
- 第１９回吉野川市リバーサイドハーフマラソン -

ハーフマラソン　男子40歳～59歳
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

 2019/11/24

スタート： 10:30:00

会場: 吉野川市鴨島運動場

主催: 吉野川市ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ実行委員会

1時間21分19秒1 天野　貴文2091 ｱﾏﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間21分44秒2 久米　輝彦2102 ｸﾒ ﾃﾙﾋｺ

1時間23分13秒3 大東　貘2073 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾊﾞｸ

1時間23分18秒4 西　誠司2347 ﾆｼ ｾｲｼﾞ

1時間25分08秒5 タケハラ　レ～スケ2054 ﾀｹﾊﾗ ﾚｰｽｹ

1時間26分07秒6 土壁　茂喜2166 ﾂﾁｶﾍﾞ ｼｹﾞｷ

1時間26分17秒7 上平　卓司2079 ｳｴﾋﾗ ﾀｶｼ

1時間26分20秒8 高本　圭太2341 ﾀｶﾓﾄ ｹｲﾀ

1時間27分06秒9 岡部　隆幸2125 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間27分24秒10 大北　裕司2406 ｵｵｷﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間27分37秒11 三木田　裕司2306 ﾐｷﾀ ﾕｳｼﾞ

1時間27分49秒12 小林　大輔2258 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間28分22秒13 直　潤2124 ﾀﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1時間28分32秒14 仁木　弘志2049 ﾆｷ ﾋﾛｼ

1時間28分42秒15 松永　晃2006 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ

1時間28分46秒16 山本　孝治2078 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間28分46秒17 岸本　実2351 ｷｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ

1時間29分20秒18 相原　啓一2364 ｱｲﾊﾗ ｹｲｲﾁ

1時間30分01秒19 松島　洋一2143 ﾏﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ

1時間30分01秒20 佐野　朋宏2300 ｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ

1時間30分02秒21 郡　征司2159 ｺｵﾘ ｾｲｼﾞ

1時間30分20秒22 生田　憲司2344 ｲｸﾀ ｹﾝｼﾞ

1時間30分57秒23 上村　英世2005 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞﾖ

1時間31分25秒24 白石　真2346 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ

1時間31分36秒25 石川　洋平2178 ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間31分40秒26 菊池　宏明2298 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ

1時間31分45秒27 川田　将由起2080 ｶﾜﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間31分52秒28 二宮　正太2310 ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀ

1時間32分16秒29 平田　直行2031 ﾋﾗﾀ ﾅｵﾕｷ

1時間32分17秒30 鎌田　信之2115 ｶﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間32分49秒31 瀬尾　圭司2130 ｾｵ ｹｲｼﾞ

1時間33分10秒32 黄田　隆史2050 ｷﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間33分20秒33 小林　貴2041 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

1時間33分52秒34 大平　善治2278 ｵｵﾋﾗ ﾖｼﾊﾙ

1時間34分02秒35 邊見　佳紀2011 ﾍﾝﾐ ﾖｼﾉﾘ

1時間34分31秒36 長谷川　猛2381 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ

1時間34分36秒37 竹内　浩二2343 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ

1時間35分18秒38 大久保　良憲2266 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ

1時間35分22秒39 白土　素2361 ｼﾗﾂﾁ ﾊｼﾞﾒ

1時間35分30秒40 市原　弘章2359 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

1時間35分33秒41 光永　美智也2086 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾔ

1時間36分02秒42 泉　慎一2420 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

1時間36分04秒43 梅津　剛裕2250 ｳﾒﾂﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間36分15秒44 市川　雄将2270 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼｮｳ

1時間36分31秒45 安井　勝2285 ﾔｽｲ ﾏｻﾙ

1時間36分38秒46 河野　博之2022 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ

1時間37分03秒47 安岐　誠二2058 ｱｷ ｾｲｼﾞ

1時間37分25秒48 小林　吏2213 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ

1時間37分27秒49 和田　智之2053 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

1時間37分56秒50 片山　昭彦2418 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋｺ
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1時間38分07秒51 坂田　憲亮2252 ｻｶﾀ ｹﾝｽｹ

