
種目名 順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム
マラソン21km男子 1 1124 池田 泰仁 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ  1:13:33
マラソン21km男子 2 1073 磯村 俊祐 ｲｿﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ  1:16:25
マラソン21km男子 3 1219 永下 貴久 ﾅｶﾞｼﾀ ﾖｼﾋｻ  1:23:12
マラソン21km男子 4 1021 白須 顕一 ｼﾗｽ ｹﾝｲﾁ  1:23:51
マラソン21km男子 5 1142 仲西 宏 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ  1:26:59
マラソン21km男子 6 1431 本山 健 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ  1:27:47
マラソン21km男子 7 1464 新田 淳也 ﾆｯﾀ ｼﾞｭﾝﾔ  1:28:04
マラソン21km男子 8 1271 岩本 健次郎 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ  1:30:08
マラソン21km男子 9 1231 中山 真志 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ  1:30:17
マラソン21km男子 10 1173 小野 晃輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ  1:30:31
マラソン21km男子 11 1332 井堂 倫也 ｲﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ  1:30:42
マラソン21km男子 12 1120 白坂 清文 ｼﾗｻｶ ｷﾖﾌﾐ  1:31:13
マラソン21km男子 13 1437 出口 浩己 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ  1:31:26
マラソン21km男子 14 1069 大戸 直樹 ｵｵﾄ ﾅｵｷ  1:31:50
マラソン21km男子 15 1404 福増 紀雄 ﾌｸﾏｼ ﾉﾘｵ  1:32:06
マラソン21km男子 16 1391 伊丹 直之 ｲﾀﾐ ﾅｵﾕｷ  1:32:32
マラソン21km男子 17 1480 細田 洋人 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾄ  1:32:55
マラソン21km男子 18 1340 渡辺 暢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ  1:32:59
マラソン21km男子 19 1461 定浪 圭史 ｻﾀﾞﾅﾐ ｹｲｼ  1:33:44
マラソン21km男子 20 1099 田丸 勇樹 ﾀﾏﾙ ﾕｳｷ  1:33:51
マラソン21km男子 21 1145 川本 直哉 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ  1:34:04
マラソン21km男子 22 1225 岡村 武 ｵｶﾑﾗ ﾀｹｼ  1:34:17
マラソン21km男子 23 1419 端本 進 ﾊﾀﾓﾄ ｽｽﾑ  1:34:46
マラソン21km男子 24 1424 宇野 浩央 ｳﾉ ﾋﾛｵ  1:34:47
マラソン21km男子 25 1043 小西 洋 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ  1:35:18
マラソン21km男子 26 1212 澤津橋 英昌 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾏｻ  1:35:27
マラソン21km男子 27 1343 品川 徹 ｼﾅｶﾞﾜ ﾄｵﾙ  1:35:31
マラソン21km男子 28 1485 速水 潤一 ﾊﾔﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:35:35
マラソン21km男子 29 1289 高岡 正直 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾅｵ  1:35:52
マラソン21km男子 30 1398 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾋﾄ  1:35:58
マラソン21km男子 31 1459 登根 健一 ﾄﾈ ｹﾝｲﾁ  1:36:17
マラソン21km男子 32 1104 林 将広 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ  1:36:36
マラソン21km男子 33 1296 内山 康輔 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ  1:36:50
マラソン21km男子 34 1465 井原 周治 ｲﾊﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ  1:37:04
マラソン21km男子 35 1196 正地 康壮 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｿｳ  1:38:12
マラソン21km男子 36 1294 灰谷 謙二 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞ  1:38:21
マラソン21km男子 37 1308 細田 浩 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:39:21
マラソン21km男子 38 1096 佐々木 洋大 ｻｻｷ ﾋﾛｵ  1:39:53
マラソン21km男子 39 1326 佐渡 康二 ｻﾜﾀﾘ ｺｳｼﾞ  1:40:43
マラソン21km男子 40 1061 市川 久敏 ｲﾁｶﾜ ﾋｻﾄｼ  1:40:50
マラソン21km男子 41 1497 林 智之 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾕｷ  1:41:03
マラソン21km男子 42 1050 内山 剛 ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ  1:41:14
マラソン21km男子 43 1457 道本 英徳 ﾐﾁﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:41:37
マラソン21km男子 44 1001 片山 重晴 ｶﾀﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ  1:41:53
マラソン21km男子 45 1381 亀山 泰彦 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋｺ  1:42:32
マラソン21km男子 46 1200 古川 公之 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｼ  1:42:48
マラソン21km男子 47 1155 野村 満史 ﾉﾑﾗ ﾐﾂｼ  1:43:03
マラソン21km男子 48 1102 増本 康治 ﾏｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:43:04
マラソン21km男子 49 1204 専徒 寿 ｾﾝﾄ ﾋｻｼ  1:43:16
マラソン21km男子 50 1211 高田 昌直 ﾀｶﾀ ﾏｻﾅｵ  1:43:24
マラソン21km男子 51 1488 福原 崇之 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾕｷ  1:43:37
マラソン21km男子 52 1137 佐々木 彰 ｻｻｷ ｱｷﾗ  1:43:52
マラソン21km男子 53 1156 石村 研也 ｲｼﾑﾗ ｹﾝﾔ  1:43:57
マラソン21km男子 54 1406 林田 博 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:44:03
マラソン21km男子 55 1263 佐藤 進 ｻﾄｳ ｽｽﾑ  1:44:07
マラソン21km男子 56 1494 池川 知頼 ｲｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ  1:44:25
マラソン21km男子 57 1378 島田 長弘 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ  1:44:47
マラソン21km男子 58 1374 早弓 智博 ﾊﾔﾐ ﾄﾓﾋﾛ  1:44:48



マラソン21km男子 59 1392 山本 靖士 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ  1:45:00
マラソン21km男子 60 1038 梶谷 智 ｶｼﾞﾀﾆ ｻﾄｼ  1:45:20
マラソン21km男子 61 1248 室田 哲男 ﾑﾛﾀ ﾃﾂｵ  1:45:30
マラソン21km男子 62 1372 小田 繁 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  1:45:35
マラソン21km男子 63 1513 齋藤　知広 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  1:45:38
マラソン21km男子 64 1509 下田 哲也 ｼﾓﾀﾞ ﾃﾂﾔ  1:45:51
マラソン21km男子 65 1085 馬庭 豊 ﾏﾆﾜ ﾕﾀｶ  1:46:05
マラソン21km男子 66 1307 大屋 孝文 ｵｵﾔ ﾀｶﾌﾐ  1:46:09
マラソン21km男子 67 1403 安立 朋久 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ  1:46:12
マラソン21km男子 68 1141 右田 和伸 ﾐｷﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  1:46:20
