
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

1001 西村　広和 11:33:011 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 滋賀県

1625 大瀬　和文 12:07:192 ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ 長野県

1525 浦野　裕之 12:42:163 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 長野県

1002 荒木　諒 13:08:594 ｱﾗｷ ﾘｮｳ 石川県

1058 丸山　智明 13:11:275 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 長野県

1353 下家　悟 13:36:426 ｹﾞﾔ ｻﾄﾙ 福井県

1166 島本　敏史 13:46:007 ｼﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 愛知県

1295 阪本　修平 13:46:008 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 京都府

1004 高野　岳彦 13:55:039 ｺｳﾉ ﾀｹﾋｺ 新潟県

1224 渡邊　大介 13:56:5710 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県

1003 木村　元 14:02:2211 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ 京都府

1621 木村　晃太朗 14:08:2412 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 京都府

1132 石澤　毅士 14:09:0213 ｺｸｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 埼玉県

1005 石上　裕康 14:23:0214 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ 静岡県

1484 田坂　洋範 14:32:3715 ﾀｻｶ ﾋﾛﾉﾘ 長野県

1575 山影　智美 14:40:1216 ﾔﾏｶｹﾞ ﾄﾓﾐ 岩手県

1348 阿部　健裕 14:40:1217 ｱﾍﾞ ｹﾝﾕｳ 岩手県

1463 太田　哲平 14:42:2918 ｵｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 京都府

1006 中野　賢一 14:50:4019 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 山梨県

1139 千代　勝博 15:11:4020 ﾁｼﾛ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県

1085 布田　真宜 15:12:4021 ﾌﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 宮城県

1430 加野　雅士 15:24:5122 ｶﾉ ﾏｻｼ 東京都

1418 茂山　和生 15:29:3123 ｼｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ 滋賀県

1229 澤田　智史 15:30:2824 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 高知県

1193 廣川　有司 15:36:2225 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞ 大阪府

1162 谷口　雅男 15:37:1526 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｵ 奈良県

1632 Nick Metson 15:42:3527 Hong Kong

1055 前川　裕 15:42:3728 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｼ 兵庫県

1701 澤田　由紀子 15:43:0929 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷｺ 長野県

1308 加賀美　淳 15:47:0330 ｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都

1387 中村　卓也 15:48:3131 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 群馬県

1757 石田　知世巳 15:54:5832 ｲｼﾀﾞ ﾁﾖﾐ 京都府

1336 佐藤　修太 16:05:2433 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 北海道

1626 中島　啓 16:09:4634 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ 神奈川県

1384 堀江　英介 16:10:3735 ﾎﾘｴ ｴｲｽｹ 東京都

1480 山越　言 16:12:0436 ﾔﾏｺｼ ｹﾞﾝ 京都府

1373 植木　和樹 16:16:2537 ｳｴｷ ｶｽﾞｷ 東京都

1146 西　裕隆 16:19:2138 ﾆｼ ﾋﾛﾀｶ 滋賀県

1242 森　哲郎 16:19:5139 ﾓﾘ ﾃﾂﾛｳ 大阪府

1516 青柳　潤 16:24:3540 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝ 新潟県

1038 稲村　淳 16:26:4341 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県

1588 中川　栄誉 16:28:5842 ﾅｶｶﾞﾜ ﾎﾏﾚ 大阪府

1794 市村　浩美 16:42:5043 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 神奈川県

1347 澤野　達也 16:43:2244 ｻﾜﾉ ﾀﾂﾔ 東京都

1383 山本　和也 16:47:5845 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 愛知県

1046 伊丹　啓 16:50:3346 ｲﾀﾐ ﾋﾛｼ 東京都

1351 森長　孝太 16:52:0447 ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳﾀ 広島県

1492 妻沼　朋己 16:58:2948 ﾂﾏﾇﾏ ﾄﾓﾐ 神奈川県

1540 駒村　俊介 16:59:0749 ｺﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 新潟県