1時間38分24秒52 林　勇2292 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ

1時間39分16秒53 竹中　利光2082 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾐﾂ

1時間39分32秒54 石戸　達也2432 ｲｼﾄﾞ ﾀﾂﾔ

1時間39分37秒55 野口　幸一2291 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

1時間39分51秒56 長町　浩志2360 ﾅｶﾞﾏﾁ ｺｳｼﾞ

1時間39分54秒57 金岩　裕司2385 ｶﾈｲﾜ ﾕｳｼﾞ

1時間40分17秒58 笠井　一希2200 ｶｻｲ ｶｽﾞｷ

1時間40分33秒59 床並　剛2427 ﾄｺﾅﾐ ﾂﾖｼ

1時間40分37秒60 正岡　智2246 ﾏｻｵｶ ｻﾄｼ

1時間40分45秒61 笠井　慎二2271 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ

1時間40分47秒62 大北　優2028 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾙ

1時間40分56秒63 松下　章寿2242 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾄｼ

1時間41分00秒64 徳永　淳哉2194 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間41分09秒65 三宅　進一2002 ﾐﾔｹ ｼﾝｲﾁ

1時間41分22秒66 新居　孝文2340 ﾆｲ ﾀｶﾌﾐ

1時間41分28秒67 千葉　大輔2382 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ

1時間41分44秒68 金丸　裕司2387 ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｼﾞ

1時間41分53秒69 本田　浩文2332 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

1時間41分59秒70 桑村　尚弘2140 ｸﾜﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

1時間42分02秒71 高橋　博司2424 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間42分04秒72 多田　典史2248 ﾀﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ

1時間42分26秒73 上田　拓志2026 ｳｴﾀﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間42分40秒74 前田　貴敏2404 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

1時間42分40秒75 高瀬　美利2299 ﾀｶｾ ﾐﾄｼ

1時間42分43秒76 吉川　正治2004 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ

1時間42分44秒77 吉川　幸造2312 ﾖｼｶﾜ ｺｳｿﾞｳ

1時間42分47秒78 六車　太士2133 ﾑｸﾞﾙﾏ ﾌﾄｼ

1時間42分49秒79 板倉　太郎2182 ｲﾀｸﾗ ﾀﾛｳ

1時間42分51秒80 垂水　真希2010 ﾀﾙﾐ ﾏｻｷ

1時間42分55秒81 福永　英樹2223 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間43分04秒82 清水　透2001 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ

1時間43分19秒83 峰本　真司2051 ﾐﾈﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

1時間43分23秒84 南　晋作2316 ﾐﾅﾐ ｼﾝｻｸ

1時間43分29秒85 野口　新介2314 ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ

1時間43分33秒86 山姿　進2339 ﾔﾏｽｶﾞﾀ ｽｽﾑ

1時間43分34秒87 河野　一路2280 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾐﾁ

1時間43分51秒88 乾　隆幸2027 ｲﾇｲ ﾀｶﾕｷ

1時間44分01秒89 鎌田　研吾2067 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

1時間44分05秒90 坂野　安博2112 ｻｶﾉ ﾔｽﾋﾛ

1時間44分11秒91 鎌田　雄介2085 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

1時間44分14秒92 榎本　和弘2104 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間44分16秒93 東條　賢2149 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹﾝ

1時間44分21秒94 元木　貴之2105 ﾓﾄｷ ﾀｶﾕｷ

1時間45分03秒95 江原　政彦2210 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

1時間45分39秒96 岡部　友一2190 ｵｶﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

1時間45分50秒97 米田　毅2103 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｹｼ

1時間45分59秒98 山脇　伸浩2297 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間46分08秒99 桑島　敏男2174 ｸﾜｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間46分20秒100 枝澤　裕司2409 ｴﾀﾞｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ
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1時間46分31秒101 大野　孔文2303 ｵｵﾉ ﾖｼﾌﾐ