マラソン21km男子 69 1026 出葉 真二 ｲｽﾞﾊ ｼﾝｼﾞ  1:46:30
マラソン21km男子 70 1008 奥田 達郎 ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ  1:46:39
マラソン21km男子 71 1202 北澤 伸也 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾝﾔ  1:46:44
マラソン21km男子 72 1434 箱島 慎二 ﾊｺｼﾏ ｼﾝｼﾞ  1:46:53
マラソン21km男子 73 1152 加藤 清志 ｶﾄｳ ｷﾖｼ  1:46:55
マラソン21km男子 74 1317 杉原 貴宏 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:47:34
マラソン21km男子 75 1463 常岡 昌史 ﾂﾈｵｶ ﾏｻﾌﾐ  1:47:43
マラソン21km男子 76 1385 木村 里志 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ  1:47:43
マラソン21km男子 77 1274 川上 悟 ｶﾜｶﾐ ｻﾄﾙ  1:47:45
マラソン21km男子 78 1401 野内 正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ  1:47:46
マラソン21km男子 79 1081 中井 一彰 ﾅｶｲ ｶｽﾞｱｷ  1:47:51
マラソン21km男子 80 1370 宍戸 治夫 ｼｼﾄﾞ ﾊﾙｵ  1:47:52
マラソン21km男子 81 1387 吉岡 孝朗 ﾖｼｵｶ ﾀｶｱｷ  1:47:54
マラソン21km男子 82 1261 尼子 勝宏 ｱﾏｺ ｶﾂﾋﾛ  1:48:16
マラソン21km男子 83 1278 竹下 壽一 ﾀｹｼﾀ ｼｭｳｲﾁ  1:48:25
マラソン21km男子 84 1369 岡本 将行 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ  1:48:25
マラソン21km男子 85 1047 村木 士郎 ﾑﾗｷ ｼﾛｳ  1:48:34
マラソン21km男子 86 1305 長谷川 和正 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ  1:48:40
マラソン21km男子 87 1015 恵良 国博 ｴﾗ ｸﾆﾋﾛ  1:48:45
マラソン21km男子 88 1072 山口 信太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ  1:48:52
マラソン21km男子 89 1439 西川 正文 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ  1:49:06
マラソン21km男子 90 1190 水間 壮彦 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹﾋｺ  1:49:13
マラソン21km男子 91 1358 桧垣 政司 ﾋｶﾞｷ ｾｲｼﾞ  1:49:59
マラソン21km男子 92 1110 花田 孝一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:50:08
マラソン21km男子 93 1018 佐藤 隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ  1:50:15
マラソン21km男子 94 1065 柴田 伸也 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ  1:50:15
マラソン21km男子 95 1143 向久保 亨 ﾑｶｲｸﾎﾞ ﾄｵﾙ  1:50:28
マラソン21km男子 96 1056 古川 泰生 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ  1:50:46
マラソン21km男子 97 1306 佐々木 敏一 ｻｻｷ ﾄｼｶｽﾞ  1:50:58
マラソン21km男子 98 1057 坂本 浩二 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:51:02
マラソン21km男子 99 1310 品川 嵩房 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾌｻ  1:51:09
マラソン21km男子 100 1363 西岡 健一 ﾆｼｵｶ ｹﾝｲﾁ  1:51:25
マラソン21km男子 101 1107 諏訪 順 ｽﾜ ｼﾞｭﾝ  1:52:08
マラソン21km男子 102 1222 谷口 博章 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ  1:52:23
マラソン21km男子 103 1335 寺坂 修二 ﾃﾗｻｶ ｼｭｳｼﾞ  1:52:24
マラソン21km男子 104 1119 大野 啓司 ｵｵﾉ ｹｲｼﾞ  1:52:26
マラソン21km男子 105 1136 川口 幸一 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  1:52:43
マラソン21km男子 106 1036 植野 裕行 ｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ  1:52:46
マラソン21km男子 107 1170 八木 優 ﾔｷﾞ ﾕｳ  1:52:50
マラソン21km男子 108 1380 田中 竜太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ  1:53:02
マラソン21km男子 109 1440 本岡 拓憲 ﾓﾄｵｶ ﾀｸﾉﾘ  1:53:08
マラソン21km男子 110 1356 植田 隆司 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ  1:53:44
マラソン21km男子 111 1080 土居 直文 ﾄﾞｲ ﾅｵﾌﾐ  1:53:50
マラソン21km男子 112 1397 三谷 恵一 ﾐﾀﾆ ｹｲｲﾁ  1:53:51
マラソン21km男子 113 1357 川野 孝二 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ  1:53:52
マラソン21km男子 114 1246 小田原 孝 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀｶｼ  1:53:58
マラソン21km男子 115 1082 原田 正美 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:54:06
マラソン21km男子 116 1304 細川 幸信 ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ  1:54:09
マラソン21km男子 117 1039 金築 亮 ｶﾈﾂｷ ﾘｮｳ  1:54:15



マラソン21km男子 118 1435 中村 博 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ  1:54:23
マラソン21km男子 119 1094 梶西 耕司 ｶｼﾞﾆｼ ｺｳｼﾞ  1:54:35
マラソン21km男子 120 1334 濵田 卓也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ  1:54:43
マラソン21km男子 121 1218 丸山 正雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ  1:54:46
マラソン21km男子 122 1126 多々納 良吉 ﾀﾀﾉ ﾘｮｳｷﾁ  1:54:47
マラソン21km男子 123 1214 松原　大輝 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ  1:54:49
マラソン21km男子 124 1237 小南 雅彦 ｺﾐﾅﾐ ﾏｻﾋｺ  1:54:51
マラソン21km男子 125 1298 前田 耕司 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:54:59
マラソン21km男子 126 1034 上松 靖尚 ｳｴﾏﾂ ﾔｽﾋｻ  1:55:03
マラソン21km男子 127 1454 土居 潤一 ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:55:09
マラソン21km男子 128 1031 小林 博文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ  1:55:10
マラソン21km男子 129 1512 森 遼平 ﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ  1:55:21
マラソン21km男子 130 1092 縄田 道彦 ﾅﾜﾀ ﾐﾁﾋｺ  1:55:34
マラソン21km男子 131 1028 堀内 美晴 ﾎﾘｳﾁ ﾐｾｲ  1:55:44
マラソン21km男子 132 1453 一瀬 誠 ｲﾁﾉｾ ﾏｺﾄ  1:55:47
マラソン21km男子 133 1125 杉村 克真 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾏｻ  1:55:49
マラソン21km男子 134 1344 兼原 達也 ｶﾈﾊﾗ ﾀﾂﾔ  1:55:59
マラソン21km男子 135 1006 大垣 茂 ｵｵｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ  1:56:03
マラソン21km男子 136 1116 村中 秀和 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:56:14
マラソン21km男子 137 1402 田中 翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ  1:56:21
マラソン21km男子 138 1352 吉岡 哲志 ﾖｼｵｶ ﾃﾂｼ  1:56:59
