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36分28秒1 奥坊　恵典3568 ｵｸﾎﾞ ｼｹﾞﾉﾘ

40分50秒2 竹内　宏3525 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ

42分07秒3 内田　孝史3441 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

44分06秒4 田中　明彦3536 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｺ

44分26秒5 稲岡　成俊3437 ｲﾅｵｶ ｼｹﾞﾄｼ

45分44秒6 大高　一彰3443 ｵｵﾀｶ ｶｽﾞｱｷ

46分07秒7 古石　浩3534 ｺｲｼ ﾋﾛｼ

47分09秒8 竹島　賢仁3510 ﾀｹｼﾏ ｹﾝｼﾞ

47分20秒9 古川　一彦3404 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ

48分29秒10 北條　泰光3425 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｽﾐﾂ

48分30秒11 山中　正司3494 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻｼ

48分34秒12 廣垣　正治3533 ﾋﾛｶﾞｷ ﾏｻﾊﾙ

48分56秒13 井藤　恭典3569 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

49分03秒14 杉本　健二3516 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

49分20秒15 福元　誠治3432 ﾌｸﾓﾄ ｾｲｼﾞ

49分37秒16 山本　忠彦3464 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｺ

49分43秒17 玉田　隆士3411 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

49分57秒18 伊藤　司3557 ｲﾄｳ ﾂｶｻ

50分03秒19 山田　眞3544 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ

50分27秒20 大森　幸一3508 ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ

50分30秒21 西崎　直哉3601 ﾆｼｻﾞｷ ﾅｵﾔ

51分12秒22 小田　剛夫3416 ｵﾀﾞ ﾀｹｵ

51分44秒23 坂口　悟3451 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾙ

51分50秒24 藪内　久稔3527 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾋｻﾄｼ

52分07秒25 西池　峰樹3482 ﾆｼｲｹ ﾀｶｷ

52分50秒26 東　正元3456 ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾓﾄ

52分59秒27 井用　重喜3461 ｲﾖｳ ｼｹﾞｷ

53分12秒28 吉岡　祐司3401 ﾖｼｵｶ ﾕｳｼﾞ

53分17秒29 赤松　俊彦3500 ｱｶﾏﾂ ﾄｼﾋｺ

53分32秒30 竹田　和正3438 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ

53分34秒31 深田　敦也3430 ﾌｶﾀﾞ ｱﾂﾔ

53分48秒32 加藤　允康3581 ｶﾄｳ ﾐﾂﾔｽ

53分54秒33 林　裕一3551 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ

54分00秒34 伊藤　伸二3450 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ

54分31秒35 北川　幸秀3405 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ

54分33秒36 山下　康成3555 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾅﾘ

54分36秒37 澁谷　文誉3454 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾌﾐﾀｶ

54分53秒38 森　孝志3460 ﾓﾘ ﾀｶｼ

55分09秒39 谷　博3608 ﾀﾆ ﾋﾛｼ

55分10秒40 辻　成尚3600 ﾂｼﾞ ﾅﾙﾋｻ

55分11秒41 長田　昭二3429 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ

55分18秒42 犬飼　芳宏3561 ｲﾇｶｲ ﾖｼﾋﾛ

55分19秒43 原田　修3442 ﾊﾗﾀ ｵｻﾑ

55分21秒44 鈴木　誠一3427 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ

55分26秒45 迫平　俊典3531 ｻｺﾋﾗ ﾄｼﾉﾘ

55分38秒46 加茂　義章3487 ｶﾓ ﾖｼｱｷ

55分45秒47 野木　義和3421 ﾉｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ

56分09秒48 遠藤　憲3539 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝ

56分17秒49 新居　謙治3463 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ

56分21秒50 西尾　博隆3481 ﾆｼｵ ﾋﾛﾀｶ
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56分36秒51 谷戸　治夫3473 ﾔﾄﾞ ﾊﾙｵ