1時間46分48秒102 植村　保浩2416 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

1時間46分59秒103 梅原　洋彦2044 ｳﾒﾊﾞﾗ ﾋﾛﾋｺ

1時間47分03秒104 泰江　章博2355 ﾔｽｴ ｱｷﾋﾛ

1時間47分05秒105 鈴江　宏2326 ｽｽﾞｴ ﾋﾛｼ

1時間47分20秒106 大塩　洋史2268 ｵｵｼｵ ﾋﾛﾌﾐ

1時間47分20秒107 松本　敏夫2226 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ

1時間47分26秒108 渡邉　光裕2042 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ

1時間47分46秒109 港　教行2177 ﾐﾅﾄ ﾉﾘﾕｷ

1時間47分52秒110 鷲辺　実2236 ﾜｼﾍﾞ ﾐﾉﾙ

1時間47分55秒111 寺本　昌功2353 ﾃﾗﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ

1時間48分20秒112 藤野　貴志2106 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶｼ

1時間48分35秒113 内田　正和2206 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間48分50秒114 島出　良樹2036 ｼﾏﾃﾞ ﾖｼｷ

1時間48分51秒115 寺沢　均2090 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾋﾄｼ

1時間49分04秒116 井浦　哲也2334 ｲｳﾗ ﾃﾂﾔ

1時間49分06秒117 平野　敏雄2254 ﾋﾗﾉ ﾄｼｵ

1時間49分13秒118 渡津　充史2253 ﾜﾀﾂﾞ ﾀｶｼ

1時間49分13秒119 小川　剛2419 ｵｶﾞﾜ ﾂﾖｼ

1時間49分25秒120 松浦　良信2196 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

1時間49分30秒121 坂東　年己2218 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐ

1時間49分40秒122 平井　智幸2138 ﾋﾗｲ ﾄﾓﾕｷ

1時間49分45秒123 古谷　光弘2119 ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾂﾋﾛ

1時間49分52秒124 中尾　博巳2193 ﾅｶｵ ﾋﾛﾐ

1時間50分00秒125 三宅　昭夫2263 ﾐﾔｹ ｱｷｵ

1時間50分22秒126 余田　幹男2287 ﾖﾃﾞﾝ ﾐｷｵ

1時間50分24秒127 軒原　浩2018 ﾉｷﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間50分35秒128 三谷　昌司2224 ﾐﾀﾆ ﾏｻｼ

1時間50分41秒129 田中　哲之2169 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾕｷ

1時間50分47秒130 加藤　吉公2101 ｶﾄｳ ﾖｼﾏｻ

1時間50分53秒131 河野　剛士2216 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ

1時間51分03秒132 小野　浩史2077 ｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ

1時間51分03秒133 中野　正敏2111 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ

1時間51分05秒134 采元　健二2087 ｳﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間51分10秒135 小薄　育男2384 ｵｽｷ ｲｸｵ

1時間51分15秒136 中川　哲哉2025 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ

1時間51分16秒137 仁木　康之2238 ﾆｷ ﾔｽﾕｷ

1時間51分20秒138 赤澤　健介2397 ｱｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ

1時間51分27秒139 津山　誠治2056 ﾂﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間51分45秒140 峠　信行2256 ﾄｳｹﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間51分54秒141 太田　純2209 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ

1時間52分01秒142 丸山　幸弘2120 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ

1時間52分01秒143 冨井　達了2422 ﾄﾐｲ ﾀﾂﾉﾘ

1時間52分10秒144 佐藤　伸次2267 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ

1時間52分11秒145 片山　博之2227 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1時間52分22秒146 髙野　剛2035 ｺｳﾉ ﾂﾖｼ

1時間52分41秒147 上山　裕二2363 ｳｴﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間52分44秒148 中山　真也2203 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾔ

