子150 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｺ 京都府

4時間01分52秒1070 東 博子388 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｺ 京都府

4時間01分52秒1071 池田 洋603 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県

4時間01分55秒1072 有賀 武彦1395 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾋｺ 長野県

4時間01分57秒1073 上兼 裕2105 ｳｴｶﾞﾈ ﾕｳ 長野県

4時間02分00秒1074 伊田 幸宏2136 ｲﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 埼玉県

4時間02分02秒1075 政井 実1461 ﾏｻｲ ﾏｺﾄ 静岡県

4時間02分10秒1076 西尾 隆宏2114 ﾆｼｵ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

4時間02分15秒1077 新美 洋子351 ﾆｲﾐ ﾖｳｺ 愛知県

4時間02分18秒1078 清水 洋輔992 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 兵庫県

4時間02分20秒1079 山本 玲緒奈1762 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾅ 神奈川県

4時間02分21秒1080 斎藤 寛629 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都

4時間02分22秒1081 大河内 泰幸1515 ｵｵｺｳﾁ ﾔｽﾕｷ 愛知県

4時間02分26秒1082 沼川 力791 ﾇﾏｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 新潟県

4時間02分35秒1083 岡田 初男1245 ｵｶﾀﾞ ﾊﾂｵ 愛知県

4時間02分37秒1084 杉江 信介2226 ｽｷﾞｴ ﾉﾌﾞｽｹ 東京都

4時間02分39秒1085 木戸 一人719 ｷﾄﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 新潟県

4時間02分41秒1086 渡辺 誠司2148 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 長野県

4時間02分42秒1087 大久保 晋1740 ｵｵｸﾎﾞ ｽｽﾑ 岐阜県

4時間02分50秒1088 渡部 正信1954 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県

4時間02分51秒1089 大桑 淳子164 ｵｵｸﾜ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府

4時間02分54秒1090 日向 一晴923 ﾋﾑｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ 千葉県

4時間02分55秒1091 伊藤 功宏1711 ｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 東京都

4時間02分59秒1092 飯田 雄祐1236 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都

4時間03分01秒1093 後藤 建司2231 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 京都府

4時間03分05秒1094 杉山 徹1429 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 愛知県

4時間03分15秒1095 野田 明菜504 ﾉﾀﾞ ｱｷﾅ 愛知県

4時間03分25秒1096 尾関 雅美1631 ｵｾﾞｷ ﾏｻﾐ 愛知県

4時間03分26秒1097 宮本 潔2084 ﾐﾔﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪府

4時間03分38秒1098 安藤 孝俊1517 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾄｼ 愛知県

4時間03分41秒1099 詫間 春香62 ﾀｸﾏ ﾊﾙｶ 熊本県

4時間04分00秒1100 天野 友紀46 ｱﾏﾉ ﾕｷ 東京都
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4時間04分04秒1101 小林 旭698 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 茨城県

4時間04分08秒1102 白石 泰三882 ｼﾗｲｼ ﾀｲｿﾞｳ 三重県

4時間04分14秒1103 今村 朱美195 ｲﾏﾑﾗ ｱｹﾐ 埼玉県

4時間04分16秒1104 多田 貴志1328 ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県

4時間04分22秒1105 益森 圭介618 ﾏｽﾓﾘ ｹｲｽｹ 神奈川県

4時間04分40秒1106 坂本 泰樹2263 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 大阪府

4時間04分50秒1107 田口 カオル38 ﾀｸﾞﾁ ｶｵﾙ 埼玉県

4時間04分57秒1108 久保 直也743 ｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 東京都

4時間05分04秒1109 田中 良和1867 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 岐阜県

4時間05分16秒1110 洲之内 裕子122 ｽﾉｳﾁ ﾕｳｺ 東京都

4時間05分17秒1111 西林 伸夫2215 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 大阪府

4時間05分25秒1112 藤澤 大1710 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾙ 神奈川県

4時間05分27秒1113 栗田 裕之1912 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 三重県

4時間05分31秒1114 鳥本 二三代55 ﾄﾘﾓﾄ ﾌﾐﾖ 兵庫県

4時間05分49秒1115 川上 英男785 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｵ 京都府

4時間05分50秒1116 加古 洋輔2160 ｶｺ ﾖｳｽｹ 大阪府

4時間05分58秒1117 斎藤 誠二2164 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 東京都

4時間06分06秒1118 斉藤 朗978 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 長野県

4時間06分07秒1119 仲井 英明910 ﾅｶｲ ﾋﾃﾞｱｷ 福井県

4時間06分10秒1120 八代 吉正1226 ﾔｼﾛ ﾖｼﾏｻ 岐阜県

4時間06分12秒1121 高野 敬一1782 ﾀｶﾉ ｹｲｲﾁ 茨城県

4時間06分18秒1122 青野 幸余420 ｱｵﾉ ｻﾁﾖ 大阪府

4時間06分18秒1123 久保 しず江30 ｸﾎﾞ ｼｽﾞｴ 東京都

4時間06分19秒1124 大野 誠一1126 ｵｵﾉ ｾｲｲﾁ 群馬県

4時間06分19秒1125 久保 久2046 ｸﾎﾞ ﾋｻｼ 長野県

4時間06分24秒1126 木上 光央1448 ｷｶﾞﾐ ﾐﾂﾋｻ 神奈川県

4時間06分27秒1127 吉田 健一郎1551 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県

4時間06分32秒1128 鍋島 雅美204 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏｻﾐ 千葉県

4時間06分32秒1129 金子 共宏668 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県

4時間06分35秒1130 川口 直紀2048 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵｷ 栃木県

4時間06分39秒1131 前田 佳央724 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ 奈良県

4時間06分48秒1132 高木 暁子251 ﾀｶｷﾞ ｱｷｺ 東京都

4時間06分56秒1133 飯久保 幸彦1638 ｲｲｸﾎﾞ ﾕｷﾋｺ 愛知県

4時間07分07秒1134 井土 耕一683 ｲﾂﾞﾁ ｺｳｲﾁ 神奈川県

4時間07分14秒1135 杉山 和子234 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 愛知県

4時間07分17秒1136 山澤 隆男1742 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾀｶｵ 茨城県

4時間07分21秒1137 高城 孝子100 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｺ 福井県

4時間07分24秒1138 田川 智章1755 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 愛知県

4時間07分29秒1139 河西 裕一1079 ｶｻｲ ﾕｳｲﾁ 長野県

4時間07分42秒1140 野口 浩史945 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県

4時間07分44秒1141 松尾 春美25 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾐ 埼玉県

4時間07分45秒1142 平野 智奈285 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾅ 大阪府

4時間08分01秒1143 古市 聖1879 ﾌﾙｲﾁ ｻﾄｼ 山梨県

4時間08分02秒1144 鈴木 敏美328 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ 滋賀県

4時間08分15秒1145 モトーラ 佳子259 ﾓﾄｰﾗ ｹｲｺ 東京都

4時間08分19秒1146 足助 美喜254 ｱｽｹ ﾐｷ 東京都

4時間08分23秒1147 杉山 繁雄1167 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞｵ 愛知県

4時間08分23秒1148 深見 美幸179 ﾌｶﾐ ﾐﾕｷ 愛知県

4時間08分26秒1149 ラムセイ ニック784 ﾗﾑｾｲ ﾆｯｸ 岐阜県

4時間08分31秒1150 大森 佳子97 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｺ 東京都
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4時間08分31秒1151 仁平 清治893 ﾆﾍｲ ｾｲｼﾞ 東京都

4時間08分33秒1152 中村 真澄949 ﾅｶﾑﾗ ﾏｽﾐ 秋田県

4時間08分33秒1153 屋代 正道1529 ﾔｼﾛ ﾏｻﾐﾁ 栃木県

4時間08分34秒1154 安達 和信843 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 神奈川県

4時間08分49秒1155 岩崎 理沙364 ｲﾜｻｷ ﾘｻ 埼玉県

4時間08分54秒1156 柳澤 勝平1150 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂﾍｲ 群馬県

4時間08分55秒1157 井本 雅生2060 ｲﾓﾄ ﾏｻｵ 奈良県

4時間09分00秒1158 藤原 法生1668 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都

4時間09分11秒1159 芦野 孝治2110 ｱｼﾉ ｺｳｼﾞ 大阪府

4時間09分12秒1160 澤 友英2043 ｻﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 三重県

4時間09分17秒1161 木口 敬三1132 ｷｸﾞﾁ ｹｲｿﾞｳ 東京都

4時間09分22秒1162 坂倉 賢紀1342 ｻｶｸﾗ ﾏｻｷ 愛知県

4時間09分27秒1163 山高 栄一2010 ﾔﾏﾀｶ ｴｲｲﾁ 奈良県

4時間09分32秒1164 近藤 麻衣子341 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｺ 愛知県