マラソン21km男子 139 1455 土井 聡 ﾄﾞｲ ｻﾄｼ  1:57:04
マラソン21km男子 140 1117 高橋 英二 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ  1:57:10
マラソン21km男子 141 1066 渡辺 晃弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ  1:57:24
マラソン21km男子 142 1019 山根 英樹 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞｷ  1:57:26
マラソン21km男子 143 1162 竹原 隆司 ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ  1:57:36
マラソン21km男子 144 1129 古川 教明 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘｱｷ  1:57:53
マラソン21km男子 145 1020 大畑 雅司 ｵｵﾊﾀ ﾏｻｼ  1:57:56
マラソン21km男子 146 1443 澤藤 元哉 ｻﾜﾌｼﾞ ｹﾞﾝﾔ  1:58:21
マラソン21km男子 147 1184 井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ  1:58:22
マラソン21km男子 148 1492 坂田 涼 ｻｶﾀ ﾘｮｳ  1:58:29
マラソン21km男子 149 1062 木山 洋志 ｷﾔﾏ ﾋﾛｼ  1:58:35
マラソン21km男子 150 1207 竹内 豊夫 ﾀｹｳﾁ ﾄﾖｵ  1:58:47
マラソン21km男子 151 1436 清水 文浩 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾛ  1:58:56
マラソン21km男子 152 1165 熊谷 正俊 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ  1:58:59
マラソン21km男子 153 1420 小松原 元紀 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓﾄﾉﾘ  1:59:04
マラソン21km男子 154 1051 木村 彰伸 ｷﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ  1:59:32
マラソン21km男子 155 1188 西田 敦成 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾅﾘ  1:59:59
マラソン21km男子 156 1054 武内 保憲 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾉﾘ  2:00:00
マラソン21km男子 157 1157 平垣内 誠 ﾋﾗｺﾞｳﾁ ﾏｺﾄ  2:00:13
マラソン21km男子 158 1109 岩津 洋次郎 ｲﾜﾂ ﾖｳｼﾞﾛｳ  2:00:34
マラソン21km男子 159 1333 山下 宗伸 ﾔﾏｼﾀ ﾑﾈﾉﾌﾞ  2:00:46
マラソン21km男子 160 1280 竹内 秀和 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  2:00:48
マラソン21km男子 161 1138 下村 隆 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｼ  2:00:52
マラソン21km男子 162 1394 村上 慶治 ﾑﾗｶﾐ ｹｲｼﾞ  2:00:55
マラソン21km男子 163 1322 竹内 青慈 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ  2:01:07
マラソン21km男子 164 1460 冨岡 秀和 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  2:01:11
マラソン21km男子 165 1186 坂本 伸宏 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ  2:01:12
マラソン21km男子 166 1336 有德 弘道 ｱﾘﾄｸ ﾋﾛﾐﾁ  2:01:15
マラソン21km男子 167 1101 野口 幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  2:01:16
マラソン21km男子 168 1503 竹川 公介 ﾀｹｶﾞﾜ ｺｳｽｹ  2:01:27
マラソン21km男子 169 1042 山田 大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ  2:01:29
マラソン21km男子 170 1405 深野 真吾 ﾌｶﾉ ｼﾝｺﾞ  2:01:48
マラソン21km男子 171 1421 武田 浩 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ  2:01:50
マラソン21km男子 172 1253 楫 隆彦 ｶｼﾞ ﾀｶﾋｺ  2:01:51
マラソン21km男子 173 1154 山本 与夢 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾄﾑ  2:02:00
マラソン21km男子 174 1254 河根 修 ｶﾜﾈ ｵｻﾑ  2:02:18
マラソン21km男子 175 1187 矢野 篤嗣 ﾔﾉ ｱﾂｼ  2:02:41
マラソン21km男子 176 1339 星野 徳夫 ﾎｼﾉ ﾄｸｵ  2:02:51



マラソン21km男子 177 1458 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ  2:02:56
マラソン21km男子 178 1164 岡崎 隆文 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ  2:03:05
マラソン21km男子 179 1205 土江 成夫 ﾂﾁｴ ｼｹﾞｵ  2:03:15
マラソン21km男子 180 1227 岩崎 幸司 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ  2:03:22
マラソン21km男子 181 1265 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ  2:03:25
マラソン21km男子 182 1483 東 輝雄 ﾋｶﾞｼ ﾃﾙｵ  2:03:36
マラソン21km男子 183 1243 木村 孝 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ  2:03:40
マラソン21km男子 184 1269 庄司 彰 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾗ  2:03:41
マラソン21km男子 185 1013 硎 洋一 ﾄｷﾞ ﾖｳｲﾁ  2:03:45
マラソン21km男子 186 1275 福間 正美 ﾌｸﾏ ﾏｻﾐ  2:03:46
マラソン21km男子 187 1195 白坂 隆志 ｼﾗｻｶ ﾀｶｼ  2:03:51
マラソン21km男子 188 1399 相山 慈 ｱｲﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ  2:04:09
マラソン21km男子 189 1235 村上 貴康 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔｽ  2:04:40
マラソン21km男子 190 1249 藤井 孝樹 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｷ  2:04:41
マラソン21km男子 191 1149 児房 正和 ｺﾌﾞｻ ﾏｻｶｽﾞ  2:04:54
マラソン21km男子 192 1084 内田　克美 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ  2:05:04
マラソン21km男子 193 1087 妹尾 信雄 ｾﾉｵ ﾉﾌﾞｵ  2:05:16
マラソン21km男子 194 1468 入君 昭人 ｲﾘｷﾞﾐ ｱｷﾄ  2:05:19
マラソン21km男子 195 1297 切明 昌弘 ｷﾘｱｹ ﾏｻﾋﾛ  2:05:41
マラソン21km男子 196 1217 松浦 祐司 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｼﾞ  2:05:44
マラソン21km男子 197 1250 長尾 隆 ﾅｶﾞｵ ﾀｶｼ  2:05:52
マラソン21km男子 198 1220 今 直樹 ｲﾏ ﾅｵｷ  2:06:04
マラソン21km男子 199 1441 新谷 博文 ｼﾝﾀﾆ ﾋﾛﾌﾐ  2:06:07
マラソン21km男子 200 1234 落合 克俊 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾄｼ  2:06:20
マラソン21km男子 201 1115 毛利 力 ﾓｳﾘ ﾁｶﾗ  2:06:47
マラソン21km男子 202 1282 渡邉 正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ  2:06:51
マラソン21km男子 203 1507 松田 亮 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾗ  2:06:52
マラソン21km男子 204 1273 竹﨑 善一 ﾀｹｻｷ ｾﾞﾝｲﾁ  2:07:02
マラソン21km男子 205 1346 石川 大介 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ  2:07:08
マラソン21km男子 206 1093 酒井 陽介 ｻｶｲ ﾖｳｽｹ  2:07:20
マラソン21km男子 207 1266 谷本 智志 ﾀﾆﾓﾄ ｻﾄｼ  2:07:38
マラソン21km男子 208 1311 坂根 浩太 ｻｶﾈ ｺｳﾀ  2:07:41