1309 永井　立平 17:05:4550 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾍｲ 高知県
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1332 吹田　郁 17:09:0051 ｽｲﾀ ｲｸ 東京都

1746 矢野　友貴子 17:13:2052 ﾔﾉ ﾕｷｺ 大阪府

1705 三村　希実 17:13:5353 ﾐﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 兵庫県

1464 熊崎　浩志 17:17:1154 ｸﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 愛知県

1756 中桐　由美子 17:20:3855 ﾅｶｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 東京都

1152 佐藤　秋 17:21:5156 ｻﾄｳ ｼｭｳ 神奈川県

1412 中野　耕嗣 17:22:2157 ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 山口県

1411 高橋　正幸 17:23:0058 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 東京都

1134 岡見　光 17:23:3959 ｵｶﾐ ｺｳ 京都府

1263 定本　浩司 17:24:3360 ｻﾀﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都

1171 熊澤　光 17:24:5461 ｸﾏｻﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都

1169 井上　晋 17:25:3662 ｲﾉｳｴ ｽｽﾑ 兵庫県

1182 上田　穏 17:25:5663 ｳｴﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都

1395 田中　良一 17:27:0764 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 東京都

1702 折戸　小百合 17:28:0265 ｵﾘﾄ ｻﾕﾘ 石川県

1439 秋田　直洋 17:28:5766 ｱｷﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県

1249 松下　智直 17:29:4067 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾅｵ 愛知県

1252 津川　智明 17:32:4468 ﾂｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 神奈川県

1749 白仁田　理恵 17:33:4569 ｼﾗﾆﾀ ﾘｴ 福岡県

1049 阿部　拓也 17:36:5270 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 東京都

1280 山本　秀織 17:37:3771 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵﾘ 岐阜県

1080 坂上　健太郎 17:43:3372 ｻｶｶﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県

1118 小澤　宏史 17:46:1473 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨県

1164 喜多川　洋 17:51:4074 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 大阪府

1461 鈴木　淳志 17:56:0775 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 東京都

1015 原田　祥治 17:56:5076 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 埼玉県

1544 岡田　耕作 18:01:3677 ｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ 新潟県

1349 長谷川　翔平 18:03:1778 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 鳥取県

1834 畝本　綾 18:04:0879 ｳﾈﾓﾄ ｱﾔ 京都府

1380 室伏　健太朗 18:04:5980 ﾑﾛﾌｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県

1482 中島　晃 18:05:3881 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾗ 東京都

1114 石塚　剛史 18:08:5082 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾖｼ 東京都

1510 加藤　泰朗 18:10:4183 ｶﾄｳ ﾔｽｱｷ 東京都

1236 中澤　正彦 18:10:4184 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 新潟県

1490 井上　泰明 18:11:0585 ｲﾉｳｴ ﾔｽｱｷ 千葉県

1760 中島　英摩 18:17:2786 ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾏ 東京都

1466 金田一　確 18:22:4187 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ｶｸ 神奈川県

1455 鈴木　亮士 18:23:1888 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 東京都

1394 松本　和徳 18:23:3689 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都

1604 加藤　友紀 18:24:3890 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 山梨県

1606 浅野　哲 18:24:4791 ｱｻﾉ ｻﾄﾙ 東京都

1550 本間　宏志 18:27:3092 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県

1579 山崎　保光 18:29:3093 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾐﾂ 新潟県

1244 榎並　勇樹 18:31:2394 ｴﾅﾐ ﾕｳｷ 愛知県

1528 武田　和徳 18:33:3295 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県

1270 呂　国栄 18:37:1996 ﾛ ｺｸｴｲ 東京都

1366 菊池　知行 18:38:0197 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 東京都

1165 平野　弘幸 18:38:2098 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 広島県

1245 末永　昇 18:40:5499 ｽｴﾅｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ 富山県