4時間09分34秒1165 角野 訓志878 ｽﾐﾉ ｻﾄｼ 東京都

4時間09分41秒1166 後藤 伸一846 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ 愛知県

4時間09分44秒1167 三木 要1901 ﾐｷ ｶﾅﾒ 栃木県

4時間09分52秒1168 森本 光俊1729 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂﾄｼ 京都府

4時間09分56秒1169 柳井 悠太1670 ﾔﾅｲ ﾕｳﾀ 宮崎県

4時間10分08秒1170 伊藤 悠史2196 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県

4時間10分18秒1171 笹口 博幸1454 ｻｻｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

4時間10分18秒1172 深田 秀樹828 ﾌｶﾀ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県

4時間10分18秒1173 後藤 寿光616 ｺﾞﾄｳ ﾋｻﾐﾂ 愛知県

4時間10分19秒1174 野崎 誠1244 ﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 東京都

4時間10分19秒1175 坂廼邉 崇1734 ｻｶﾉﾍﾞ ﾀｶｼ 岐阜県

4時間10分20秒1176 大庭 才門2056 ｵｵﾊﾞ ｻｲﾓﾝ 東京都

4時間10分21秒1177 出口 としこ421 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｼｺ 大阪府

4時間10分23秒1178 吉野 秀章1523 ﾖｼﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

4時間10分24秒1179 大津 千鶴96 ｵｵﾂ ﾁﾂﾞﾙ 京都府

4時間10分24秒1180 大津 隆892 ｵｵﾂ ﾀｶｼ 京都府

4時間10分25秒1181 森本 博史1728 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ 京都府

4時間10分34秒1182 藤井 宗孝2212 ﾌｼﾞｲ ﾑﾈﾀｶ 東京都

4時間10分38秒1183 伊藤 貴俊2058 ｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 東京都

4時間10分39秒1184 辻井 信夫1166 ﾂｼﾞｲ ﾉﾌﾞｵ 滋賀県

4時間10分43秒1185 中川 沙織235 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｵﾘ 富山県

4時間10分45秒1186 榎本 耕1138 ｴﾉﾓﾄ ｺｳ 三重県

4時間10分51秒1187 鷹田 祐靖653 ﾀｶﾀﾞ ｽｹﾔｽ 北海道

4時間11分01秒1188 宮田 正明1967 ﾐﾔﾀ ﾏｻｱｷ 大阪府

4時間11分08秒1189 高橋 里絵289 ﾀｶﾊｼ ﾘｴ 東京都

4時間11分09秒1190 三宅 荘介1094 ﾐﾔｹ ｿｳｽｹ 京都府

4時間11分15秒1191 大原 啓示1785 ｵｵﾊﾗ ｹｲｼﾞ 愛知県

4時間11分18秒1192 妹尾 香織75 ｾﾉｵ ｶｵﾘ 京都府

4時間11分19秒1193 木田 彰雄1206 ｷﾀﾞ ｱｷｵ 大阪府

4時間11分21秒1194 橋爪 俊明1503 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ 長野県

4時間11分43秒1195 中村 亜裕美501 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ 東京都

4時間11分44秒1196 佐々木 惇2271 ｻｻｷ ｱﾂｼ 東京都

4時間11分51秒1197 小倉 史郎1799 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 東京都

4時間11分51秒1198 澤井 義弘821 ｻﾜｲ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

4時間11分55秒1199 金城 隆1655 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 神奈川県

4時間12分00秒1200 岩橋 裕樹2047 ｲﾜﾊｼ ﾋﾛｷ 福井県
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4時間12分06秒1201 島崎 智子182 ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ 愛知県

4時間12分07秒1202 中神 光弘879 ﾅｶｶﾞﾐ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県

4時間12分09秒1203 米田 春樹1495 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙｷ 熊本県

4時間12分10秒1204 上野 佳恵310 ｳｴﾉ ﾖｼｴ 東京都

4時間12分10秒1205 東海林 佑美496 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾐ 長野県

4時間12分12秒1206 長谷川 義高665 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 愛知県

4時間12分18秒1207 橋本 和典906 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府

4時間12分21秒1208 石川 由紀子478 ｲｼｶﾜ ﾕｷｺ 茨城県

4時間12分23秒1209 山上 正芳1447 ﾔﾏｶﾐ ﾏｻﾖｼ 神奈川県

4時間12分23秒1210 佐藤 綾子460 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 愛知県

4時間12分24秒1211 カヌカ カツヒロ1318 ｶﾇｶ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県

4時間12分28秒1212 小野 恒二866 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 大阪府

4時間12分29秒1213 長谷川 千恵206 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｴ 新潟県

4時間12分31秒1214 植村 泉729 ｳｴﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 東京都

4時間12分32秒1215 西田 恒義1438 ﾆｼﾀﾞ ﾂﾈﾖｼ 愛知県

4時間12分39秒1216 浜崎 安希173 ﾊﾏｻｷ ｱｷ 埼玉県

4時間12分45秒1217 山本 彩98 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔ 京都府

4時間12分51秒1218 千葉 淳732 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 愛知県

4時間12分57秒1219 竹森 実1156 ﾀｹﾓﾘ ﾐﾉﾙ 群馬県

4時間13分17秒1220 小野 真理恵295 ｵﾉ ﾏﾘｴ 埼玉県

4時間13分17秒1221 森本 康之1492 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 兵庫県

4時間13分25秒1222 臼井 友浩2165 ｳｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

4時間13分26秒1223 植手 健嗣651 ｳｴﾃ ｹﾝｼﾞ 愛知県

4時間13分28秒1224 加藤 しのぶ385 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 愛知県

4時間13分29秒1225 斎藤 徹治1911 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｼﾞ 愛知県

4時間13分32秒1226 福本 美佳489 ﾌｸﾓﾄ ﾐｶ 大阪府

4時間13分36秒1227 藤井 和夫797 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｵ 兵庫県

4時間13分40秒1228 田口 祐司1870 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 岐阜県

4時間13分42秒1229 池田 清美20 ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾐ 福井県

4時間13分42秒1230 山下 智世280 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 東京都

4時間13分46秒1231 波多野 守男1934 ﾊﾀﾉ ﾓﾘｵ 長野県

4時間13分47秒1232 水原 忠光751 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞﾐﾂ 静岡県

4時間13分48秒1233 藤本 邦夫1207 ﾌｼﾞﾓﾄ ｸﾆｵ 愛知県

4時間14分00秒1234 新村 麻木288 ｼﾝﾑﾗ ｱｻｷ 愛知県

4時間14分03秒1235 佐野 雄士1036 ｻﾉ ﾕｳｼﾞ 静岡県

4時間14分06秒1236 出川 勝彦1579 ﾃﾞｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 埼玉県

4時間14分07秒1237 松井 亮介1524 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県

4時間14分12秒1238 伊庭 伸幸1876 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県

4時間14分13秒1239 仁科 央2247 ﾆｼﾅ ﾋｻｼ 愛知県

4時間14分19秒1240 東 不二夫1402 ﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞｵ 東京都

4時間14分27秒1241 村長 真理180 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾏﾘ 滋賀県

4時間14分30秒1242 伊夫伎 利直1225 ｲﾌﾞｷ ﾄｼﾅｵ 静岡県

4時間14分32秒1243 松本 昌久2190 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋｻ 愛知県

4時間14分32秒1244 松田 謙次2073 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県

4時間14分42秒1245 橋本 道子260 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁｺ 神奈川県

4時間14分42秒1246 江刺家 正1170 ｴｻｼｶ ﾀﾀﾞｼ 東京都

4時間14分45秒1247 萬羽 奈津美367 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅﾂﾐ 長野県

4時間14分52秒1248 小林 健宏1704 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 愛知県

4時間14分52秒1249 古川 健司706 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ 新潟県

4時間14分52秒1250 畠山 一宏1675 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 長野県
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4時間14分53秒1251 加茂 壮介1463 ｶﾓ ｿｳｽｹ 千葉県

4時間14分56秒1252 田原 覚也1188 ﾀﾊﾗ ｶｸﾔ 千葉県

4時間15分02秒1253 村田 真貴誉424 ﾑﾗﾀ ﾏｷﾖ 愛知県

4時間15分10秒1254 内本 史子490 ｳﾁﾓﾄ ﾌﾐｺ 大阪府

4時間15分11秒1255 河崎 禎信1557 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪府

4時間15分17秒1256 金本 仁美474 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 愛知県

4時間15分18秒1257 林 晃773 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 新潟県

4時間15分21秒1258 小高 有美子76 ｵﾀﾞｶ ﾕﾐｺ 東京都

4時間15分33秒1259 頼野 有香子155 ﾖﾘﾉ ﾕｶｺ 神奈川県

4時間15分40秒1260 小森 敬太2095 ｺﾓﾘ ｹｲﾀ 神奈川県

4時間15分43秒1261 宮地 めぐみ183 ﾐﾔﾁ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

4時間16分06秒1262 古武 由美子117 ｺﾀｹ ﾕﾐｺ 兵庫県

4時間16分08秒1263 中山 秀樹1601 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

4時間16分21秒1264 橘 都416 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾔｺ 大阪府