マラソン21km男子 209 1321 安達 雅史 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ  2:07:51
マラソン21km男子 210 1070 金沢 守 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ  2:07:53
マラソン21km男子 211 1189 齋藤 雄史郎 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾛｳ  2:07:58
マラソン21km男子 212 1017 木本 厚徳 ｷﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ  2:08:10
マラソン21km男子 213 1498 中平 有哉 ﾅｶﾋﾗ ﾕｳｷ  2:08:25
マラソン21km男子 214 1024 中山 浩一 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ  2:08:37
マラソン21km男子 215 1354 三好 修平 ﾐﾖｼ ｼｭｳﾍｲ  2:08:48
マラソン21km男子 216 1423 松崎 文明 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ  2:08:56
マラソン21km男子 217 1489 木村 泰之 ｷﾑﾗ ﾔｽﾕｷ  2:09:16
マラソン21km男子 218 1175 森脇 俊太郎 ﾓﾘﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ  2:09:25
マラソン21km男子 219 1027 丸山 泰司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ  2:09:31
マラソン21km男子 220 1262 山本 恭順 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ  2:09:45
マラソン21km男子 221 1371 渡部 有一朗 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:09:48
マラソン21km男子 222 1206 田室 英之 ﾀﾑﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:09:53
マラソン21km男子 223 1035 木村 隆 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ  2:10:08
マラソン21km男子 224 1029 山本 裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ  2:10:11
マラソン21km男子 225 1472 植田 絋司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ  2:10:27
マラソン21km男子 226 1224 中崎 浩幸 ﾅｶｻｷ ﾋﾛﾕｷ  2:10:35
マラソン21km男子 227 1300 荒川 恭行 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾕｷ  2:10:47
マラソン21km男子 228 1238 熊谷 将伸 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾉﾌﾞ  2:10:58
マラソン21km男子 229 1127 勝部 昌訓 ｶﾂﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  2:11:00
マラソン21km男子 230 1491 永瀬 敏美 ﾅｶﾞｾ ﾄｼﾐ  2:11:00
マラソン21km男子 231 1148 南 雅史 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾌﾐ  2:11:03
マラソン21km男子 232 1239 棗田 直樹 ﾅﾂﾒﾀﾞ ﾅｵｷ  2:11:05
マラソン21km男子 233 1350 大國 真 ｵｵｸﾞﾆ ﾏｺﾄ  2:11:35
マラソン21km男子 234 1329 徳田 智彦 ﾄｸﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ  2:11:42
マラソン21km男子 235 1314 河口 大悟 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ  2:11:52



マラソン21km男子 236 1037 春木 裕史 ﾊﾙｷ ﾋﾛｼ  2:11:53
マラソン21km男子 237 1103 上原 雅博 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ  2:12:05
マラソン21km男子 238 1388 小谷 勝政 ｺﾀﾆ ｶﾂﾏｻ  2:12:19
マラソン21km男子 239 1194 神原 宏明 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ  2:12:20
マラソン21km男子 240 1228 岡本 学 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ  2:12:43
マラソン21km男子 241 1128 荒薦 章二 ｱﾗｺﾓ ｼｮｳｼﾞ  2:12:45
マラソン21km男子 242 1325 平岡 雅志 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ  2:12:57
マラソン21km男子 243 1276 河田 圭 ｶﾜﾀ ｹｲ  2:13:06
マラソン21km男子 244 1089 澄川 智彦 ｽﾐｶﾜ ﾄﾓﾋｺ  2:13:42
マラソン21km男子 245 1078 吉岡 将太 ﾖｼｵｶ ｼｮｳﾀ  2:13:47
マラソン21km男子 246 1260 岡本 勝成 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾅﾘ  2:14:04
マラソン21km男子 247 1427 池渕 純司 ｲｹﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ  2:14:08
マラソン21km男子 248 1091 石野 政則 ｲｼﾉ ﾏｻﾉﾘ  2:14:11
マラソン21km男子 249 1505 保村 聖二 ﾎﾑﾗ ｾｲｼﾞ  2:14:21
マラソン21km男子 250 1499 河田 純 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  2:14:24
マラソン21km男子 251 1342 矢島 諒 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳ  2:14:35
マラソン21km男子 252 1213 ブルムス グラント ﾌﾞﾙﾑｽ ｸﾞﾗﾝﾄ  2:14:37
マラソン21km男子 253 1185 渡部 修司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ  2:14:47
マラソン21km男子 254 1201 柳岡 覚 ﾔﾅｵｶ ｻﾄﾙ  2:14:55
マラソン21km男子 255 1131 福田 猛 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ  2:15:03
マラソン21km男子 256 1153 平岩 幸夫 ﾋﾗｲﾜ ﾕｷｵ  2:15:11
マラソン21km男子 257 1226 岩谷 隆夫 ｲﾜﾀﾆ ﾀｶｵ  2:15:13
マラソン21km男子 258 1382 岡崎 順一 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:15:25
マラソン21km男子 259 1418 塚田 信秀 ﾂｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ  2:15:33
マラソン21km男子 260 1348 大坂 良介 ｵｵｻｶ ﾘｮｳｽｹ  2:15:55
マラソン21km男子 261 1486 河上 直紀 ｶﾜｳｴ ﾅｵｷ  2:16:03
マラソン21km男子 262 1098 河本 慶二 ｺｳﾓﾄ ｹｲｼﾞ  2:16:06
マラソン21km男子 263 1290 新谷 健太郎 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ  2:16:13
マラソン21km男子 264 1287 三宅 朗 ﾐﾔｹ ｱｷﾗ  2:16:16
マラソン21km男子 265 1245 天野 英治 ｱﾏﾉ ｴｲｼﾞ  2:16:33
マラソン21km男子 266 1174 島本 雄次 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ  2:16:40
マラソン21km男子 267 1365 児玉 勉 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾄﾑ  2:16:54
マラソン21km男子 268 1240 須藤 伸治 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ  2:16:58
マラソン21km男子 269 1009 小山 久満 ｺﾔﾏ ﾋｻﾐﾂ  2:17:14
マラソン21km男子 270 1151 河野 一之 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ  2:17:15
マラソン21km男子 271 1168 北脇 秀亮 ｷﾀﾜｷ ｼｭｳｽｹ  2:17:32
マラソン21km男子 272 1411 山本 直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ  2:17:39
マラソン21km男子 273 1255 平野 唯男 ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞｵ  2:17:44
マラソン21km男子 274 1484 松井 大成 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾅﾘ  2:17:49