56分55秒52 溝畑　治樹3614 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ

57分13秒53 野田　富生3526 ﾉﾀﾞ ﾄﾐｵ

57分14秒54 春日　宏一3530 ｶｽｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

57分18秒55 森上　尚3529 ﾓﾘｶﾐ ﾀｶｼ

57分23秒56 林　毅彦3448 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋｺ

57分24秒57 今西　雅人3537 ｲﾏﾆｼ ﾏｻﾄ

57分26秒58 公文　光浩3428 ｸﾓﾝ ﾐﾂﾋﾛ

57分27秒59 砂田　敏郎3554 ｽﾅﾀﾞ ﾄｼﾛｳ

57分30秒60 伊藤　淳3564 ｲﾄｳ ｱﾂｼ

57分46秒61 堀尾　大輔3540 ﾎﾘｵ ﾀﾞｲｽｹ

57分53秒62 河野　剛3597 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ

58分11秒63 福田　智3604 ﾌｸﾀ ｻﾄｼ

58分12秒64 堀本　登3519 ﾎﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ

58分15秒65 田山　政之3572 ﾀﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

58分15秒66 前川　一幸3514 ﾏｴｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ

58分19秒67 服部　新次3434 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝｼﾞ

58分31秒68 小羽根　広昌3507 ｺﾊﾞﾈ ﾋﾛﾏｻ

58分39秒69 鰐部　仁3491 ﾜﾆﾍﾞ ﾋﾄｼ

58分44秒70 泉　康文3586 ｲｽﾞﾐ ﾔｽﾌﾐ

58分45秒71 本間　和彦3545 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾋｺ

58分47秒72 大阪　英児3444 ｵｵｻｶ ｴｲｼﾞ

58分51秒73 吉川　正悟3532 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ

59分01秒74 岩田　等3515 ｲﾜﾀ ﾋﾄｼ

59分03秒75 彦田　聖士3459 ﾋｺﾀ ｾｲｼ

59分08秒76 西村　良孝3435 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

59分09秒77 勘定　淳二3503 ｶﾝｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ

59分25秒78 坂口　弘昭3492 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

59分36秒79 古市　和久3562 ﾌﾙｲﾁ ｶｽﾞﾋｻ

59分43秒80 南　光男3403 ﾐﾅﾐ ﾐﾂｵ

59分55秒81 片山　修3407 ｶﾀﾔﾏ ｵｻﾑ

59分57秒82 香川　耕一　3570 ｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ

1時間00分05秒83 草野　沢郎3490 ｸｻﾉ ﾀｸﾛｳ

1時間00分25秒84 中尾　浩3513 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ

1時間00分26秒85 藤堂　高之3538 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ

1時間00分34秒86 山本　善衛3559 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝｴ

1時間00分48秒87 一岡　克宣3474 ｲﾁｵｶ ｶﾂﾉﾘ

1時間00分51秒88 白川　敬史3475 ｼﾗｶﾜ ﾖｼﾌﾐ

1時間00分59秒89 脇田　尚典3415 ﾜｷﾀ ﾋｻﾉﾘ

1時間01分02秒90 上野　正豊3498 ｳｴﾉ ﾏｻﾄﾖ

1時間01分03秒91 石原　政夫3593 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｵ

1時間01分05秒92 井上　智志3518 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ

1時間01分18秒93 市川　明彦3440 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋｺ

1時間01分23秒94 北村　満寿雄3410 ｷﾀﾑﾗ ﾏｽｵ

1時間01分26秒95 木村　健志3433 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間01分27秒96 儀賀　善紀3449 ｷﾞｶﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間01分32秒97 松月　昭二3574 ﾏﾂﾂﾞｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間01分46秒98 西村　三郎3478 ﾆｼﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳ

1時間01分46秒99 川崎　琢三3612 ｶﾜｻｷ ﾀｸｿﾞｳ

1時間02分01秒100 杉浦　正和3447 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ
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1時間02分10秒101 冨田　実成3470 ﾄﾐﾀ ﾐﾉﾙ

1時間02分16秒102 武田　健次3587 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間02分17秒103 根津　健3462 ﾈﾂﾞ ﾀｶｼ

1時間02分34秒104 深尾　竜也3479 ﾌｶｵ ﾘｭｳﾔ

1時間02分34秒105 浦　利之3512 ｳﾗ ﾄｼﾕｷ

1時間02分45秒106 森　良晴3471 ﾓﾘ ﾖｼﾊﾙ

1時間02分47秒107 岡島　晧ニ3431 ｵｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ

1時間02分59秒108 新久保　正己3489 ｼﾝｸﾎﾞ ﾏｻﾐ

1時間03分02秒109 南谷　一彦3426 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾋｺ

1時間03分11秒110 羽口　和彦3467 ﾊｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ

1時間03分33秒111 三好　勉3480 ﾐﾖｼ ﾂﾄﾑ

1時間03分39秒112 久保田　保之3465 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ

1時間03分48秒113 久野　幸男3420 ｸﾉ ﾕｷｵ

1時間03分52秒114 習田　一郎3446 ｼｭｯﾀ ｲﾁﾛｳ

1時間04分05秒115 井上　重利3497 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾄｼ

1時間04分21秒116 清水　人美3528 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ

1時間04分35秒117 山崎　満雄3591 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｵ

1時間04分35秒118 一川　健次3578 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間04分37秒119 若山　和弘3505 ﾜｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間05分12秒120 豊住　誠治3582 ﾄﾖｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ

1時間05分24秒121 大橋　忠司3506 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ

1時間05分55秒122 鷹野　裕二3493 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ

1時間05分55秒123 草川　徹3521 ｸｻｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

1時間06分03秒124 前田　浩3452 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間06分19秒125 高田　泰弘3585 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間06分49秒126 伊木　富美男3484 ｲｷ ﾌﾐｵ

1時間06分52秒127 花本　秀樹3580 ﾊﾅﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

1時間07分10秒128 廣岡　宏一3606 ﾋﾛｵｶ ｺｳｲﾁ

1時間07分15秒129 梅津　敏之助3579 ｳﾒﾂﾞ ﾄｼﾉｽｹ

1時間07分25秒130 黒田　一美3483 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間07分40秒131 岡田　武彦3477 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

1時間07分43秒132 黒木　生也3605 ｸﾛｷ ｾｲﾔ

1時間07分49秒133 坊　秀男3610 ﾎﾞｳ ﾋﾃﾞｵ

1時間08分26秒134 松井　久和3445 ﾏﾂｲ ﾋｻｶｽﾞ

1時間08分37秒135 藤木　隆3422 ﾌｼﾞｷ ﾀｶｼ

1時間09分07秒136 上田　稔3552 ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間09分11秒137 西岡　孝尚3455 ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋｻ

1時間09分15秒138 稲守　正治3406 ｲﾅﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ

1時間09分35秒139 尾崎　安博3457 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ

1時間09分36秒140 高田　真一3599 ﾀｶﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間09分42秒141 小林　正人3563 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

1時間09分46秒142 松岡　和正3499 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾏｻ

1時間09分48秒143 長谷川　輝吉3402 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ

1時間09分57秒144 柳原　良彦3546 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾋｺ

1時間10分21秒145 小西　哲裕3466 ｺﾆｼ ﾃﾂﾋﾛ

1時間10分33秒146 岩田　浩治3595 ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ

1時間10分41秒147 芝田　安弘3504 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ

1時間11分07秒148 奈良迫　明3590 ﾅﾗｻｺ ｱｷﾗ

1時間11分13秒149 村田　健二3577 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間11分22秒150 ??住　徹3469 ﾖｼｽﾞﾐ ﾄｵﾙ
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1時間11分26秒151 野口　正樹3541 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ

1時間11分31秒152 近石　省三3486 ﾁｶｲｼ ｼｮｳｿﾞｳ

1時間11分36秒153 山本　哲也3607 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1時間12分17秒154 橋本　忠雄3412 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ

1時間12分21秒155 鵜山　茂大3553 ｳﾔﾏ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間12分23秒156 下山　誠3558 ｼﾓﾔﾏ ﾏｺﾄ

1時間12分35秒157 東　宏昭3565 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間13分01秒158 土井　建治3418 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ

1時間14分19秒159 中田　一平3408 ﾅｶﾀ ｲｯﾍﾟｲ

1時間14分41秒160 米原　浩一3567 ﾖﾈﾊﾗ ｺｳｲﾁ

1時間15分06秒161 眞見　泰裕3523 ﾏﾐ ﾔｽﾋﾛ

1時間15分11秒162 北川　正博3547 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間15分27秒163 林　清巳3573 ﾊﾔｼ ｷﾖﾐ

1時間15分30秒164 神崎　一成3548 ｶﾝｻﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ

1時間15分33秒165 奥　泰洋3602 ｵｸ ﾔｽﾋﾛ

1時間15分39秒166 井田　美貴男3575  ｲﾀﾞ ﾐｷｵ

1時間16分02秒167 稲葉　健太郎3520 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間16分52秒168 片山　義男3476 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼｵ

1時間16分54秒169 砂川　廣一3417 ｽﾅｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間17分08秒170 天井　八夏3611 ｱﾏｲ ﾔﾅﾂ

1時間17分23秒171 山出　和師3603 ﾔﾏﾃﾞ ｶｽﾞｼ

1時間17分32秒172 浜田　倍生3571 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｽｵ

1時間18分26秒173 宮城　伴明3589 ﾐﾔｷﾞ ﾄﾓｱｷ

1時間18分47秒174 濱田　司郎3495 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾛｳ

1時間19分16秒175 西　晃3436 ﾆｼ ｱｷﾗ
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