4時間16分27秒1265 舘山 道昭1208 ﾀﾃﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 東京都

4時間16分31秒1266 佐藤 隆則628 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 群馬県

4時間16分31秒1267 遠藤 裕太2035 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 静岡県

4時間16分34秒1268 川野 智子363 ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 長野県

4時間16分34秒1269 野見山 健治1049 ﾉﾐﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 長野県

4時間16分39秒1270 早田 恭子48 ｿｳﾀﾞ ｷｮｳｺ 大阪府

4時間16分40秒1271 橋口 逸朗731 ﾊｼｸﾞﾁ ｲﾂﾛｳ 愛知県

4時間16分43秒1272 白石 光央1251 ｼﾗｲｼ ﾐﾂｵ 東京都

4時間16分43秒1273 本多 恵美子87 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐｺ 東京都

4時間16分44秒1274 植野 晶2079 ｳｴﾉ ｱｷﾗ 埼玉県

4時間16分53秒1275 坪井 貴美子147 ﾂﾎﾞｲ ｷﾐｺ 大阪府

4時間16分55秒1276 清水 孝範1865 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 大阪府

4時間17分04秒1277 屋地 春彦1544 ﾔｼﾞ ﾊﾙﾋｺ 愛知県

4時間17分31秒1278 照井 英之1538 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県

4時間17分37秒1279 西巻 真奈美366 ﾆｼﾏｷ ﾏﾅﾐ 愛知県

4時間17分40秒1280 松本 豊679 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 石川県

4時間17分43秒1281 中野 博文1937 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ 東京都

4時間17分46秒1282 安藤 哲也1897 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 東京都

4時間17分47秒1283 川端 元基2179 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ 東京都

4時間18分02秒1284 水野 勝弘2132 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ 長野県

4時間18分03秒1285 金盛 幸治1971 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｼﾞ 茨城県

4時間18分12秒1286 米田 加奈美250 ﾖﾈﾀﾞ ｶﾅﾐ 熊本県

4時間18分21秒1287 黒柳 志保473 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼﾎ 奈良県

4時間18分22秒1288 福井 康彦728 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ 大阪府

4時間18分23秒1289 郷間 一樹647 ｺﾞｳﾏ ｶｽﾞｷ 滋賀県

4時間18分26秒1290 畑 和義1096 ﾊﾀ ｶｽﾞﾖｼ 長野県

4時間18分26秒1291 吉田 浩司1265 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県

4時間18分28秒1292 粕谷 貴美72 ｶｽﾔ ﾖｼﾐ 東京都

4時間18分29秒1293 島田 宇多子93 ｼﾏﾀﾞ ｳﾀｺ 大阪府

4時間18分30秒1294 市橋 浩司1385 ｲﾁﾊｼ ｺｳｼﾞ 愛知県

4時間18分34秒1295 児玉 聡美118 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄﾐ 和歌山県

4時間18分35秒1296 渡邉 守博1814 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県

4時間18分37秒1297 国枝 直人1335 ｸﾆｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 愛知県

4時間18分38秒1298 津熊 大輔2259 ﾂｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県

4時間18分49秒1299 斎藤 富雄1160 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｵ 群馬県

4時間18分53秒1300 伊藤 祐1969 ｲﾄｳ ﾀｽｸ 福岡県
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4時間19分02秒1301 井波 修1459 ｲﾅﾐ ｵｻﾑ 愛知県

4時間19分08秒1302 生田 あゆ美463 ｲｸﾀ ｱﾕﾐ 愛知県

4時間19分15秒1303 中野 恵230 ﾅｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 愛知県

4時間19分15秒1304 中野 貴之1421 ﾅｶﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県

4時間19分28秒1305 塚本 秀之1652 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 富山県

4時間19分30秒1306 川根 航757 ｶﾜﾈ ｺｳ 京都府

4時間19分43秒1307 杉浦 康博625 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県

4時間19分44秒1308 小川原 均1473 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 長野県

4時間19分47秒1309 丸山 充紀1371 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂｷ 埼玉県

4時間19分50秒1310 長谷川 祐太1512 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 愛知県

4時間19分55秒1311 大森 晋輔883 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｽｹ 神奈川県

4時間19分56秒1312 林 幸治1575 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 岐阜県

4時間20分00秒1313 小澤 英広1141 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ 長野県

4時間20分03秒1314 大久保 廣光1804 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐﾂ 三重県

4時間20分24秒1315 吉村 淳847 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 奈良県

4時間20分34秒1316 荻野 寿博1068 ｵｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 滋賀県

4時間20分35秒1317 丸井 小百合373 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 和歌山県

4時間20分35秒1318 前田 善三1713 ﾏｴﾀﾞ ｾﾞﾝｿﾞｳ 愛知県

4時間20分39秒1319 高野 正樹1703 ﾀｶﾉ ﾏｻｷ 愛知県

4時間20分44秒1320 花谷 めぐむ44 ﾊﾅﾀﾆ ﾒｸﾞﾑ 京都府

4時間20分48秒1321 笹尾 真敏1372 ｻｻｵ ﾏｻﾄｼ 東京都

4時間20分50秒1322 大塚 ゆかり305 ｵｵﾂｶ ﾕｶﾘ 長野県

4時間21分02秒1323 末廣 雅利613 ｽｴﾋﾛ ﾏｻﾄｼ 大阪府

4時間21分02秒1324 末廣 美希3 ｽｴﾋﾛ ﾐｷ 大阪府

4時間21分10秒1325 斎木 嘉文2163 ｻｲｷ ﾖｼﾌﾐ 大阪府

4時間21分16秒1326 木平 恭子221 ｷﾋﾗ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間21分17秒1327 佐藤 峰生1116 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ 岐阜県

4時間21分19秒1328 鶴田 祐之1923 ﾂﾙﾀ ﾕｳｼﾞ 愛知県

4時間21分22秒1329 島田 結衣94 ｼﾏﾀﾞ ﾕｲ 大阪府

4時間21分23秒1330 藪 記行2243 ﾔﾌﾞ ﾉﾘﾕｷ 愛知県

4時間21分32秒1331 鈴木 由季149 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 愛知県

4時間21分32秒1332 佐藤 友香148 ｻﾄｳ ﾕｶ 岐阜県

4時間21分34秒1333 櫻井 貴之1479 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 東京都

4時間21分38秒1334 成瀬 由紀子26 ﾅﾙｾ ﾕｷｺ 埼玉県

4時間21分54秒1335 高藤 洋平770 ﾀｶﾌｼﾞ ﾖｳﾍｲ 愛知県

4時間21分58秒1336 江刺家 雅子135 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 東京都

4時間22分05秒1337 坂井 千恵465 ｻｶｲ ﾁｴ 岐阜県

4時間22分05秒1338 坂井 久雄2151 ｻｶｲ ﾋｻｵ 岐阜県

4時間22分10秒1339 長尾 りえ464 ﾅｶﾞｵ ﾘｴ 東京都

4時間22分13秒1340 根木 敦史2254 ﾈｷ ｱﾂｼ 愛知県

4時間22分14秒1341 長谷川 裕実1137 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 三重県

4時間22分17秒1342 伊藤 ヨシロウ1935 ｲﾄｳ ﾖｼﾛｳ 大阪府

4時間22分32秒1343 村田 真理子413 ﾑﾗﾀ ﾏﾘｺ 東京都

4時間22分36秒1344 寺村 易予29 ﾃﾗﾑﾗ ﾔｽﾖ 愛知県

4時間22分37秒1345 大塚 麻芳638 ｵｵﾂｶ ｱｻﾖｼ 神奈川県

4時間22分48秒1346 岡部 美咲449 ｵｶﾍﾞ ﾐｻｷ 新潟県

4時間22分56秒1347 江原 光次1186 ｴﾊﾞﾗ ﾐﾂｼﾞ 埼玉県

4時間23分01秒1348 清水 克己1427 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾐ 埼玉県

4時間23分04秒1349 平尾 敦子243 ﾋﾗｵ ｱﾂｺ 大阪府

4時間23分09秒1350 星野 剛675 ﾎｼﾉ ﾀｹｼ 東京都
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4時間23分28秒1351 塩見 仁郎1340 ｼｵﾐ ﾆﾛｳ 長野県