マラソン21km男子 275 1044 山上 展良 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾖｼ  2:17:55
マラソン21km男子 276 1389 佐々木 裕司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ  2:18:00
マラソン21km男子 277 1302 市川 直也 ｲﾁｶﾜ ﾅｵﾔ  2:18:02
マラソン21km男子 278 1130 作野 隆 ｻｸﾉ ﾀｶｼ  2:18:06
マラソン21km男子 279 1510 小寺 一平 ｺﾃﾞﾗ ｲｯﾍﾟｲ  2:18:37
マラソン21km男子 280 1264 安本 孝造 ﾔｽﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ  2:18:41
マラソン21km男子 281 1279 富田マークヒデアキ ﾄﾐﾀﾏｰｸﾋﾃﾞｱｷ  2:18:43
マラソン21km男子 282 1433 赤野 徹 ｱｶﾉ ﾄｵﾙ  2:19:02
マラソン21km男子 283 1309 古木 俊嗣 ﾌﾙｷ ﾄｼﾂｸﾞ  2:19:08
マラソン21km男子 284 1247 笠江 久美彦 ｶｻｴ ｸﾐﾋｺ  2:19:19
マラソン21km男子 285 1118 森 賢二 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞ  2:19:23
マラソン21km男子 286 1351 村上 洋志 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｼﾞ  2:19:24
マラソン21km男子 287 1407 村上 智章 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾌﾐ  2:19:29
マラソン21km男子 288 1067 大家 政明 ｵｵﾔ ﾏｻｱｷ  2:19:30
マラソン21km男子 289 1122 礒辺 英喜 ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ  2:19:46
マラソン21km男子 290 1111 西村 修 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ  2:19:53
マラソン21km男子 291 1375 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ  2:20:13
マラソン21km男子 292 1313 久保 武義 ｸﾎﾞ ﾀｹﾖｼ  2:20:18
マラソン21km男子 293 1011 橋本 悟 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄﾙ  2:20:54
マラソン21km男子 294 1487 武田 賢 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝ  2:21:06



マラソン21km男子 295 1005 小林 俊司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｼﾞ  2:21:17
マラソン21km男子 296 1360 金築 利明 ｶﾈﾂｷ ﾄｼｱｷ  2:21:17
マラソン21km男子 297 1303 津田 雅彦 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  2:21:21
マラソン21km男子 298 1268 下中 隆嗣 ｼﾓﾅｶ ﾀｶｼ  2:21:28
マラソン21km男子 299 1422 宮本 真希 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ  2:21:29
マラソン21km男子 300 1495 西尾 淳 ﾆｼｵ ｱﾂｼ  2:21:35
マラソン21km男子 301 1286 新宮 哲司 ｼﾝｸﾞｳ ﾃﾂｼﾞ  2:21:45
マラソン21km男子 302 1450 市川 慶晴 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾊﾙ  2:21:56
マラソン21km男子 303 1178 渡部 慶介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ  2:21:59
マラソン21km男子 304 1252 旗生 薫 ﾊﾀﾌﾞ ｶｵﾙ  2:22:03
マラソン21km男子 305 1177 服部 和之 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ  2:22:10
マラソン21km男子 306 1501 児玉 晴人 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙﾋﾄ  2:22:19
マラソン21km男子 307 1395 日笠 五男 ﾋｶｻ ｲﾂｵ  2:22:25
マラソン21km男子 308 1359 佐々木 一成 ｻｻｷ ｶｽﾞﾅﾘ  2:22:25
マラソン21km男子 309 1223 宇津井 智昭 ｳﾂｲ ﾄﾓｱｷ  2:22:32
マラソン21km男子 310 1179 加藤 大 ｶﾄｳ ﾀﾞｲ  2:22:33
マラソン21km男子 311 1171 春木 貴司 ﾊﾙｷ ﾀｶｼ  2:22:51
マラソン21km男子 312 1368 小島 一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ  2:22:53
マラソン21km男子 313 1259 横山 裕行 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  2:23:15
マラソン21km男子 314 1032 山越 淳 ﾔﾏｺﾞｼ ｱﾂｼ  2:23:20
マラソン21km男子 315 1086 品川 雄太 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀ  2:23:40
マラソン21km男子 316 1500 坂井 良 ｻｶｲ ﾏｺﾄ  2:23:53
マラソン21km男子 317 1511 松島 康訓 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾉﾘ  2:24:03
マラソン21km男子 318 1242 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ  2:24:15
マラソン21km男子 319 1408 遠藤 友彦 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ  2:24:37
マラソン21km男子 320 1041 青野 光尚 ｱｵﾉ ﾐﾂﾅｵ  2:24:42
マラソン21km男子 321 1416 松山 隆一 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ  2:24:55
マラソン21km男子 322 1390 竹内 満 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾙ  2:25:15
マラソン21km男子 323 1502 福田 恵介 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ  2:25:29
マラソン21km男子 324 1504 森本 武嗣 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹｼ  2:25:36
マラソン21km男子 325 1288 服部 文明 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐｱｷ  2:25:38
マラソン21km男子 326 1010 河原 祐志 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  2:25:39
マラソン21km男子 327 1257 足立 経一 ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ  2:25:42
マラソン21km男子 328 1161 熊谷 慎哉 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾔ  2:25:50
マラソン21km男子 329 1496 岡 登勇 ｵｶ ﾉﾘｵ  2:26:04
マラソン21km男子 330 1199 林 幸彦 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋｺ  2:26:47
マラソン21km男子 331 1048 小野 剛 ｵﾉ ﾀｹｼ  2:26:53
マラソン21km男子 332 1316 本田 智 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ  2:26:54
マラソン21km男子 333 1074 生駒 豊 ｲｺﾏ ﾕﾀｶ  2:27:05
マラソン21km男子 334 1361 富澤 孝輔 ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳｽｹ  2:27:09
マラソン21km男子 335 1114 佐々木 秀之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:27:12
マラソン21km男子 336 1295 金築 仁 ｶﾈﾂｷ ﾋﾄｼ  2:27:18
マラソン21km男子 337 1444 光川 泰三 ﾐﾂｶﾜ ﾀｲｿﾞｳ  2:28:03
マラソン21km男子 338 1014 吉村 司 ﾖｼﾑﾗ ﾂｶｻ  2:29:10
マラソン21km男子 339 1479 和田 浩平 ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ  2:29:11
マラソン21km男子 340 1428 森下 守 ﾓﾘｼﾀ ﾏﾓﾙ  2:29:17
マラソン21km男子 341 1508 静間 和彦 ｼｽﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ  2:29:43
マラソン21km男子 342 1285 大屋 功 ｵｵﾔ ｲｻｵ  2:29:55