1時間52分49秒149 横山　史朗2170 ﾖｺﾔﾏ ｼﾛｳ

1時間53分09秒150 一宮　昭夫2081 ｲﾁﾐﾔ ｱｷｵ
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1時間53分13秒151 池森　明2426 ｲｹﾓﾘ ｱｷﾗ

1時間53分30秒152 小西　慶治2164 ｺﾆｼ ｹｲｼﾞ

1時間53分34秒153 岩朝　章2290 ｲﾜｻ ｱｷﾗ

1時間53分46秒154 兵頭　永一2068 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ

1時間53分51秒155 柳原　世紀2118 ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ

1時間53分58秒156 森田　晃則2221 ﾓﾘﾀ ｱｷﾉﾘ

1時間53分59秒157 吉田　誠2320 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間54分00秒158 吉兼　健太郎2328 ﾖｼｶﾈ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間54分05秒159 大川　和史2128 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ

1時間54分06秒160 松浦　宏和2007 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間54分17秒161 湯浅　憲正2003 ﾕｱｻ ﾉﾘﾏｻ

1時間54分26秒162 松木　宏之2251 ﾏﾂｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分36秒163 荒井　孝憲2047 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ

1時間54分37秒164 森　卓史2233 ﾓﾘ ﾀｶｼﾞ

1時間54分38秒165 上原　卓2088 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ

1時間54分41秒166 以西　芳隆2408 ｲｻｲ ﾖｼﾀｶ

1時間54分50秒167 堀川　潔2282 ﾎﾘｶﾜ ｷﾖｼ

1時間54分59秒168 髙木　健作2046 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｻｸ

1時間55分03秒169 須戸　孝之2059 ｽﾄﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間55分09秒170 藤野　弘明2136 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛｱｷ

1時間55分09秒171 岸田　広行2100 ｷｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間55分12秒172 平岡　伯教2074 ﾋﾗｵｶ ﾉﾘﾖｼ

1時間55分17秒173 堀切　政俊2015 ﾎﾘｷﾘ ﾏｻﾄｼ

1時間55分22秒174 森　久典2152 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ

1時間55分28秒175 矢部　純也2262 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間55分53秒176 春名　義晴2109 ﾊﾙﾅ ﾖｼﾊﾙ

1時間55分55秒177 山本　和幸2215 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ

1時間56分10秒178 中川　智博2377 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間56分13秒179 山下　修一2325 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｲﾁ

1時間56分54秒180 木村　勲2197 ｷﾑﾗ ｲｻｵ

1時間57分07秒181 阿部　高美2322 ｱﾍﾞ ﾀｶﾐ

1時間57分08秒182 岡崎　和幸2240 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ

1時間57分25秒183 木村　茂生2172 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ

1時間57分28秒184 大西　栄二2336 ｵｵﾆｼ ｴｲｼﾞ

1時間57分29秒185 山田　賢二2141 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間57分32秒186 伊勢　輝喜2368 ｲｾ ﾃﾙｷ

1時間57分33秒187 末廣　康之2354 ｽｴﾋﾛ ﾔｽﾕｷ

1時間57分41秒188 矢島　暁2308 ﾔｼﾞﾏ ｻﾄﾙ

1時間57分46秒189 島崎　信人2147 ｼﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾄ

1時間58分11秒190 高戸　茂2425 ﾀｶﾄ ｼｹﾞﾙ

1時間58分16秒191 丸田　丈司2030 ﾏﾙﾀ ﾀｹｼ

1時間58分29秒192 坂野　敦史2066 ｻｶﾉ ｱﾂｼ

1時間58分39秒193 杉川　公章2160 ｽｷﾞｶﾜ ﾋﾛｱｷ

1時間58分44秒194 磯田　稔2375 ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾙ

1時間58分47秒195 福井　俊之2064 ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ

1時間58分54秒196 井浦　徹二2008 ｲｳﾗ ﾃﾂｼﾞ

1時間58分59秒197 西川　達也2075 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ

1時間58分59秒198 宗本　治之2094 ﾑﾈﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ

1時間59分07秒199 佐々木　達也2428 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

1時間59分17秒200 日浦　満彦2352 ﾋｳﾗ ﾐﾂﾋｺ
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1時間59分27秒201 前田　朋彦2183 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ

1時間59分32秒202 正宗　克浩2208 ﾏｻﾑﾈ ｶﾂﾋﾛ

1時間59分36秒203 南谷　洋光2029 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ﾋﾛﾐﾂ

2時間00分03秒204 荒井　亮介2040 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ

2時間01分06秒205 朝長　孝志2045 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｶｼ

2時間01分10秒206 溝口　信哉2235 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

2時間01分21秒207 眞鍋　和也2243 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ

2時間01分25秒208 松本　善光2401 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾃﾙ

2時間01分54秒209 下間　博文2388 ｼﾓﾂﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ

2時間01分54秒210 井内　康夫2016 ｲｳﾁ ﾔｽｵ

2時間01分59秒211 齋藤　隆2376 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ

2時間02分02秒212 猪龍　浩司2009 ｲﾘｮｳ ﾋﾛｼ

2時間02分20秒213 坂本　亘2098 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ

2時間02分24秒214 都築　貴裕2309 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

2時間02分33秒215 濱田　佳之2113 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間03分01秒216 市村　良介2198 ｲﾁﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

2時間03分06秒217 桑原　敦2279 ｸﾜﾊﾗ ｱﾂｼ

2時間03分07秒218 今田　吉彦2061 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ

2時間03分18秒219 曽我井　誠2394 ｿｶﾞｲ ﾏｺﾄ

2時間03分34秒220 仲　弘志2357 ﾅｶ ﾋﾛｼ

2時間03分47秒221 田中　義孝2274 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ

2時間03分53秒222 稲森　一男2163 ｲﾅﾓﾘ ｶｽﾞｵ

2時間03分54秒223 桑原　哲朗2275 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾃﾂｵ

2時間03分54秒224 佐藤　信行2230 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間04分01秒225 益栄　伸一2367 ﾏｽｴ ｼﾝｲﾁ

2時間04分02秒226 友成　浩樹2211 ﾄﾓﾅﾘ ﾋﾛｷ

2時間04分31秒227 三好　敬仁2156 ﾐﾖｼ ﾀｶﾉﾘ

2時間04分54秒228 竹本　道裕2021 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ

2時間05分31秒229 桑原　寿保2338 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾔｽ

2時間05分35秒230 宍田　紀夫2345 ｼｼﾀﾞ ﾉﾘｵ

2時間05分43秒231 井原　博生2038 ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ

2時間05分45秒232 秋山　研二2084 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間05分47秒233 渡邉　剛2257 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

2時間06分00秒234 元木　憲司2096 ﾓﾄｷ ｹﾝｼﾞ

2時間06分11秒235 内田　恭2402 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間06分16秒236 森下　隆2023 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｼ

2時間06分31秒237 井口　直也2167 ｲｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

2時間06分45秒238 福田　浩一2168 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間06分48秒239 正木　裕二2072 ﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ

2時間06分54秒240 片山　哲也2232 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾔ

2時間07分12秒241 竹中　陽輔2373 ﾀｹﾅｶ ﾖｳｽｹ

2時間07分13秒242 大下　英2386 ｵｵｼﾀ ﾋﾃﾞ

2時間07分16秒243 尾田　剛2201 ｵﾀﾞ ﾀｹｼ

2時間07分29秒244 佐藤　功一郎2013 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間07分36秒245 武田　光芳2231 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ

2時間07分39秒246 近藤　護2107 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ

2時間07分51秒247 撫養　知哉2317 ﾑﾔ ﾄﾓﾔ

2時間07分57秒248 倉崎　真作2099 ｸﾗｻｷ ｼﾝｻｸ

2時間08分03秒249 鵜川　慎二2371 ｳｶﾜ ｼﾝｼﾞ

2時間09分22秒250 藤本　享史2319 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ
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2時間09分26秒251 吉本　武史2311 ﾖｼﾓﾄ ﾀｹｼ