4時間23分28秒1352 坂元 隆仁1338 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 愛知県

4時間23分37秒1353 高橋 好徳1334 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

4時間23分40秒1354 長谷川 未季157 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷ 東京都

4時間23分40秒1355 長谷川 祥子158 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺ 東京都

4時間23分41秒1356 土肥 まゆみ455 ﾄﾞﾋ ﾏﾕﾐ 東京都

4時間23分46秒1357 千田 幸恵207 ｾﾝﾀﾞ ｻﾁｴ 愛知県

4時間23分48秒1358 田邉 大輔2040 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県

4時間23分48秒1359 真野 晃寿1278 ﾏﾉ ｱｷﾋｻ 静岡県

4時間23分51秒1360 堀内 克俊1684 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾄｼ 東京都

4時間23分58秒1361 菊池 信行1272 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県

4時間23分59秒1362 白藤 悦子276 ｼﾗﾌｼﾞ ｴﾂｺ 大阪府

4時間24分01秒1363 平田 昌彦1357 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋｺ 大阪府

4時間24分13秒1364 仲川 勉1614 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 茨城県

4時間24分31秒1365 石原 紀之1514 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 愛知県

4時間24分33秒1366 池田 直矢2024 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 静岡県

4時間24分36秒1367 村長 康男1228 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾔｽｵ 滋賀県

4時間25分10秒1368 大羽 智恵美40 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県

4時間25分19秒1369 石田 武1368 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都

4時間25分21秒1370 大河内 昌章1547 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻｱｷ 愛知県

4時間25分25秒1371 松葉 ようすけ1307 ﾏﾂﾊﾞ ﾖｳｽｹ 長野県

4時間25分27秒1372 増澤 昇一2240 ﾏｽｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 長野県

4時間25分33秒1373 南 和美309 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾐ 大阪府

4時間25分36秒1374 信貴 史雄1252 ｼｷﾞ ﾌﾐｵ 大阪府

4時間25分40秒1375 乙野 保裕1358 ｵﾄﾉ ﾔｽﾋﾛ 大阪府

4時間25分50秒1376 上巾 貴之1201 ｶﾐﾊﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県

4時間25分51秒1377 太田 祥子419 ｵｵﾀ ｻﾁｺ 愛知県

4時間25分59秒1378 恩田 翔2273 ｵﾝﾀﾞ ｼｮｳ 岐阜県

4時間26分08秒1379 村瀬 亜都沙318 ﾑﾗｾ ｱﾂﾞｻ 愛知県

4時間26分13秒1380 原田 真臣1854 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 神奈川県

4時間26分25秒1381 中原 明美224 ﾅｶﾊﾗ ｱｹﾐ 神奈川県

4時間26分26秒1382 坂口 勝1405 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 神奈川県

4時間26分27秒1383 本多 裕856 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都

4時間26分42秒1384 田島 博之1088 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 福井県

4時間26分42秒1385 芦澤 千春246 ｱｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 山梨県

4時間26分44秒1386 成田 昌広1618 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野県

4時間26分44秒1387 佐藤 貴久2122 ｻﾄｳ ﾀｶﾋｻ 長野県

4時間26分46秒1388 益森 まり4 ﾏｽﾓﾘ ﾏﾘ 神奈川県

4時間26分47秒1389 藤田 和成2258 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県

4時間26分59秒1390 中村 文也1417 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 三重県

4時間27分08秒1391 横井 久美子500 ﾖｺｲ ｸﾐｺ 愛知県

4時間27分20秒1392 服部 静香441 ﾊｯﾄﾘ ｼｽﾞｶ 愛知県

4時間27分22秒1393 奥谷 かずお2159 ｵｸﾔ ｶｽﾞｵ 愛知県

4時間27分30秒1394 持田 英昭699 ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

4時間27分43秒1395 橋本 尚典1527 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ 愛知県

4時間27分48秒1396 三谷 郁夫1787 ﾐﾀﾆ ﾌﾐｵ 東京都

4時間27分53秒1397 中村 曉1667 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 富山県

4時間27分56秒1398 溝口 美智代103 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾁﾖ 埼玉県

4時間28分07秒1399 岩崎 文昭2245 ｲﾜｻｷ ﾌﾐｱｷ 東京都

4時間28分19秒1400 宮下 里香63 ﾐﾔｼﾀ ﾘｶ 愛知県
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4時間28分24秒1401 老平 和道2168 ｵｲﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 愛知県

4時間28分33秒1402 青柳 恵美301 ｱｵﾔｷﾞ ｴﾐ 山梨県

4時間28分36秒1403 登嶋 由紀389 ﾄｼﾏ ﾕｷ 神奈川県

4時間28分42秒1404 奥山 こずえ12 ｵｸﾔﾏ ｺｽﾞｴ 神奈川県

4時間28分43秒1405 森田 清2172 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 神奈川県

4時間28分45秒1406 富田 愛美377 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 愛知県

4時間28分54秒1407 田中 展望1880 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾓﾁ 愛知県

4時間29分05秒1408 水野 昭美503 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾙﾐ 愛知県

4時間29分08秒1409 小原 裕史1942 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県

4時間29分22秒1410 元田 真弓114 ﾓﾄﾀﾞ ﾏﾕﾐ 和歌山県

4時間29分42秒1411 高済 映子267 ﾀｶｽﾐ ｴｲｺ 東京都

4時間29分42秒1412 杉山 徹714 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 東京都

4時間29分48秒1413 安見 洋介1892 ﾔｽﾐ ﾖｳｽｹ 静岡県

4時間29分48秒1414 野原 直樹1428 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 東京都

4時間29分50秒1415 星 卓也1921 ﾎｼ ﾀｸﾔ 愛知県

4時間29分58秒1416 水野 大輔2173 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府

4時間30分08秒1417 下條 雄三郎2017 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 大阪府

4時間30分23秒1418 矢島 良枝89 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｴ 千葉県

4時間30分32秒1419 水野 元博692 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県

4時間30分34秒1420 下野 昭一774 ｼﾓﾉ ｼｮｳｲﾁ 千葉県

4時間30分45秒1421 生田 浩1063 ｲｸﾀ ﾋﾛｼ 愛知県

4時間30分46秒1422 野路 敬子347 ﾉｼﾞ ｹｲｺ 奈良県

4時間30分59秒1423 木村 誠851 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 三重県

4時間30分59秒1424 寺内 伸江497 ﾃﾗｳﾁ ﾉﾌﾞｴ 栃木県

4時間31分04秒1425 田鍋 和仁765 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都

4時間31分09秒1426 小原 保江177 ｵﾊﾗ ﾔｽｴ 岡山県

4時間31分10秒1427 伊藤 秀昭718 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県

4時間31分14秒1428 山本 久美子229 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ 奈良県

4時間31分15秒1429 高綱 央1650 ﾀｶﾂﾅ ﾋｻｼ 新潟県

4時間31分19秒1430 橋本 友美404 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知県

4時間31分26秒1431 金本 典子446 ｶﾈﾓﾄ ﾉﾘｺ 愛知県

4時間31分27秒1432 佐藤 伸治1254 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 群馬県

4時間31分28秒1433 川口 岬2262 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻｷ 兵庫県

4時間31分34秒1434 鎌田 達子124 ｶﾏﾀ ﾀﾂｺ 埼玉県

4時間31分40秒1435 林口 寛之827 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 栃木県

4時間31分43秒1436 渡辺 大基1286 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 京都府

4時間32分12秒1437 中上 あゆみ491 ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 富山県

4時間32分12秒1438 倉田 いずみ492 ｸﾗﾀ ｲｽﾞﾐ 富山県

4時間32分12秒1439 高島 由紀子493 ﾀｶｼﾏ ﾕｷｺ 富山県

4時間32分13秒1440 浅野 貴1987 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 静岡県

4時間32分17秒1441 石井 正彦2150 ｲｼｲ ﾏｻﾋｺ 東京都

4時間32分20秒1442 中村 敦641 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 埼玉県

4時間32分30秒1443 小林 奈津子56 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｺ 東京都

4時間32分30秒1444 池村 大輔734 ｲｹﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 石川県

4時間32分36秒1445 平野 ゆうき252 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 埼玉県

4時間32分42秒1446 大原 京子329 ｵｵﾊﾗ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間32分55秒1447 田中 博996 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 大阪府

4時間32分55秒1448 田中 恵子119 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 大阪府

4時間32分57秒1449 服部 明夫1090 ﾊｯﾄﾘ ｱｷｵ 愛知県

4時間33分00秒1450 木村 一也2103 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 大阪府
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4時間33分05秒1451 小林 俊策1800 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｻｸ 東京都