マラソン21km男子 343 1077 佐野 史幸 ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ  2:30:01
マラソン21km男子 344 1150 矢田 勝美 ﾔﾀ ｶﾂﾐ  2:30:12
マラソン21km男子 345 1049 東條 環樹 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｷ  2:30:34
マラソン21km男子 346 1012 鳥越 守 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏﾓﾙ  2:30:48
マラソン21km男子 347 1410 保手濱 亮 ﾎﾃﾊﾏ ﾘｮｳ  2:32:22
マラソン21km男子 348 1256 西原 一美 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾐ  2:32:45
マラソン21km男子 349 1469 反田 博文 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ  2:33:51
マラソン21km男子 350 1058 森野 紀徳 ﾓﾘﾉ ﾄｼﾉﾘ  2:34:04
マラソン21km男子 351 1475 山本 大介 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ  2:34:07
マラソン21km男子 352 1241 堀川 俊紀 ﾎﾘｶﾜ ﾄｼﾉﾘ  2:34:14
マラソン21km男子 353 1426 石森 好晃 ｲｼﾓﾘ ﾖｼｱｷ  2:34:14



マラソン21km男子 354 1517 石川 政史 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ  2:34:20
マラソン21km男子 355 1470 西部 正男 ﾆｼﾍﾞ ﾏｻｵ  2:34:35
マラソン21km男子 356 1415 佐々木 成之 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ  2:35:18
マラソン21km男子 357 1071 岡田 裕之 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  2:35:30
マラソン21km男子 358 1183 合原 則弘 ｺﾞｳﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ  2:35:36
マラソン21km男子 359 1414 影山 仁 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ  2:35:41
マラソン21km男子 360 1232 坂根 大雅 ｻｶﾈ ﾋﾛﾏｻ  2:35:46
マラソン21km男子 361 1324 牛尾 慎司 ｳｼｵ ｼﾝｼﾞ  2:35:54
マラソン21km男子 362 1312 山本 崇 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ  2:36:13
マラソン21km男子 363 1396 池渕 陽一 ｲｹﾌﾞﾁ ﾖｳｲﾁ  2:36:15
マラソン21km男子 364 1462 竹澤 昌宏 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ  2:36:45
マラソン21km男子 365 1413 稲場 信吉 ｲﾅﾊﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ  2:36:59
マラソン21km男子 366 1053 日高 茂 ﾋﾀﾞｶ ｼｹﾞﾙ  2:37:10
マラソン21km男子 367 1088 室畑 哲夫 ﾑﾛﾊﾀ ﾃﾂｵ  2:37:16
マラソン21km男子 368 1052 実原 哲也 ｼﾞﾂﾊﾗ ﾃﾂﾔ  2:37:27
マラソン21km男子 369 1400 山本 隆之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ  2:38:07
マラソン21km男子 370 1432 桜井 健二 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ  2:38:12
マラソン21km男子 371 1270 深ヶ迫 徹 ﾌｶｶﾞｻｺ ﾄｵﾙ  2:38:16
マラソン21km男子 372 1064 大杉 勝則 ｵｵｽｷﾞ ｶﾂﾉﾘ  2:38:57
マラソン21km男子 373 1482 江藤 雅文 ｴﾄｳ ﾏｻﾌﾐ  2:38:59
マラソン21km男子 374 1467 林 敏弘 ﾊﾔｼ ﾄｼﾋﾛ  2:39:01
マラソン21km男子 375 1341 増山 卓郎 ﾏｽﾔﾏ ﾀｸﾛｳ  2:39:19
マラソン21km男子 376 1244 木村 昭史 ｷﾑﾗ ｱｷﾌﾐ  2:39:35
マラソン21km男子 377 1203 西島 親正 ﾆｼｼﾞﾏ ﾁｶﾏｻ  2:39:40
マラソン21km男子 378 1134 岩元 卓雄 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸｵ  2:39:50
マラソン21km男子 379 1281 久保 太郎 ｸﾎﾞ ﾀﾛｳ  2:39:57
マラソン21km男子 380 1172 北尾 一男 ｷﾀｵ ｶｽﾞｵ  2:40:53
マラソン21km男子 381 1506 古志野 成則 ｺｼﾉ ﾏｻﾉﾘ  2:42:13
マラソン21km男子 382 1121 佐藤 昇 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ  2:42:29
マラソン21km男子 383 1076 平尾 達哉 ﾋﾗｵ ﾀﾂﾔ  2:42:35
マラソン21km男子 384 1456 田中 雅之 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ  2:42:37
マラソン21km男子 385 1355 清水 和男 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ  2:42:55
マラソン21km男子 386 1055 今田 貴大 ｲﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  2:42:56
マラソン21km男子 387 1367 満田 祐司 ﾐﾂﾀ ﾕｳｼﾞ  2:43:06
マラソン21km男子 388 1140 松本 昌也 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ  2:43:38
マラソン21km男子 389 1063 中島 篤志 ﾅｶｼﾏ ｱﾂｼ  2:43:41
マラソン21km男子 390 1169 北脇 俊紀 ｷﾀﾜｷ ﾄｼﾉﾘ  2:43:55
マラソン21km男子 391 1023 大下 誠 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ  2:44:13
マラソン21km男子 392 1362 細川 玲雄 ﾎｿｶﾜ ｱｷｵ  2:45:06
マラソン21km男子 393 1135 伊藤 勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ  2:45:13
マラソン21km男子 394 1132 立本 健 ﾀﾃﾓﾄ ﾀｹｼ  2:45:53
マラソン21km男子 395 1338 竹井 輝明 ﾀｹｲ ﾃﾙｱｷ  2:46:21
マラソン21km男子 396 1283 川上 素明 ｶﾜｶﾐ ﾓﾄﾊﾙ  2:46:49
マラソン21km男子 397 1229 小川 正利 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ  2:46:53
マラソン21km男子 398 1045 滝本 純一 ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:47:01
マラソン21km男子 399 1364 板本 実 ｲﾀﾓﾄ ﾐﾉﾙ  2:47:48
マラソン21km男子 400 1159 牟田 満 ﾑﾀ ﾐﾂﾙ  2:48:35
マラソン21km男子 401 1446 松尾 潤一 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:48:48
マラソン21km男子 402 1478 鮎川 哲男 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂｵ  2:50:06
マラソン21km男子 403 1100 室畑 有良 ﾑﾛﾊﾀ ｱﾘﾖｼ  2:50:33
マラソン21km男子 404 1452 白部 裕紀 ｼﾗﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  2:51:15
マラソン21km男子 405 1292 田中 秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  2:51:39
マラソン21km男子 406 1216 祝部 由喜夫 ﾎｳﾘ ﾕｷｵ  2:51:50
マラソン21km男子 407 1230 堀 勉 ﾎﾘ ﾂﾄﾑ  2:52:40
マラソン21km男子 408 1251 三浦 義昭 ﾐｳﾗ ﾖｼｱｷ  2:53:05
マラソン21km男子 409 1233 田口 正治 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼﾞ  2:53:44
マラソン21km男子 410 1320 村崎 賢一 ﾑﾗｻｷ ｹﾝｲﾁ  2:54:06
マラソン21km男子 411 1221 中石 雅夫 ﾅｶｲｼ ﾏｻｵ  2:54:12
マラソン21km男子 412 1315 鈴木 正悟 ｽｽﾞｷ ｾｲｺﾞ  2:54:19



マラソン21km男子 413 1191 小松 大地 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ  2:54:31
マラソン21km男子 414 1318 有村 泰弘 ｱﾘﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ  2:54:49
マラソン21km男子 415 1209 道中 美敏 ﾐﾁﾅｶ ﾐﾄｼ  2:55:26