2時間10分04秒252 泉　正文2116 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾌﾐ

2時間10分20秒253 森下　義美2414 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾐ

2時間10分27秒254 大宮　寛正2301 ｵｵﾐﾔ ﾋﾛﾏｻ

2時間10分35秒255 池田　隆2372 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ

2時間11分22秒256 蔭山　光2110 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ

2時間11分27秒257 濱口　裕文2039 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ

2時間11分29秒258 筒井　克彦2244 ﾂﾂｲ ｶﾂﾋｺ

2時間11分35秒259 前里　圭二2365 ﾏｴｻﾄ ｹｲｼﾞ

2時間11分44秒260 近久　昌宏2171 ﾁｶﾋｻ ﾏｻﾋﾛ

2時間11分45秒261 野上　誠一2392 ﾉｶﾞﾐ ｾｲｲﾁ

2時間11分49秒262 松浦　健司2176 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝｼﾞ

2時間12分17秒263 新矢　賢一2273 ﾆｲﾔ ｹﾝｲﾁ

2時間12分22秒264 阿部　淳2335 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ

2時間12分28秒265 笠井　健二2327 ｶｻｲ ｹﾝｼﾞ

2時間12分42秒266 松本　佳崇2329 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ

2時間13分34秒267 佐藤　雅彦2284 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ

2時間14分00秒268 原　直樹2228 ﾊﾗ ﾅｵｷ

2時間14分09秒269 和田　直士2324 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

2時間14分18秒270 森　晴久2241 ﾓﾘ ﾊﾙﾋｻ

2時間14分26秒271 濱田　浩二2095 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ

2時間14分45秒272 山津　正章2411 ﾔﾏﾂ ﾏｻｱｷ

2時間14分48秒273 飛梅　悟2389 ﾄﾋﾞｳﾒ ｻﾄﾙ

2時間14分49秒274 東　壮一2108 ｱｽﾞﾏ ｿｳｲﾁ

2時間14分54秒275 星加　哲2421 ﾎｼｶ ｻﾄﾙ

2時間15分16秒276 山田　雅明2121 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ

2時間15分25秒277 大友　和紀2070 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｷ

2時間15分33秒278 安藝　浩資2114 ｱｷ ﾋﾛｼ

2時間15分34秒279 山橋　正佳2142 ﾔﾏﾊｼ ﾏｻﾖｼ

2時間15分34秒280 泉　雅也2288 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾔ

2時間16分25秒281 犬伏　明2175 ｲﾇﾌﾞｼ ｱｷﾗ

2時間17分42秒282 中西　一男2356 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞｵ

2時間17分42秒283 清水　博文2296 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ

2時間17分53秒284 青野　文仁2034 ｱｵﾉ ﾌﾐﾋﾄ

2時間18分09秒285 平　哲也2184 ﾀｲﾗ ﾃﾂﾔ

2時間18分19秒286 剱持　渉2186 ｹﾝﾓﾂ ﾜﾀﾙ

2時間18分59秒287 竹内　亨2032 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾙ

2時間19分00秒288 井上　好之2383 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ

2時間19分22秒289 川端　聡2276 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ

2時間20分08秒290 山根　文明2192 ﾔﾏﾈ ﾌﾐｱｷ

2時間21分35秒291 渕尻　幹広2065 ﾌﾁｼﾞﾘ ﾐｷﾋﾛ

2時間21分43秒292 小川　博巳2234 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2時間22分28秒293 近藤　肇一2204 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ

2時間22分49秒294 飯田　幸生2134 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ

2時間23分08秒295 児玉　健嗣2337 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

2時間23分16秒296 加治　陽2330 ｶｼﾞ ｱｷﾗ

2時間23分41秒297 東内　守2259 ﾋｶﾞｼｳﾁ ﾏﾓﾙ

2時間26分02秒298 久門　等2048 ﾋｻｶﾄﾞ ﾋﾄｼ

2時間26分03秒299 吉本　貴明2415 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｱｷ

2時間26分24秒300 海原　洋之2092 ｶｲﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ
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2時間26分34秒301 祖父江　研二2132 ｿﾌｴ ｹﾝｼﾞ