4時間33分06秒1452 宮武 頼史2002 ﾐﾔﾀｹ ﾖｼﾋﾄ 兵庫県

4時間33分06秒1453 阿久津 昌兵1671 ｱｸﾂ ｼｮｳﾍｲ 兵庫県

4時間33分06秒1454 上西 達也1862 ｳｴﾆｼ ﾀﾂﾔ 兵庫県

4時間33分10秒1455 木野 衛1707 ｷﾉ ﾏﾓﾙ 京都府

4時間33分14秒1456 小林 俊介2189 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 愛知県

4時間33分14秒1457 松尾 智裕2078 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県

4時間33分14秒1458 加藤 充2081 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 愛知県

4時間33分17秒1459 塩崎 万里452 ｼｵｻﾞｷ ﾏﾘ 愛知県

4時間33分20秒1460 浅井 翠200 ｱｻｲ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県

4時間33分21秒1461 木川 達人2232 ｷｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ 東京都

4時間33分21秒1462 笈川 浩司1489 ｵｲｶﾜ ｺｳｼﾞ 千葉県

4時間33分26秒1463 深澤 博1268 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｼ 埼玉県

4時間33分43秒1464 西條 美久213 ｻｲｼﾞｮｳ ﾐｸ 三重県

4時間33分44秒1465 鈴木 心佳子67 ｽｽﾞｷ ﾐｶｺ 愛知県

4時間33分44秒1466 安藤 亜由子395 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾕｺ 愛知県

4時間33分44秒1467 佐藤 倫子340 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 愛知県

4時間33分44秒1468 森 佳紀2127 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

4時間33分44秒1469 三浦 一二1824 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｼﾞ 愛知県

4時間33分45秒1470 南 岳志2241 ﾐﾅﾐ ﾀｹｼ 愛知県

4時間33分45秒1471 水野 早穂214 ﾐｽﾞﾉ ｻﾎ 愛知県

4時間33分45秒1472 村上 勇三802 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｿﾞｳ 愛知県

4時間33分51秒1473 ぬで島 正1142 ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 群馬県

4時間33分55秒1474 景山 弥生334 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔﾖｲ 鳥取県

4時間34分03秒1475 深瀬 正子15 ﾌｶｾ ﾏｻｺ 神奈川県

4時間34分08秒1476 中村 匡希2153 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 長野県

4時間34分09秒1477 大力 博輝2191 ﾀﾞｲﾘｷ ﾋﾛｷ 静岡県

4時間34分10秒1478 藤倉 秀紀1231 ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾃﾞｷ 長野県

4時間34分14秒1479 小西 由莉子406 ｺﾆｼ ﾕﾘｺ 京都府

4時間34分16秒1480 柳沢 恵美子136 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｴﾐｺ 長野県

4時間34分24秒1481 木藤 朋子238 ｷﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 東京都

4時間34分42秒1482 阿部 照代209 ｱﾍﾞ ﾃﾙﾖ 滋賀県

4時間34分44秒1483 大野 伸子467 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｺ 愛知県

4時間34分53秒1484 曽我 香織225 ｿｶﾞ ｶｵﾘ 東京都

4時間34分56秒1485 田中 智子85 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ 千葉県

4時間34分58秒1486 西山 千尋339 ﾆｼﾔﾏ ﾁﾋﾛ 岡山県

4時間35分06秒1487 黒澤 哲1179 ｸﾛｻﾜ ｻﾄﾙ 長野県

4時間35分20秒1488 林口 ゆきえ82 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木県

4時間35分35秒1489 青柳 良一870 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ 山梨県

4時間35分44秒1490 金藤 幸治1312 ｷﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 千葉県

4時間35分50秒1491 石井 美枝202 ｲｼｲ ﾐｴ 神奈川県

4時間35分50秒1492 山元 普1139 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県

4時間35分51秒1493 仲川 駿1615 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 茨城県

4時間35分52秒1494 中村 英幸1951 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 滋賀県

4時間35分53秒1495 稲本 有希子71 ｲﾅﾓﾄ ﾕｷｺ 愛知県

4時間35分56秒1496 鈴木 伸彦1510 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛知県

4時間35分58秒1497 真武 克予287 ﾏﾀｹ ｶﾂﾖ 埼玉県

4時間36分04秒1498 藤田 美津子8 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂｺ 静岡県

4時間36分04秒1499 藤田 義彦637 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｺ 静岡県

4時間36分05秒1500 加茂 香織331 ｶﾓ ｶｵﾘ 静岡県
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4時間36分05秒1501 大橋 絵利子332 ｵｵﾊｼ ｴﾘｺ 静岡県

4時間36分08秒1502 青木 邦彦1308 ｱｵｷ ｸﾆﾋｺ 愛知県

4時間36分08秒1503 清水 隆之1033 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都

4時間36分09秒1504 平林 幸江152 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷｴ 愛知県

4時間36分16秒1505 宮田 浩二2091 ﾐﾔﾀ ｺｳｼﾞ 長野県

4時間36分24秒1506 山住 一人1933 ﾔﾏｽﾞﾐ ｶｽﾞﾄ 愛知県

4時間36分27秒1507 田中 靖士1042 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 東京都

4時間36分34秒1508 佐野 泰啓2228 ｻﾉ ﾔｽﾋﾛ 静岡県

4時間36分39秒1509 加藤 敦子350 ｶﾄｳ ｱﾂｺ 東京都

4時間36分43秒1510 椙本 一郎1542 ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 愛知県

4時間36分53秒1511 前田 崇幸2224 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県

4時間36分53秒1512 齊藤 美保279 ｻｲﾄｳ ﾐﾎ 愛知県

4時間36分54秒1513 齊藤 政法1592 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 愛知県

4時間36分56秒1514 藤田 賀久1108 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾋｻ 東京都

4時間37分05秒1515 渡邊 邦子127 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｺ 東京都

4時間37分12秒1516 市川 貴浩1484 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県

4時間37分16秒1517 安田 幸一1017 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 兵庫県

4時間37分16秒1518 佐藤 貴康1221 ｻﾄｳ ﾀｶﾔｽ 東京都

4時間37分17秒1519 青木 孝枝320 ｱｵｷ ﾀｶｴ 東京都

4時間37分17秒1520 水谷 友美337 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾐ 愛知県

4時間37分17秒1521 大橋 恭子185 ｵｵﾊｼ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間37分18秒1522 浅野 敏章2152 ｱｻﾉ ﾄｼｱｷ 長野県

4時間37分20秒1523 岡田 美和子247 ｵｶﾀﾞ ﾐﾜｺ 愛知県

4時間37分30秒1524 山領 浩美485 ﾔﾏﾘｮｳ ﾋﾛﾐ 大阪府

4時間37分30秒1525 山領 崇司2219 ﾔﾏﾘｮｳ ﾀｶｼ 大阪府

4時間37分33秒1526 柳澤 文雄1528 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾐｵ 長野県

4時間37分35秒1527 高橋 拓也733 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 愛知県

4時間37分36秒1528 林 明日香425 ﾊﾔｼ ｱｽｶ 愛知県

4時間37分40秒1529 白木 宏和2018 ｼﾗｷ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県

4時間37分53秒1530 萬澤 義男664 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ 東京都

4時間37分54秒1531 安田 愛443 ﾔｽﾀﾞ ｱｲ 岐阜県

4時間37分56秒1532 大谷 光政1081 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾏｻ 長野県

4時間38分03秒1533 大野 聡829 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 埼玉県

4時間38分03秒1534 加藤 文彦1127 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 千葉県

4時間38分05秒1535 村田 淳2055 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ 神奈川県

4時間38分09秒1536 倉坪 奈緒美60 ｸﾗﾂﾎﾞ ﾅｵﾐ 愛知県

4時間38分10秒1537 倉島 房江327 ｸﾗｼﾏ ﾌｻｴ 長野県

4時間38分16秒1538 大田 嗣子210 ｵｵﾀ ﾂｷﾞｺ 愛知県

4時間38分26秒1539 原 康暢1807 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 愛知県

4時間38分31秒1540 伊東 健太郎1940 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県

4時間38分37秒1541 吉田 佳世121 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 愛知県

4時間38分44秒1542 山中 貴裕1966 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県

4時間38分46秒1543 福田 亜弓美365 ﾌｸﾀ ｱﾕﾐ 愛知県

4時間38分51秒1544 後呂 和男994 ｺﾞﾛ ｶｽﾞｵ 愛知県

4時間39分04秒1545 大附 邦夫2227 ｵｵﾂｷ ｸﾆｵ 埼玉県

4時間39分07秒1546 森下 浩文1844 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県

4時間39分07秒1547 門田 桃子348 ｶﾄﾀﾞ ﾓﾓｺ 兵庫県

4時間39分17秒1548 枝川 さち子146 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾁｺ 大阪府