1020 大出　泰久 18:44:24100 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡県
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1401 笹岡　洋佑 18:45:51101 ｻｻｵｶ ﾖｳｽｹ 東京都

1593 原　直樹 18:46:55102 ﾊﾗ ﾅｵｷ 神奈川県

1400 金子　周平 18:47:13103 ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 千葉県

1311 平井　太郎 18:49:50104 ﾋﾗｲ ﾀﾛｳ 東京都

1207 前原　武 18:53:30105 ﾏｴﾊﾗ ﾀｹｼ 兵庫県

1315 大野　愛雄 18:53:43106 ｵｵﾉ ﾖｼｵ 兵庫県

1812 野田　舞子 18:53:53107 ﾉﾀﾞ ﾏｲｺ 埼玉県

1733 高原　美由紀 18:54:03108 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾕｷ 新潟県

1504 加藤　敏博 18:56:03109 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 東京都

1102 永井　雅樹 18:56:18110 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ 東京都

1839 関根　由美子 18:59:15111 ｾｷﾈ ﾕﾐｺ 東京都

1718 小崎　朋子 19:11:59112 ｺｻﾞｷ ﾄﾓｺ 東京都

1192 桑原　芳徳 19:13:21113 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県

1619 谷口　勝騎 19:14:08114 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾂｷ 神奈川県

1545 Rhys Comley 19:15:04115 ﾘｰｽ ｺﾑﾘｰ 新潟県

1776 岸　真也子 19:16:28116 ｷｼ ﾏﾔｺ 愛知県

1601 田村　直樹 19:16:43117 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 長野県

1782 田村　久美子 19:17:43118 ﾀﾑﾗ ｸﾐｺ 東京都

1409 森山　元気 19:22:11119 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 大阪府

1350 服部　優樹 19:22:52120 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 大阪府

1130 市原　通人 19:23:48121 ｲﾁﾊﾗ ﾐﾁﾋﾄ 兵庫県

1630 Cory Wilborn 19:24:55122 Japan

1713 坂根　三保 19:25:23123 ｻｶﾈ ﾐﾎ 広島県

1512 山田　豊 19:25:26124 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県

1019 甲斐　憲明 19:32:15125 ｶｲ ﾉﾘｱｷ 兵庫県

1013 杉下　博俊 19:32:24126 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 三重県

1248 金川　貴志 19:33:00127 ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 兵庫県

1357 伊藤　幸男 19:33:35128 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 岩手県

1442 塩生　憲秀 19:33:52129 ｼｵﾆｭｳ ｹﾝｼｭｳ 愛媛県

1385 田嶌　一徳 19:34:31130 ﾀｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都

1124 橋本　憲司 19:34:51131 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府

1503 船山　洋祐 19:37:30132 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｳｽｹ 東京都

1082 目黒　祥久 19:38:14133 ﾒｸﾞﾛ ﾖｼﾋｻ 北海道

1319 金田　覚 19:38:45134 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 福島県

1039 内糸　大樹 19:39:32135 ｳﾁｲﾄ ﾋﾛｷ 滋賀県

1457 濱田　将史 19:40:13136 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県

1747 植村　器宇美 19:42:07137 ｳｴﾑﾗ ｷｳﾐ 兵庫県

1536 依田　賢尋 19:43:56138 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野県

1478 服部　政彦 19:46:06139 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋｺ 新潟県

1209 小林　仁 19:46:07140 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 新潟県

1581 内藤　滋信 19:47:00141 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 静岡県

1622 吉谷　一哉 19:48:36142 ﾖｼﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 広島県

1088 中野　直樹 19:49:13143 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 大阪府

1603 小林　光太朗 19:50:27144 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県

1819 島田　陽子 19:51:51145 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都

1345 佐々木　将也 19:52:16146 ｻｻｷ ﾏｻﾔ 愛知県

1030 沖原　正敏 19:52:25147 ｵｷﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 東京都