2時間27分14秒302 中山　正臣2431 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｵﾐ

2時間28分16秒303 山下　正洋2403 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ

2時間28分44秒304 小泉　省二2348 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ

2時間28分44秒305 出口　忠昭2195 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間28分53秒306 溝口　博之2349 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

2時間29分22秒307 森　祐司2219 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ

2時間29分43秒308 小森　賢一2342 ｺﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

2時間30分27秒309 森奥　和人2017 ﾓﾘｵｸ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間30分43秒310 河内　晋治2093 ｶﾜｳﾁ ｼﾝｼﾞ

2時間30分55秒311 臼杵　一浩2261 ｳｽｷ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間31分12秒312 武田　星児2289 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ

2時間31分12秒313 齋藤　稔之2123 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ

2時間31分18秒314 床西　功至2220 ﾄｺﾆｼ ｺｳｼﾞ

2時間31分31秒315 鈴木　正則2429 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ

2時間32分12秒316 古谷　仁志2146 ｺﾔ ﾋﾄｼ

2時間32分17秒317 岩佐　直樹2161 ｲﾜｻ ﾅｵｷ

2時間32分21秒318 川原　真二2407 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

2時間32分34秒319 小野　武志2126 ｵﾉ ﾀｹｼ

2時間32分54秒320 福本　泰弘2060 ﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

2時間33分13秒321 藤澤　健二2069 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝｼﾞ

2時間33分38秒322 金田　純一2187 ｶﾈﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間35分41秒323 福川　直男2179 ﾌｸｶﾜ ﾀﾀﾞｵ

2時間36分21秒324 土橋　耕一郎2433 ﾂﾁﾊｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間36分39秒325 山名　剛2071 ﾔﾏﾅ ﾂﾖｼ

2時間36分40秒326 久保　雅則2315 ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾘ

2時間37分49秒327 宗次　雅彦2019 ﾑﾈﾂｸﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間40分04秒328 久米　康弘2350 ｸﾒ ﾔｽﾋﾛ

2時間41分46秒329 西尾　厚志2305 ﾆｼｵ ｱﾂｼ

2時間42分25秒330 金川　孝之2165 ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

2時間44分16秒331 坂東　弘章2020 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ

2時間44分51秒332 玉井　茂夫2264 ﾀﾏｲ ｼｹﾞｵ

2時間45分26秒333 加藤　達夫2405 ｶﾄｳ ﾀﾂｵ

2時間46分07秒334 上野　茂実2145 ｳｴﾉ ｼｹﾞﾐ

2時間47分06秒335 泉川　秀和2207 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

2時間47分35秒336 森北　直樹2157 ﾓﾘｷﾀ ﾅｵｷ

2時間48分27秒337 吉田　修2188 ﾖｼﾀﾞ ｵｻﾑ

2時間48分41秒338 矢野　雅文2024 ﾔﾉ ﾏｻﾌﾐ

2時間48分45秒339 梅津　基樹2366 ｳﾒﾂ ﾓﾄｷ

2時間49分17秒340 五十川　和也2052 ｲｿｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

2時間49分34秒341 島　剛2202 ｼﾏ ﾂﾖｼ

2時間49分52秒342 景井　満良2189 ｶｹﾞｲ ﾐﾂﾖｼ

2時間50分49秒343 田中　篤司2205 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ

2時間53分13秒344 佐々木　克茂2333 ｻｻｷ ｶﾂｼｹﾞ

2時間55分34秒345 橋本　秀正2369 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾏｻ

2時間58分01秒346 鎌田　憲二2304 ｶﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

2時間59分05秒347 中野　将男2225 ﾅｶﾉ ﾏｻｵ

2時間59分10秒348 藤澤　昌和2076 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｶｽﾞ
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