4時間39分28秒1549 井上 恵美子476 ｲﾉｳｴ ｴﾐｺ 東京都

4時間39分28秒1550 木之元 謙一郎2195 ｷﾉﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都
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4時間39分30秒1551 緒方 宏隆1606 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県

4時間39分45秒1552 佐伯 和俊1388 ｻｴｷ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜県

4時間39分45秒1553 桝本 勝則798 ﾏｽﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ 沖縄県

4時間39分46秒1554 武藤 弘憲1386 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 岐阜県

4時間39分46秒1555 須藤 秀雄1023 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県

4時間39分48秒1556 岸川 大輔752 ｷｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県

4時間40分00秒1557 酒井 香代子494 ｻｶｲ ｶﾖｺ 愛知県

4時間40分00秒1558 川村 功生2251 ｶﾜﾑﾗ ｲｻｵ 愛知県

4時間40分06秒1559 井上 義一1973 ｲﾉｳｴ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

4時間40分10秒1560 古川 善一1756 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県

4時間40分12秒1561 石渡 明971 ｲｼﾜﾀﾘ ｱｷﾗ 神奈川県

4時間40分12秒1562 丸山 美佐恵113 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｴ 東京都

4時間40分13秒1563 伊藤 耕一896 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都

4時間40分17秒1564 牧 千春505 ﾏｷ ﾁﾊﾙ 愛知県

4時間40分18秒1565 八久 真也2193 ﾔｷﾞｭｳ ｼﾝﾔ 愛知県

4時間40分20秒1566 村上 伊津子154 ﾑﾗｶﾐ ｲﾂｺ 滋賀県

4時間40分21秒1567 宮崎 豊胤649 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾖﾂｸﾞ 滋賀県

4時間40分23秒1568 岩下 順亮1572 ｲﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝｽｹ 栃木県

4時間40分28秒1569 吉永 裕美子24 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾐｺ 静岡県

4時間40分33秒1570 高畑 佳二1850 ﾀｶﾊﾀ ｹｲｼﾞ 愛知県

4時間40分33秒1571 原 佐和子18 ﾊﾗ ｻﾜｺ 千葉県

4時間40分35秒1572 赤松 祥江77 ｱｶﾏﾂ ｻﾁｴ 大阪府

4時間40分35秒1573 中村 友子22 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 兵庫県

4時間40分38秒1574 盛岡 京子438 ﾓﾘｵｶ ｷｮｳｺ 愛知県

4時間40分38秒1575 島 陽子354 ｼﾏ ﾖｳｺ 三重県

4時間41分01秒1576 森田 悦子201 ﾓﾘﾀ ｴﾂｺ 奈良県

4時間41分04秒1577 神野 和彦1456 ｶﾐﾉ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県

4時間41分06秒1578 石田 宏1262 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県

4時間41分11秒1579 高橋 美穂子23 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｺ 兵庫県

4時間41分14秒1580 柏木 祐氏787 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

4時間41分30秒1581 尾上 貴子268 ｵﾉｴ ﾀｶｺ 東京都

4時間41分30秒1582 金澤 愛36 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｲ 千葉県

4時間41分34秒1583 岩垂 真紀432 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｷ 長野県

4時間41分36秒1584 長谷川 鉱一2011 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 愛知県

4時間41分36秒1585 山城 和馬1884 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞﾏ 岐阜県

4時間41分40秒1586 北野 雅樹1373 ｷﾀﾉ ﾏｻｷ 東京都

4時間41分51秒1587 平田 節夫951 ﾋﾗﾀ ｾﾂｵ 京都府

4時間41分51秒1588 安藤 えつ子101 ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾂｺ 京都府

4時間41分55秒1589 井上 敦子41 ｲﾉｳｴ ｱﾂｺ 神奈川県

4時間41分56秒1590 跡見 浩樹1465 ｱﾄﾐ ﾋﾛｷ 静岡県

4時間41分57秒1591 跡見 文子240 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ 静岡県

4時間41分58秒1592 金井 出654 ｶﾅｲ ｲｽﾞﾙ 神奈川県

4時間42分14秒1593 上西 敦子324 ｳｴﾆｼ ｱﾂｺ 岐阜県

4時間42分14秒1594 菅沼 峰子326 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾈｺ 岐阜県

4時間42分14秒1595 堺 亜紀子325 ｻｶｲ ｱｷｺ 岐阜県

4時間42分15秒1596 市野 洋充1462 ｲﾁﾉ ﾋﾛﾐﾂ 兵庫県

4時間42分20秒1597 細川 恵未342 ﾎｿｶﾜ ｴﾐ 大阪府

4時間42分30秒1598 赤池 聡1948 ｱｶｲｹ ｻﾄｼ 埼玉県

4時間42分31秒1599 湯口 修次1726 ﾕｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 愛知県

4時間42分35秒1600 瀬戸 正人1151 ｾﾄ ﾏｻﾄ 石川県
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4時間42分46秒1601 大石 祐亮1693 ｵｵｲｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県

4時間42分54秒1602 田邉 馨433 ﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 千葉県

4時間42分55秒1603 豊田 秋喜1578 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾖｼ 埼玉県

4時間42分55秒1604 豊田 美喜275 ﾄﾖﾀﾞ ﾐｷ 埼玉県

4時間42分55秒1605 名平 知弘1441 ﾅﾋﾗ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県

4時間42分59秒1606 高田　亜希508 ﾀｶﾀﾞ ｱｷ

4時間43分03秒1607 原田 繁739 ﾊﾗﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 山梨県

4時間43分09秒1608 和田 佳丈1941 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾀｹ 兵庫県

4時間43分10秒1609 田中 来812 ﾀﾅｶ ｷﾀﾙ 兵庫県

4時間43分11秒1610 中村 晶子42 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ 埼玉県

4時間43分22秒1611 内田 真美子95 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾐｺ 埼玉県

4時間43分22秒1612 内田 貴891 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県

4時間43分23秒1613 松本 昭雄1602 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｵ 三重県

4時間43分26秒1614 時田 三喜春2076 ﾄｷﾀﾞ ﾐｷﾊﾙ 福井県

4時間43分29秒1615 横田 勝良1310 ﾖｺﾀ ｶﾂﾖｼ 静岡県

4時間43分33秒1616 田川 育男917 ﾀｶﾞﾜ ｲｸｵ 岐阜県

4時間43分33秒1617 田川 博美99 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ 岐阜県

4時間43分35秒1618 東方 彩香323 ﾄｳﾎﾞｳ ｱﾔｶ 愛知県

4時間43分39秒1619 風間 理江231 ｶｻﾞﾏ ﾘｴ 東京都

4時間43分48秒1620 高岡 文比呂1641 ﾀｶｵｶ ﾌﾐﾋﾛ 愛媛県

4時間43分54秒1621 桜井 裕子429 ｻｸﾗｲ ﾕｳｺ 愛知県

4時間44分04秒1622 相田 洋子159 ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｺ 群馬県

4時間44分05秒1623 望月 修1048 ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｻﾑ 静岡県

4時間44分25秒1624 吉川 真司740 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県

4時間44分25秒1625 水野 小百合428 ﾐｽﾞﾉ ｻﾕﾘ 愛知県

4時間44分26秒1626 佐藤 智子457 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 愛知県

4時間44分29秒1627 佐竹 浩1676 ｻﾀｹ ﾋﾛｼ 岐阜県

4時間44分31秒1628 高橋 靖弘1838 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県

4時間44分40秒1629 神野 陽子451 ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｺ 愛知県

4時間44分42秒1630 絹野 知永子343 ｷﾇﾉ ﾁｴｺ 京都府

4時間44分46秒1631 坪内 咲実278 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻｸﾐ 愛知県

4時間44分46秒1632 北川 勲1950 ｷﾀｶﾞﾜ ｲｻｵ 愛知県

4時間44分49秒1633 中谷 契己1339 ﾅｶﾀﾆ ｹｲｼﾞ 兵庫県

4時間45分01秒1634 尾田 賀津美445 ｵﾀﾞ ｶﾂﾞﾐ 大阪府

4時間45分05秒1635 花井 宏子258 ﾊﾅｲ ﾋﾛｺ 愛知県

4時間45分09秒1636 松浦 美樹2223 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｷ 千葉県

4時間45分15秒1637 今中 克彦617 ｲﾏﾅｶ ｶﾂﾋｺ 兵庫県

4時間45分22秒1638 北原 佳定619 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼｻﾀﾞ 茨城県

4時間45分28秒1639 武 和将1566 ﾀｹ ｶｽﾞﾏｻ 愛知県

4時間45分33秒1640 宗宮 廣和1960 ｿｳﾐﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県