1786 山本　愛 19:52:27148 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県

1203 石田　顕教 19:53:05149 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 東京都

1494 尾原　儀彦 19:53:33150 ｵﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 東京都
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1195 三代川　晃久 19:57:44151 ﾐﾖｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 神奈川県

1275 小割　洋一 19:57:52152 ｺﾜﾘ ﾖｳｲﾁ 千葉県

1422 村瀬　勝彦 19:58:24153 ﾑﾗｾ ｶﾂﾋｺ 東京都

1369 柴田　雄介 20:08:35154 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 青森県

1355 鈴木　武史 20:09:16155 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 東京都

1056 西山　康宏 20:11:47156 ﾆｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県

1329 森本　将太 20:16:50157 ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大阪府

1149 油谷　高士 20:17:22158 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾀｶｼ 新潟県

1524 川上　威 20:17:55159 ｶﾜｶﾐ ﾂﾖｼ 東京都

1141 谷元　通隆 20:18:46160 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾁﾀｶ 神奈川県

1094 羽根田　宏治 20:20:13161 ﾊﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都

1126 清水　聡 20:20:27162 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 福島県

1399 中井　敬太 20:20:34163 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 東京都

1838 楠本　小百合 20:20:54164 ｸｽﾓﾄ ｻﾕﾘ 京都府

1624 神保　雄己 20:21:13165 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川県

1574 櫻井　繁 20:21:52166 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞﾙ 静岡県

1168 菖蒲奥　興司 20:23:46167 ｼｮｳﾌﾞｵｸ ｺｳｼﾞ 和歌山県

1212 介川　裕 20:25:02168 ｽｹｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 茨城県

1708 礒村　智恵子 20:25:42169 ｲｿﾑﾗ ﾁｴｺ 神奈川県

1475 吉岡　聖晃 20:26:27170 ﾖｼｵｶ ﾏｻｱｷ 東京都

1367 教来石　信二 20:26:39171 ｷｮｳﾗｲｾｷ ｼﾝｼﾞ 愛知県

1375 今井　裕毅 20:28:26172 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 北海道

1631 Chieh Cheng Kuo 20:29:41173 Taiwan

1731 黒田　藍子 20:31:43174 ｸﾛﾀﾞ ｱｲｺ 東京都

1773 仲平　春奈 20:32:01175 ﾅｶﾋﾗ ﾊﾙﾅ 東京都

1191 宮林　健一郎 20:33:38176 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪府

1388 井ノ下　和哉 20:34:26177 ｲﾉｼﾀ ｶｽﾞﾔ 岐阜県

1291 鈴木　勇人 20:34:54178 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 石川県

1799 深澤　里稀 20:35:06179 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｯｷｰ 新潟県

1539 丸山　達也 20:37:16180 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 新潟県

1393 葛西　明良 20:38:24181 ｶｻｲ ｱｷﾗ 神奈川県

1564 石井　薫 20:38:24182 ｲｼｲ ｶｵﾙ 東京都

1764 鈴木　文 20:38:40183 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 神奈川県

1402 鈴木　健斗 20:39:46184 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 東京都

1441 松原　浩二 20:41:12185 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県

1453 前沢　裕之 20:42:59186 ﾏｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 新潟県

1555 前田　一哉 20:43:17187 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大阪府

1828 村上　宏子 20:44:30188 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｺ 兵庫県

1479 町田　芳章 20:45:44189 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼｱｷ 埼玉県

1843 太宰　初夏 20:46:13190 ﾀﾞｻﾞｲ ｳｲｶ 神奈川県

1600 戸松　和紀 20:46:23191 ﾄﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟県

1405 岩坂　英二 20:47:19192 ｲﾜｻｶ ｴｲｼﾞ 新潟県

1487 中川　達司 20:47:43193 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 三重県

1709 樋室　路子 20:47:56194 ﾋﾑﾛ ﾐﾁｺ 奈良県

1408 西尾　拓也 20:48:44195 ﾆｼｵ ﾀｸﾔ 愛知県

1429 関根　邦夫 20:48:53196 ｾｷﾈ ｸﾆｵ 東京都

1231 小笠原　正仁 20:49:18197 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ 静岡県