マラソン21km男子 416 1160 柳田 和成 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ  2:56:21
マラソン21km男子 417 1490 亀田 泰広 ｶﾒﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  3:01:06
マラソン21km男子 418 1447 濱本 誠 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ  3:01:06
マラソン21km男子 419 1449 佐々木 智 ｻｻｷ ｻﾄｼ  3:02:25
マラソン21km男子 420 1373 田渕 眞道 ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ  3:04:01
マラソン21km男子 421 1345 長澤 弘明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ  3:04:02
マラソン21km男子 422 1208 工藤 宏太 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾀ  3:05:56
マラソン21km男子 423 1429 本山 三男 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾂｵ  3:07:59
マラソン21km男子 424 1384 中田 一哉 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  3:08:28
マラソン21km男子 425 1040 安田 憲司 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  3:10:03
マラソン21km男子 426 1448 安藤 克典 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ  3:11:25
マラソン21km男子 427 1409 平井 大介 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ  3:11:25
マラソン21km男子 428 1366 鶴永 竜一 ﾂﾙﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ  3:11:32
マラソン21km男子 429 1337 野邑 吉樹 ﾉﾑﾗ ﾖｼｷ  3:11:58
マラソン21km男子 430 1163 倉本 正治 ｸﾗﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ  3:12:31
マラソン21km男子 431 1002 大久保 正士 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ  3:12:46
マラソン21km男子 432 1167 落合 紘一 ｵﾁｱｲ ｺｳｲﾁ  3:13:15
マラソン21km男子 433 1493 青野 知比古 ｱｵﾉ ﾄﾓﾋｺ  3:13:16
マラソン21km男子 434 1347 野津 敏明 ﾉﾂ ﾄｼｱｷ  3:15:11
マラソン21km男子 435 1417 為重 佑太朗 ﾀﾒｼｹﾞ ﾕｳﾀﾛｳ  3:17:35
マラソン21km男子 436 1075 高橋 幸雄 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ  3:19:09
マラソン21km男子 437 1328 河田 隼 ｶﾜﾀﾞ ｼｭﾝ  3:20:14
マラソン21km男子 438 1376 冨迫 勝志 ﾄﾐｻｺ ｶﾂｼ  3:24:30
マラソン21km男子 439 1377 吉本 隆信 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶﾉﾌﾞ  3:24:30
マラソン21km男子 440 1144 岡田 俊男 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ  3:26:13
マラソン21km男子 441 1331 徳田 城次 ﾄｸﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ  3:29:46
マラソン21km男子 442 1477 利重 浩司 ﾄｼｼｹﾞ ｺｳｼﾞ  3:30:08
マラソン21km男子 443 1210 木村 孝司 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ  3:30:24

種目名 順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム
マラソン21km女子 1 2046 広石 のぞみ ﾋﾛｲｼ ﾉｿﾞﾐ  1:40:29
マラソン21km女子 2 2019 森 桐子 ﾓﾘ ｷﾘｺ  1:41:05
マラソン21km女子 3 2048 永松 晴美 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾊﾙﾐ  1:45:04
マラソン21km女子 4 2042 山邉 恵美子 ﾔﾏﾍﾞ ｴﾐｺ  1:47:12
マラソン21km女子 5 2021 西尾 友江 ﾆｼｵ ﾄﾓｴ  1:48:32
マラソン21km女子 6 2037 木嶋 和代 ｷｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖ  1:48:39
マラソン21km女子 7 2002 宮崎 孝子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｺ  1:51:41
マラソン21km女子 8 2034 久保田 宏美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ  1:51:42
マラソン21km女子 9 2063 松尾 直美 ﾏﾂｵ ﾅｵﾐ  1:52:06
マラソン21km女子 10 2022 石川 則子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ  1:52:22
マラソン21km女子 11 2072 増本 洋子 ﾏｽﾓﾄ ﾖｳｺ  1:53:01
マラソン21km女子 12 2055 小熊 満代 ｺｸﾞﾏ ﾐﾂﾖ  1:54:44
マラソン21km女子 13 2030 吉富 さやか ﾖｼﾄﾐ ｻﾔｶ  2:02:00
マラソン21km女子 14 2049 古谷 日奈 ﾌﾙﾔ ﾋﾅ  2:06:35
マラソン21km女子 15 2050 岡村 旬子 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ  2:07:24
マラソン21km女子 16 2013 大家 尚美 ｵｵﾔ ﾅｵﾐ  2:10:03
マラソン21km女子 17 2023 魚谷 直美 ｳｵﾀﾆ ﾅｵﾐ  2:11:58
マラソン21km女子 18 2054 錦織 貴子 ﾆｼｺｵﾘ ﾀｶｺ  2:12:13
マラソン21km女子 19 2053 村中 美保 ﾑﾗﾅｶ ﾐﾎ  2:12:19
マラソン21km女子 20 2066 石山 美鈴 ｲｼﾔﾏ ﾐｽｽﾞ  2:12:36
マラソン21km女子 21 2036 戸倉 美樹子 ﾄｸﾗ ﾐｷｺ  2:13:04
マラソン21km女子 22 2038 中島 由賀 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ  2:13:12
マラソン21km女子 23 2069 籾田 紗佑里 ﾓﾐﾀﾞ ｻﾕﾘ  2:15:33
マラソン21km女子 24 2024 田室 千波 ﾀﾑﾛ ﾁﾅﾐ  2:15:42
マラソン21km女子 25 2056 江﨑 久仁子 ｴｻｷ ｸﾆｺ  2:16:18
マラソン21km女子 26 2070 城戸 香 ｷﾄﾞ ｶｵﾙ  2:17:17
マラソン21km女子 27 2007 木山 薫 ｷﾔﾏ ｶｵﾙ  2:18:05



マラソン21km女子 28 2043 勝部 素子 ｶﾂﾍﾞ ﾓﾄｺ  2:18:21
マラソン21km女子 29 2032 西元 暢絵 ﾆｼﾓﾄ ﾏｻｴ  2:18:43
マラソン21km女子 30 2028 三原 圭子 ﾐﾊﾗ ｹｲｺ  2:19:32
マラソン21km女子 31 2020 坂本 恵子 ｻｶﾓﾄ ｹｲｺ  2:20:08
マラソン21km女子 32 2001 石川 小惠 ｲｼｶﾜ ｻｴ  2:21:10
マラソン21km女子 33 2015 木村 僖乃 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉ  2:23:28
マラソン21km女子 34 2061 清水 理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ  2:24:17
マラソン21km女子 35 2031 長谷川 朋子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ  2:24:39
マラソン21km女子 36 2067 藤井 宏子 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｺ  2:26:50
マラソン21km女子 37 2041 田中 絵理子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ  2:27:53
マラソン21km女子 38 2058 山口 諒子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｺ  2:29:08
マラソン21km女子 39 2073 森本 涼香 ﾓﾘﾓﾄ ｽｽﾞｶ  2:33:12
マラソン21km女子 40 2003 田村 友紀子 ﾀﾑﾗ ﾕｷｺ  2:34:33
マラソン21km女子 41 2008 熊本 裕子 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｺ  2:35:14
マラソン21km女子 42 2025 合原 恵子 ｺﾞｳﾊﾗ ｹｲｺ  2:35:36
マラソン21km女子 43 2071 鹿庭 静香 ｶﾆﾜ ｼｽﾞｶ  2:35:50
マラソン21km女子 44 2060 村上 佳代 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ  2:35:54
マラソン21km女子 45 2012 高 知愛 ｺｳ ｼﾞｴ  2:36:35