4時間45分34秒1641 杉浦 有映483 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳ 愛知県

4時間45分42秒1642 佐藤 心一2270 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 千葉県

4時間45分48秒1643 風間 英樹1062 ｶｻﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 静岡県

4時間45分50秒1644 国広 愛459 ｸﾆﾋﾛ ｱｲ 三重県

4時間45分54秒1645 上吉 陽人1183 ｶﾐﾖｼ ｱｷﾄ 千葉県

4時間45分55秒1646 堤 美和子265 ﾂﾂﾐ ﾐﾜｺ 三重県

4時間46分00秒1647 仲宗根 剛1013 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ 愛知県

4時間46分11秒1648 頼野 耕介1516 ﾖﾘﾉ ｺｳｽｹ 京都府

4時間46分11秒1649 フジタ トモヒサ1751 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋｻ 愛知県

4時間46分11秒1650 両角 秀勝818 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｶﾂ 愛知県
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4時間46分12秒1651 佐々木 香菜子70 ｻｻｷ ｶﾅｺ 愛知県

4時間46分15秒1652 石田 勝彦726 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 奈良県

4時間46分19秒1653 水口 浩子64 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 静岡県

4時間46分20秒1654 水口 勝弘772 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 静岡県

4時間46分31秒1655 大江 祥子375 ｵｵｴ ｼｮｳｺ 和歌山県

4時間46分32秒1656 藤岡 智美374 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 和歌山県

4時間46分33秒1657 森本 順子293 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

4時間46分39秒1658 西田 穂高1216 ﾆｼﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 栃木県

4時間46分39秒1659 山本 浩司1986 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 兵庫県

4時間46分46秒1660 松原 葉子392 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 愛知県

4時間46分46秒1661 高橋 幸雄1968 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 埼玉県

4時間46分48秒1662 酒井 浩二2102 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 大阪府

4時間46分48秒1663 広田 剛2101 ﾋﾛﾀ ﾂﾖｼ 大阪府

4時間46分58秒1664 峰田 知子335 ﾐﾈﾀ ﾄﾓｺ 東京都

4時間46分59秒1665 加藤 真弓336 ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ 東京都

4時間46分59秒1666 大迫 和秀2147 ｵｵｻｺ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 大阪府

4時間47分17秒1667 森 由紀子188 ﾓﾘ ﾕｷｺ 埼玉県

4時間47分33秒1668 宮澤 治樹2111 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 長野県

4時間47分34秒1669 別府 総平716 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 長野県

4時間47分35秒1670 松本 侑也1808 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 愛知県

4時間47分52秒1671 大窪 道明2107 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾁｱｷ 兵庫県

4時間47分57秒1672 神村 綾356 ｶﾐﾑﾗ ｱﾔ 愛知県

4時間48分05秒1673 千葉 智弘1443 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県

4時間48分06秒1674 藤角 弘一1564 ﾌｼﾞｽﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県

4時間48分11秒1675 門田 明正1832 ｶﾄﾀﾞ ｱｷﾏｻ 岐阜県

4時間48分16秒1676 鶴田 ひとみ466 ﾂﾙﾀ ﾋﾄﾐ 奈良県

4時間48分19秒1677 内田 富美子410 ｳﾁﾀﾞ ﾌﾐｺ 東京都

4時間48分20秒1678 牛尾 健太郎1985 ｳｼｵ ｹﾝﾀﾛｳ 兵庫県

4時間48分24秒1679 三浦 浩911 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三重県

4時間48分30秒1680 戸田 彰1793 ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ 岐阜県

4時間48分31秒1681 守屋 久男1044 ﾓﾘﾔ ﾋｻｵ 東京都

4時間48分34秒1682 中田 錦宏1498 ﾅｶﾀﾞ ｶﾈﾋﾛ 静岡県

4時間48分36秒1683 田村 こずえ357 ﾀﾑﾗ ｺｽﾞｴ 奈良県

4時間48分36秒1684 坂井 文子372 ｻｶｲ ｱﾔｺ 奈良県

4時間48分36秒1685 青島 一郎1184 ｱｵｼﾏ ｲﾁﾛｳ 静岡県

4時間48分57秒1686 亀原 義明1612 ｶﾒﾊﾗ ﾖｼｱｷ 長野県

4時間49分04秒1687 大国 康之1177 ｵｵｸﾆ ﾔｽﾕｷ 大阪府

4時間49分05秒1688 藤原 真理子401 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾘｺ 愛知県

4時間49分05秒1689 松本 さち400 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁ 愛知県

4時間49分26秒1690 小林 繁1323 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 長野県

4時間49分31秒1691 村中 由紀387 ﾑﾗﾅｶ ﾕｷ 東京都

4時間49分33秒1692 村中 浩二1924 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都

4時間49分36秒1693 町田 哲夫1040 ﾏﾁﾀﾞ ﾃﾂｵ 東京都

4時間49分38秒1694 岡野 堅一1595 ｵｶﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都

4時間49分47秒1695 山田 健太1874 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知県

4時間49分47秒1696 根本 剛1403 ﾈﾓﾄ ﾂﾖｼ 茨城県

4時間49分54秒1697 小松崎 曜子69 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｺ 神奈川県

4時間49分54秒1698 萩原 久子74 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻｺ 東京都

4時間49分54秒1699 坂井 和広817 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府

4時間49分55秒1700 坂井 泰子78 ｻｶｲ ﾀｲｺ 大阪府
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30km　総合

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

 2013/6/23

スタート： -

会場: 

主催: 乗鞍天空マラソン実行委員会

4時間50分00秒1701 朝倉 健一769 ｱｻｸﾗ ｹﾝｲﾁ 神奈川県

4時間50分05秒1702 横田 修平2216 ﾖｺﾀ ｼｭｳﾍｲ 愛知県

4時間50分16秒1703 近藤 正一1750 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県

4時間50分21秒1704 稲見 多恵子409 ｲﾅﾐ ﾀｴｺ 埼玉県

4時間50分23秒1705 谷沢 亜希178 ﾀﾆｻﾞﾜ ｱｷ 新潟県

4時間50分25秒1706 中澤 明美169 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｹﾐ 群馬県

4時間50分25秒1707 関口 美智子205 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 群馬県

4時間50分31秒1708 横井 順子262 ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県

4時間50分43秒1709 滝本 俊明1367 ﾀｷﾓﾄ ﾄｼｱｷ 三重県

4時間50分44秒1710 佐藤 暢裕1583 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県

4時間50分45秒1711 加藤 愼1989 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 千葉県

4時間50分45秒1712 森下 昌子361 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｺ 奈良県

4時間50分49秒1713 不動 光子233 ﾌﾄﾞｳ ﾐﾂｺ 大阪府

4時間50分57秒1714 近藤 豊久775 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾖﾋｻ 兵庫県

4時間51分02秒1715 武藤 真美香487 ﾑﾄｳ ﾏﾐｶ 長野県

4時間51分02秒1716 都築 豊久725 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾖﾋｻ 千葉県

4時間51分07秒1717 柴原 一弘1110 ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県

4時間51分17秒1718 宮澤 里紗450 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｻ 長野県

4時間51分19秒1719 武田 洋一1320 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 長野県

4時間51分27秒1720 酒井 誠一2252 ｻｶｲ ｾｲｲﾁ 愛知県

4時間51分32秒1721 福山 幸洋2213 ﾌｸﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 大阪府

4時間51分32秒1722 和田 有路481 ﾜﾀﾞ ﾕﾐ 大阪府

4時間51分45秒1723 木村 洋子456 ｷﾑﾗ ﾖｳｺ 愛知県

4時間51分46秒1724 桑原 武834 ｸﾜﾊﾗ ﾀｹｼ 愛知県

4時間51分58秒1725 高島 政則2069 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 愛知県

4時間51分59秒1726 鶴田 博621 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｼ 群馬県

4時間51分59秒1727 鶴田 園子5 ﾂﾙﾀ ｿﾉｺ 群馬県

4時間52分04秒1728 宗宮 匡尚1389 ｿｳﾐﾔ ﾏｻﾅｵ 岐阜県

4時間52分40秒1729 門田 三和子349 ｶﾄﾀﾞ ﾐﾜｺ 岐阜県

4時間52分44秒1730 小島 千鶴304 ｺｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ 愛知県

4時間52分44秒1731 谷田 辰郎2203 ﾀﾆﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 大阪府

4時間52分54秒1732 田中 常裕858 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋﾛ 愛知県

4時間53分16秒1733 佐藤 善貴635 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 神奈川県

