
順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 326 斉藤 斉 サイトウ ヒトシ 1:19:47

2 320 木村 康之 キムラ ヤスユキ 1:25:11

3 335 戸田 賢吾 トダ ケンゴ 1:25:26

4 329 助川 和宏 スケガワ カズヒロ 1:27:04

5 306 岩渕 大治郎 イワブチ ダイジロウ 1:27:58

6 305 岩波 一樹 イワナミ カズキ 1:34:32

7 391 渡辺 圭太 ワタナベ ケイタ 1:36:33

8 310 大澤 勇人 オオサワ ハヤト 1:37:54

9 321 古賀 伸明 コガ ノブアキ 1:38:11

10 331 角 賢治 スミ ケンジ 1:39:17

11 345 福士 正規 フクシ マサキ 1:39:47

12 315 織田 恵身 オダ メグミ 1:42:13

13 347 三宅 謙太朗 ミヤケ ケンタロウ 1:42:55

14 346 福田　隆史 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ 1:43:41

15 316 小野　克彦 ｵﾉ ｶﾂﾋｺ 1:43:55

16 317 鎌谷 崇司 カマタニ タカシ 1:46:06

17 324 小林 広明 コバヤシ ヒロアキ 1:46:27

18 332 隅野　健司 ｽﾐﾉ ｹﾝｼﾞ 1:46:53

19 344 原田 弘毅 ハラダ ヒロキ 1:46:56

20 342 花蜜 郁夫 ハナミツ イクオ 1:47:40

21 337 中司 健吾 ナカツカサ ケンゴ 1:48:02

22 311 岡田　拓也 オカダ　タクヤ 1:50:16

23 323 小林 貴大 コバヤシ タカヒロ 1:50:17

24 336 中越 啓介 ナカゴシ ケイスケ 1:50:25

25 303 石田 裕次 イシダ ユウジ 1:51:03

26 301 飯塚 勤 イイヅカ ツトム 1:51:15

27 333 土居　誠司 ﾄﾞｲ ｾｲｼﾞ 1:51:30

28 322 小林 一男 コバヤシ カズオ 1:52:13

29 313 岡田　祐太 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 1:53:00

30 319 木村 勝 キムラ マサル 1:53:10

31 328 末廣 真也 スエヒロ シンヤ 1:53:43

32 318 北川 裕 キタガワ ユタカ 1:55:16

33 314 岡部　武律 ｵｶﾍﾞ ﾀｹﾉﾘ 1:55:17

34 312 岡田 寛 オカダ ヒロシ 1:55:35

35 343 原 護 ハラ マモル 1:56:54

36 348 山崎 研史 ヤマザキ ケンジ 1:57:51

37 325 今野 陽介 コンノ ヨウスケ 1:58:03

38 308 宇田川　広太郎 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 1:58:35

39 340 橋本 聖吾 ハシモト セイゴ 2:03:13

40 349 山田 康幸 ヤマダ　ヤスユキ 2:03:14

41 302 池本 修司 イケモト シュウジ 2:07:59

42 307 上田 将成 ウエダ マサナリ 2:08:17

43 327 椎名　徹 ｼｲﾅ ﾄｵﾙ 2:10:09

44 330 鈴木 義隆 スズキ ヨシタカ 2:15:11

45 309 江尻 明 エジリ アキラ 2:30:37

46 338 根葉 正裕 ネバ マサヒロ 2:36:33

47 304 伊藤 久泰 イトウ ヒサヤス 2:36:34
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48 341 橋本 直樹 ハシモト ナオキ 2:44:06

49 350 山田 裕二 ヤマダ ユウジ 2:51:17

- 334 當山 良一 トウヤマ リョウイチ -

- 339 野々浦 秀治 ノノウラ ヒデハル -

- 351 山本 英永 ヤマモト ヒデナガ -

- 352 渡邉 恭司 ワタナベ キョウジ -

順位 ゼッケン 氏名 カナ タイム

1 369 鈴木 明子 スズキ アキコ 1:24:58

2 380 宮田 由紀子 ミヤタ ユキコ 1:46:10

3 366 木村 千春 キムラ チハル 1:51:21

4 372 谷川　満希子 ﾀﾆｶﾜ ﾏｷｺ 1:57:01

5 374 西脇 香代子 ニシワキ カヨコ 1:58:20

6 379 松木 由香 マツキ ユカ 1:59:46

7 363 遠藤 菜穂子 エンドウ ナホコ 2:00:38

8 361 井山　麻子 ｲﾔﾏ ｱｻｺ 2:08:13

9 381 劉 娟 リュウ ケン 2:09:59

10 371 関岡 杏奈 セキオカ アンナ 2:15:11

11 376 藤森 三奈子 フジモリ ミナコ 2:16:56

12 362 岩波 世津子 イワナミ セツコ 2:22:34

13 370 鈴木　菜穂子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 2:24:12

14 377 古谷 園琳 フルヤ エンリン 2:24:40

15 368 佐々 純子 ササ ジュンコ 2:25:57

16 378 松浦 昌子 マツウラ マサコ 2:41:54

17 375 橋本 千奈美 ハシモト チナミ 2:44:06

- 365 大橋 稚子 オオハシ ワカコ -

- 364 大滝 美樹 オオタキ ミキ -

- 367 久保 直子 クボ ナオコ -

- 373 中村 理恵 ナカムラ リエ -
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