1112 大東　育誠 20:50:48198 ﾀﾞｲﾄｳ ｲｯｾｲ 大阪府

1035 橋本　純一 20:50:57199 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都

1081 石田　勝大 20:51:02200 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 東京都
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1235 内山　透 20:51:31201 ｳﾁﾔﾏ ﾄｵﾙ 新潟県

1189 西田　章 20:51:40202 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府

1771 石川　優子 20:51:51203 ｲｼｶﾜ ﾕｳｺ 大阪府

1431 高橋　裕之 20:54:22204 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 大阪府

1170 久保　健二 20:55:05205 ｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 兵庫県

1314 望月　健二 20:55:33206 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ 山梨県

1105 豊海　奉寿 20:55:35207 ﾄﾖｳﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府

1246 能勢　啓輔 20:56:00208 ﾉｾ ｹｲｽｹ 愛知県

1813 辻岡　由樹子 20:56:41209 ﾂｼﾞｵｶ ﾕｷｺ 神奈川県

1093 南條　和広 20:56:44210 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都

1033 大家　秀行 20:57:02211 ｵｵｲｴ ｼｭｳｺｳ 大阪府

1507 加藤　君典 20:57:11212 ｶﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 新潟県

1333 原田　太平 20:57:45213 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 香川県

1297 高見　健治 20:58:13214 ﾀｶﾐ ｹﾝｼﾞ 東京都

1446 西野　隆博 20:59:30215 ﾆｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 京都府

1509 森　裕司郎 21:00:08216 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡県

1363 福田　慶二郎 21:00:35217 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 東京都

1753 錦織　映子 21:01:23218 ﾆｼｷｵﾘ ｴｲｺ 兵庫県

1016 彦坂　靖之 21:01:30219 ﾋｺｻｶ ﾔｽﾕｷ 栃木県

1775 渡邉　麻由佳 21:02:03220 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｶ 東京都

1610 山本　悠介 21:02:44221 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛媛県

1471 金子　達郎 21:06:16222 ｶﾈｺ ﾀﾂｵ 兵庫県

1140 中塚　薫 21:06:29223 ﾅｶﾂｶ ｶｵﾙ 滋賀県

1031 新宅　有太 21:06:36224 ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾀ 滋賀県

1569 吉岡　稔泰 21:06:43225 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 愛知県

1239 阿保　潤 21:06:50226 ｱﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 青森県

1721 石渡　聡子 21:07:02227 ｲｼﾜﾀﾘ ｻﾄｺ 新潟県

1078 米田　周二 21:07:52228 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 東京都

1715 岩佐　亜生 21:07:56229 ｲﾜｻ ｱｲ 岡山県

1137 菊地　弘幸 21:08:11230 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県

1241 木村　慎也 21:08:26231 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ 愛知県

1396 秋水　勇紀 21:08:37232 ｱｷﾐｽﾞ ﾕｳｷ 大阪府

1277 宗　倫旭 21:08:56233 ｿｳ ﾐﾁｱｷ 神奈川県

1752 工藤　全美 21:09:53234 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 神奈川県

1344 水野　雅哉 21:10:03235 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾔ 岐阜県

1769 高瀬　絵梨 21:10:11236 ﾀｶｾ ｴﾘ 徳島県

1321 唐仁原　雅 21:10:22237 ﾄｳｼﾞﾝﾊﾞﾗ ﾏｻｼ 神奈川県

1324 佐藤　向次郎 21:10:31238 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都

1495 橋村　匡哉 21:11:12239 ﾊｼﾑﾗ ﾏｻﾔ 千葉県

1743 橋本　和子 21:11:22240 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都

1220 小林　克次 21:11:23241 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｼﾞ 東京都