4時間53分22秒1734 皆川 耕792 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｸ 愛知県

4時間53分28秒1735 鈴屋 千加子123 ｽｽﾞﾔ ﾁｶｺ 愛知県

4時間53分43秒1736 岡田 勉1174 ｵｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ 三重県

4時間53分45秒1737 千葉 文恵31 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｴ 大阪府

4時間53分54秒1738 佐野 正博909 ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 静岡県

4時間53分55秒1739 小川 博紀822 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 岐阜県

4時間53分58秒1740 林 貴昭1982 ﾊﾔｼ ﾀｶｱｷ 兵庫県

4時間54分05秒1741 堀 直博2134 ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ 岐阜県

4時間54分07秒1742 鈴木 一也1795 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 群馬県

4時間54分08秒1743 越川 孝雄615 ｺｼｶﾜ ﾀｶｵ 千葉県

4時間54分13秒1744 渡辺 憲一1032 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 愛知県

4時間54分15秒1745 石毛 克身965 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾐ 千葉県

4時間54分17秒1746 近藤 真梨恵333 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｴ 愛知県

4時間54分19秒1747 浅野 陽平1700 ｱｻﾉ ﾖｳﾍｲ 神奈川県

4時間54分24秒1748 杉本 佐登美59 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾐ 群馬県

4時間54分26秒1749 平野 利一2274 ﾋﾗﾉ ﾄｼｶｽﾞ 大阪府

4時間54分42秒1750 牟田 喜子426 ﾑﾀ ﾖｼｺ 愛知県
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4時間54分42秒1751 浦田 潤一2149 ｳﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県

4時間54分43秒1752 磯部 直子28 ｲｿﾍﾞ ﾅｵｺ 愛知県

4時間54分44秒1753 平間 佑美447 ﾋﾗﾏ ﾕﾐ 愛知県

4時間54分44秒1754 磯部 稔689 ｲｿﾍﾞ ﾐﾉﾙ 愛知県

4時間54分45秒1755 佐竹 幸男931 ｻﾀｹ ﾕｷｵ 静岡県

4時間54分46秒1756 寄川 育子486 ﾖﾘｶﾜ ｲｸｺ 栃木県

4時間54分51秒1757 屋代 貴明2222 ﾔｼﾛ ﾀｶｱｷ 栃木県

4時間54分55秒1758 野口 浩樹1266 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 東京都

4時間54分55秒1759 藤井 豪1415 ﾌｼﾞｲ ｺﾞｳ 神奈川県

4時間54分56秒1760 小柳 賢介1450 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｽｹ 神奈川県

4時間54分58秒1761 村上 輝高1993 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙﾀｶ 愛知県

4時間55分05秒1762 下島 正裕1691 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県

4時間55分15秒1763 小林 孝安793 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔｽ 東京都

4時間55分25秒1764 小倉 修弘796 ｵｸﾞﾗ ｵｻﾋﾛ 兵庫県

4時間55分27秒1765 田中 さちえ430 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ 兵庫県

4時間55分29秒1766 吉田 妙子479 ﾖｼﾀﾞ ﾀｴｺ 岐阜県

4時間55分45秒1767 中泉 明子218 ﾅｶｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 東京都

4時間55分59秒1768 村山 篤人1396 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾄ 愛知県

4時間56分01秒1769 米山 遼2124 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 静岡県

4時間56分14秒1770 上條 真裕美488 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾕﾐ 長野県

4時間56分15秒1771 中間 沙織33 ﾅｶﾏ ｻｵﾘ 愛知県

4時間56分24秒1772 務台 祐太郎805 ﾑﾀｲ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都

4時間56分30秒1773 河野 康宏1100 ｺｳﾉ ﾔｽﾋﾛ 福井県

4時間56分30秒1774 氏原 広子403 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｺ 愛知県

4時間56分34秒1775 佐藤 祐子386 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 東京都

4時間56分34秒1776 中野 伸子458 ﾅｶﾉ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県

4時間56分39秒1777 田村 圭子358 ﾀﾑﾗ ｹｲｺ 奈良県

4時間56分42秒1778 安岡 邦夫2031 ﾔｽｵｶ ｸﾆｵ 高知県

4時間56分47秒1779 石川 真季子346 ｲｼｶﾜ ﾏｷｺ 京都府

4時間56分49秒1780 森田 矢穂里370 ﾓﾘﾀ ｼｵﾘ 静岡県

4時間56分50秒1781 三橋 英一郎1835 ﾐﾂﾊｼ ｴｲｲﾁﾛｳ 静岡県

4時間56分51秒1782 打田 高洋1567 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県

4時間57分03秒1783 杉岡 則子393 ｽｷﾞｵｶ ﾉﾘｺ 兵庫県

4時間57分29秒1784 山之内 秀文1997 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾌﾐ 岐阜県

4時間57分33秒1785 石本 裕二819 ｲｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 和歌山県

4時間57分43秒1786 岡本 理絵35 ｵｶﾓﾄ ﾘｴ 滋賀県

4時間57分43秒1787 河地 成俊660 ｶﾜﾁ ﾅﾙﾄｼ 滋賀県

4時間57分44秒1788 井上 寿美34 ｲﾉｳｴ ﾋｻﾐ 滋賀県

4時間57分45秒1789 田中 恵11 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 岐阜県

4時間57分45秒1790 山崎 直美217 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都

4時間57分46秒1791 岡本 直也1391 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 東京都

4時間57分59秒1792 関口 千代子132 ｾｷｸﾞﾁ ﾁﾖｺ 茨城県

4時間58分00秒1793 小澤 佳洋2235 ｺｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 愛知県

4時間58分10秒1794 大南 博美382 ｵｵﾐﾅﾐ ﾋﾛﾐ 愛知県

4時間58分11秒1795 寺西 真紀代454 ﾃﾗﾆｼ ﾏｷﾖ 愛知県

4時間58分11秒1796 大南 敬美381 ｵｵﾐﾅﾐ ﾀｶﾐ 愛知県

4時間58分54秒1797 鈴村 正志2028 ｽｽﾞﾑﾗ ﾏｻｼ 愛知県

4時間59分23秒1798 村木 富士2065 ﾑﾗｷ ﾀｶｼ 神奈川県

4時間59分27秒1799 宮川 智明2085 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 長野県

4時間59分30秒1800 村松 弥1905 ﾑﾗﾏﾂ ﾜﾀﾙ 静岡県
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4時間59分36秒1801 牛山 尚也2206 ｳｼﾔﾏ ﾋｻﾔ 愛知県

4時間59分41秒1802 浅川 一哉990 ｱｻｶﾜ ｶｽﾞﾔ 兵庫県

4時間59分52秒1803 鈴木 一廣1255 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都

5時間00分56秒1804 丸山 節雄2246 ﾏﾙﾔﾏ ｾﾂｵ 長野県

5時間01分01秒1805 杉山 千代171 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾖ 愛知県

5時間01分08秒1806 堀部 朝子176 ﾎﾘﾍﾞ ｱｻｺ 滋賀県

5時間01分09秒1807 稲葉 みさ子208 ｲﾅﾊﾞ ﾐｻｺ 東京都

5時間01分18秒1808 前門 富士子227 ﾏｴｶﾄﾞ ﾌｼﾞｺ 神奈川県

5時間01分18秒1809 前門 明憲1411 ﾏｴｶﾄﾞ ｱｷﾉﾘ 神奈川県

5時間01分26秒1810 後藤 妙子368 ｺﾞﾄｳ ﾀｴｺ 愛知県

5時間02分45秒1811 鈴木 やよい272 ｽｽﾞｷ ﾔﾖｲ 静岡県

5時間02分55秒1812 高橋 明代145 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾖ 大阪府

5時間03分07秒1813 関口 佐知江352 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾁｴ 群馬県

5時間03分14秒1814 長尾 聖美80 ﾅｶﾞｵ ｻﾄﾐ 兵庫県

5時間03分38秒1815 金子 文江263 ｶﾈｺ ﾌﾐｴ 新潟県

5時間04分45秒1816 国広 純司2135 ｸﾆﾋﾛ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県

5時間05分13秒1817 佐藤 喜一868 ｻﾄｳ ｷｲﾁ 千葉県

5時間06分15秒1818 吉田 昌嗣2220 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 富山県

5時間08分46秒1819 太田 由紀167 ｵｵﾀ ﾕｷ 静岡県

5時間09分58秒1820 鈴木 洋子472 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 茨城県

5時間09分58秒1821 萬羽 宙1877 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 長野県

5時間10分10秒1822 城本 葉子306 ｼﾛﾓﾄ ﾖｳｺ 神奈川県

5時間10分16秒1823 大槻 愛衣300 ｵｵﾂｷ ｱｲ 岐阜県

5時間10分17秒1824 手塚 剛1153 ﾃﾂﾞｶ ﾀｹｼ 東京都
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