1392 山崎　貴宏 21:11:48242 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都

1185 山崎　貴司 21:12:12243 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ 広島県

1505 小川　寛恭 21:12:19244 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ 岐阜県

1499 樋口　正樹 21:12:29245 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｷ 埼玉県

1530 石田　敬一 21:12:38246 ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 新潟県

1802 柾谷　美智子 21:13:05247 ﾏｻﾔ ﾐﾁｺ 東京都

1477 和田　健一郎 21:13:15248 ﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県

1205 小田　啓太 21:13:24249 ｵﾀﾞ ｹｲﾀ 神奈川県

1428 住吉　慎吾 21:13:30250 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ 東京都
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1565 下口谷　和真 21:13:31251 ｼﾓｸﾞﾁﾔ ｶｽﾞﾏ 神奈川県

1346 波間　浩太郎 21:13:35252 ﾅﾐﾏ ｺｳﾀﾛｳ 東京都

1234 三輪田　吾郎 21:14:21253 ﾐﾜﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 東京都

1770 井上　千賀子 21:15:12254 ｲﾉｳｴ ﾁｶｺ 神奈川県

1815 惣司　亮子 21:15:22255 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 京都府

1113 椋田　浩之 21:15:36256 ﾑｸﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県

1111 上村　寛 21:15:40257 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛｼ 大阪府

1156 鷲山　裕一 21:15:54258 ﾜｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 静岡県

1521 山縣　茂信 21:16:34259 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県

1145 大塚　智久 21:16:51260 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県

1726 大竹　淳子 21:17:27261 ｵｵﾀｹ ｱﾂｺ 神奈川県

1511 森岡　裕生 21:17:27262 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｷ 石川県

1282 倉品　良輔 21:17:30263 ｸﾗｼﾅ ﾘｮｳｽｹ 東京都

1523 金指　伴哉 21:18:04264 ｶﾅｻﾞｼ ﾄﾓﾔ 東京都

1491 豊内　一昌 21:18:07265 ﾄﾖｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ 東京都

1785 板橋　史子 21:18:19266 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都

1623 瀬戸　勝弘 21:19:02267 ｾﾄ ｶﾂﾋﾛ 京都府

1121 和田　一雄 21:19:15268 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 東京都

1303 石橋　浩二 21:19:44269 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県

1211 津田　良輔 21:20:20270 ﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知県

1032 新澤　英典 21:20:27271 ｼﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県

1301 加藤　篤 21:20:58272 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県

1416 田中　幸紀 21:21:45273 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 福岡県

1501 黒川　裕朗 21:21:49274 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｱｷ 栃木県

1371 安田　康平 21:22:03275 ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川県

1310 武笠　翼 21:23:42276 ﾑｶｻ ﾂﾊﾞｻ 埼玉県

1522 田中　友也 21:23:49277 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 兵庫県

1225 大林　義和 21:24:13278 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 東京都

1513 柳通　浩一 21:24:41279 ﾔﾅﾄﾞﾘ ｺｳｲﾁ 東京都

1615 竹谷　浩 21:25:28280 ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛｼ 神奈川県

1552 秋澤　孝幸 21:25:39281 ｱｷｻﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川県

1571 齊藤　洋平 21:25:46282 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 福岡県

1075 小野　昌重 21:26:05283 ｵﾉ ﾏｻｼｹﾞ 栃木県

1157 石引　昌史 21:27:57284 ｲｼﾋﾞｷ ﾏｻｼ 千葉県

1444 武堂　貴宏 21:28:06285 ﾌﾞﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県

1186 河野　直人 21:28:12286 ｺｳﾉ ﾅｵﾄ 神奈川県

1052 平郡　志樹 21:28:17287 ﾍｸﾞﾘ ﾓﾄｷ 東京都

1238 川村　裕一 21:28:21288 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 埼玉県

1108 秋山　雄二 21:28:38289 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都

1129 島田　泰 21:28:42290 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都

1598 松永　充孝 21:28:43291 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾀｶ 静岡県

1435 舟越　大悟 21:28:54292 ﾌﾅｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知県

1537 本藤　寛巳 21:29:00293 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 長野県

1595 伊達　孝志 21:29:00294 ﾀﾞﾃ ﾀｶｼ 東京都

1470 津田　雅史 21:29:05295 ﾂﾀﾞ ﾏｻｼ 東京都

1210 木村　浩之 21:29:08296 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県

1789 新井田　祐子 21:29:39297 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都

1742 巻野　陽子 21:29:41298 ﾏｷﾉ ﾖｳｺ 神奈川県

1177 油井　太一 21:29:53299 ﾕｲ ﾀｲﾁ 長野県

1748 田嶋　裕子 21:30:26300 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 大阪府
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1807 石原　めぐみ 21:30:36301 ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 大阪府

1407 中島　和也 21:30:51302 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都

1481 西田　幸平 21:30:57303 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都

1196 清水　千春 21:31:10304 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 鹿児島県

1440 小瀬川　正尚 21:31:41305 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岩手県

1062 瀧澤　大三郎 21:31:45306 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都

1835 野水　希美 21:32:30307 ﾉﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 新潟県

1372 小畑　雄司 21:32:43308 ｺﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都

1074 高柳　兼春 21:32:56309 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾈﾊﾙ 愛知県

1596 大草　知崇 21:33:16310 ｵｵｸｻ ﾄﾓﾀｶ 東京都

1761 三沢　織江 21:34:06311 ﾐｻﾜ ｵﾘｴ 神奈川県

1720 浅井　千穂 21:34:15312 ｱｻｲ ﾁﾎ 京都府

1836 春名　木綿子 21:34:25313 ﾊﾙﾅ ﾕｳｺ 東京都

1594 浅見　直哉 21:34:25314 ｱｻﾐ ﾅｵﾔ 神奈川県

1541 新津　寿直 21:34:33315 ﾆｲﾂ ﾄｼﾅｵ 長野県

1768 齋藤　麻衣 21:34:42316 ｻｲﾄｳ ﾏｲ 東京都

1793 森永　真衣 21:35:59317 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｲ 京都府

1738 尾前　真紀 21:36:40318 ｵｻﾞｷ ﾏｷ 千葉県

1037 中村　兼一 21:36:52319 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 茨城県

1378 西野　辰太郎 21:36:52320 ﾆｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡県

1413 伴　正春 21:36:53321 ﾊﾞﾝﾏｻﾊﾙ 東京都

1098 阿部　泰久 21:36:53322 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡県

1448 角田　樹来 21:36:59323 ｶｸﾀ ｼﾞｭﾗｲ 神奈川県

1803 望月　沙織 21:37:15324 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻｵﾘ 静岡県

1572 田中　真也 21:37:26325 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 東京都

1109 池渕　慎二 21:37:41326 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 徳島県

1305 丹治　義典 21:37:52327 ﾀﾝｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 福島県

1276 上平　晋 21:38:21328 ｳｴﾋﾗ ｼﾝ 東京都

1092 冨澤　洋介 21:38:32329 ﾄﾐｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都

1534 小林　秀樹 21:38:46330 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県

1774 中畑　梓 21:38:59331 ﾅｶﾊﾀ ｱｽﾞｻ 北海道

1300 佐々木　一弘 21:39:10332 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県

1044 藤田　敏之 21:39:22333 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 東京都

1374 朝岡　裕俊 21:39:28334 ｱｻｵｶ ﾋﾛﾄｼ 千葉県

1797 岡田　歩巳 21:39:59335 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 長野県

1618 石倉　一昭 21:40:41336 ｲｼｸﾗ ｶｽﾞｱｷ 富山県

1259 富山　洋児 21:40:46337 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 東京都

1354 鎌田　昌明 21:41:07338 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県

1543 小林　俊介 21:41:46339 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 新潟県

1542 清水　辰則 21:41:47340 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾉﾘ 新潟県

1364 飯田　喬之 21:42:05341 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 京都府

1284 片岡　計 21:42:08342 ｶﾀｵｶ ｹｲ 静岡県

1443 五十里　要一 21:42:14343 ｲｶﾘ ﾖｳｲﾁ 東京都

1474 三根　直樹 21:42:17344 ﾐﾈ ﾅｵｷ 長崎県

1213 樋口　敦司 21:42:23345 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ 群馬県

1519 伊藤　拓二郎 21:42:35346 ｲﾄｳ ﾀｸｼﾞﾛｳ 三重県

1296 三谷　真康 21:42:54347 ﾐﾀﾆ ﾏｻﾔｽ 大阪府

1515 大山　尚輝 21:44:01348 ｵｵﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都

1611 大森　章雅 21:44:13349 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾏｻ 神奈川県

1458 前田　邦博 21:44:33350 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 愛知県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録所属氏名カナ 県名

110km総合

1824 鈴木　牧子 21:44:38351 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 千葉県

1071 内海　正人 21:45:10352 ｳﾂﾐ ﾏｻﾄ 神奈川県

1424 タニイ　アキヒロ 21:45:31353 ﾀﾆｲ ｱｷﾋﾛ 富山県

1110 飯村　宗弘 21:45:38354 ｲｲﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 東京都

1226 片桐　渉 21:45:41355 ｶﾀｷﾞﾘ ﾜﾀﾙ 新潟県

1381 安保　憲 21:45:44356 ｱﾝﾎﾞ ｹﾝ 秋田県

1356 大野　剛史 21:45:51357 ｵｵﾉ ﾀｶｼ 富山県

1570 山野　尚大 21:46:18358 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都

1163 長谷川　秀一 21:46:44359 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 兵庫県

1415 高原　徹 21:46:57360 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾙ 兵庫県

1054 古川　雅教 21:47:02361 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 北海道

1714 橋本　睦美 21:47:07362 ﾊｼﾓﾄ ﾑﾂﾐ 神奈川県

1406 佐藤　涼平 21:47:12363 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県

1334 谷垣　隆男 21:47:41364 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀｶｵ 東京都

1740 沖中　泰子 21:47:59365 ｵｷﾅｶ ﾔｽｺ 大阪府

1577 吉田　弦 21:48:41366 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ 大阪府

1317 新美　祥太 21:49:12367 ﾆｲﾐ ｼｮｳﾀ 愛知県

1472 滝谷　雅司 21:49:43368 ﾀｷﾀﾆ ﾏｻｼ 大阪府

1338 徳永　浩一 21:50:17369 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 新潟県

1230 山脇　伸浩 21:50:26370 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 徳島県

1228 伊藤　重信 21:51:24371 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 三重県

1616 関川　純一 21:51:31372 ｾｷｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県

1187 村井　浩展 21:52:10373 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 香川県

1755 世川　佳代 21:52:17374 ｾｶﾞﾜ ｶﾖ 神奈川県

1527 野口　治夫 21:52:24375 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｵ 長野県

1070 黒島　睦志 21:52:43376 ｸﾛｼﾏ ﾁｶｼ 大阪府

1217 齋藤　公恭 21:53:06377 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾔｽ 神奈川県

1117 津賀　弘光 21:53:24378 ﾂｶﾞ ﾋﾛﾐﾂ 大阪府

1042 山中　俊郎 21:53:24379 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾛｳ 兵庫県

1717 渡辺　いづみ 21:54:20380 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 静岡県

1072 野々山　宏行 21:55:52381 ﾉﾉﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県

1728 小池　雅子 21:56:30382 ｺｲｹ ﾏｻｺ 東京都

1423 若公　雅敏 21:56:47383 ﾜｺｳ ﾏｻﾄｼ 大阪府

1808 佐々木　詔子 21:59:40384 ｻｻｷ ｼｮｳｺ 宮城県
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