マラソン21km女子 46 2011 備後 和子 ﾋﾞﾝｺﾞ ｶｽﾞｺ  2:36:35
マラソン21km女子 47 2045 神本 明子 ｶﾝﾓﾄ ｱｷｺ  2:36:57
マラソン21km女子 48 2014 室畑 博子 ﾑﾛﾊﾀ ﾋﾛｺ  2:38:01
マラソン21km女子 49 2004 村木 尚恵 ﾑﾗｷ ﾅｵｴ  2:38:36
マラソン21km女子 50 2026 洲濱 利江 ｽﾊﾏ ﾄｼｴ  2:38:43
マラソン21km女子 51 2010 大杉 美可 ｵｵｽｷﾞ ﾐｶ  2:38:57
マラソン21km女子 52 2051 有吉 加代子 ｱﾘﾖｼ ｶﾖｺ  2:39:57
マラソン21km女子 53 2035 石川 典子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ  2:41:45
マラソン21km女子 54 2064 松田 紀子 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘｺ  2:43:31
マラソン21km女子 55 2033 永山 知都 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾁﾂﾞ  2:44:26
マラソン21km女子 56 2039 本田 真理子 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ  2:44:45
マラソン21km女子 57 2029 福田 喜久子 ﾌｸﾀﾞ ｷｸｺ  2:45:05
マラソン21km女子 58 2005 山西 美奈子 ﾔﾏﾆｼ ﾐﾅｺ  2:47:19
マラソン21km女子 59 2040 川本 麻記子 ｶﾜﾓﾄ ﾏｷｺ  2:47:29
マラソン21km女子 60 2057 岩谷 美由紀 ｲﾜﾀﾆ ﾐﾕｷ  2:48:58
マラソン21km女子 61 2017 坂田 文愛 ｻｶﾀ ｱﾔﾒ  2:49:24
マラソン21km女子 62 2059 松本 久美子 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ  2:51:35
マラソン21km女子 63 2044 相良 秀子 ｻｶﾞﾗ ﾋﾃﾞｺ  2:52:02
マラソン21km女子 64 2047 梶川 菜穂子 ｶｼﾞｶﾜ ﾅﾎｺ  2:52:09
マラソン21km女子 65 2009 加藤 明日美 ｶﾄｳ ｱｽﾐ  2:55:41
マラソン21km女子 66 2018 福田 透江 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷｴ  2:59:08
マラソン21km女子 67 2052 河野 直子 ｺｳﾉ ﾅｵｺ  3:04:56

種目名 順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム
マラソン10km男子 1 3062 水田 和宏 ﾐｽﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  0:39:18
マラソン10km男子 2 3171 中澤 仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞﾝ  0:39:55
マラソン10km男子 3 3074 園山 慶哉 ｿﾉﾔﾏ ﾖｼｷ  0:41:02
マラソン10km男子 4 3172 大屋 一喜 ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ  0:42:57
マラソン10km男子 5 3039 水野 智士郎 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｼﾞﾛｳ  0:43:09
マラソン10km男子 6 3177 野津 伸行 ﾉﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:43:32
マラソン10km男子 7 3015 原 圭太 ﾊﾗ ｹｲﾀ  0:43:42
マラソン10km男子 8 3262 加戸 渉 ｶﾄﾞ ｱﾕﾑ  0:43:51
マラソン10km男子 9 3084 砂本 義文 ｽﾅﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ  0:44:08
マラソン10km男子 10 3254 日野 心瑛 ﾋﾉ ｼﾝｴｲ  0:44:18
マラソン10km男子 11 3009 大西 康平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ  0:44:20
マラソン10km男子 12 3036 藤原 柊弥 ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｭｳﾔ  0:44:49
マラソン10km男子 13 3237 桑野 豊大 ｸﾜﾉ ﾕﾀｶ  0:45:17
マラソン10km男子 14 3178 田淵 聡 ﾀﾌﾞﾁ ｻﾄｼ  0:45:21
マラソン10km男子 15 3141 岡田 訓明 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ  0:46:01
マラソン10km男子 16 3047 木村 治彦 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ  0:47:19
マラソン10km男子 17 3060 森山 浩二 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ  0:47:24
マラソン10km男子 18 3055 畠山 彰人 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋﾄ  0:47:56



マラソン10km男子 19 3109 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ  0:48:24
マラソン10km男子 20 3213 森口 豪 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｹﾙ  0:48:52
マラソン10km男子 21 3001 階本 真一 ｶｲﾓﾄ ｼﾝｲﾁ  0:49:02
マラソン10km男子 22 3107 坂本 明裕 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ  0:49:04
マラソン10km男子 23 3106 小野 政直 ｵﾉ ﾏｻﾅｵ  0:49:31
マラソン10km男子 24 3152 渡辺 晃作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｻｸ  0:49:33
マラソン10km男子 25 3199 山﨑 貴志 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ  0:49:46
マラソン10km男子 26 3079 原田 信之 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:49:59
マラソン10km男子 27 3089 小田 正己 ｵﾀﾞ ﾏｻﾐ  0:50:50
マラソン10km男子 28 3054 菅原 敬文 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾌﾐ  0:50:55
マラソン10km男子 29 3250 富田 光貴 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾖｼ  0:51:04
マラソン10km男子 30 3197 藤原 宗貴 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾑﾈﾀｶ  0:51:13
マラソン10km男子 31 3128 新田 喬 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ  0:51:14
マラソン10km男子 32 3162 山根 一史 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞｼ  0:52:20
マラソン10km男子 33 3102 羽部 幸光 ﾊﾍﾞﾕｷﾐﾂ  0:52:25
マラソン10km男子 34 3168 渡辺 清 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ  0:52:43
マラソン10km男子 35 3027 中本 幸太郎 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ  0:52:45
マラソン10km男子 36 3114 上村 修一 ｳｴﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ  0:53:03
マラソン10km男子 37 3008 後藤 良彰 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｱｷ  0:53:07
マラソン10km男子 38 3165 布村 裕介 ﾇﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ  0:53:51
マラソン10km男子 39 3136 三成 敏雄 ﾐﾅﾘ ﾄｼｵ  0:54:06
マラソン10km男子 40 3076 中本 浩幸 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:54:16
マラソン10km男子 41 3116 梅田 貴司 ｳﾒﾀﾞﾀｶｼ  0:54:18
マラソン10km男子 42 3030 國頭 浩毅 ｸﾆﾄｳ ﾋﾛｷ  0:54:34
マラソン10km男子 43 3209 矢田 秋義 ﾔﾀ ｱｷﾖｼ  0:54:54
マラソン10km男子 44 3252 宅野 正紀 ﾀｸﾉ ﾏｻﾉﾘ  0:54:55
マラソン10km男子 45 3090 弘中 雅志 ﾋﾛﾅｶ ﾏｻｼ  0:55:02
マラソン10km男子 46 3235 庄田 匡宏 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:55:07
マラソン10km男子 47 3110 岡林 正光 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐﾂ  0:55:14
マラソン10km男子 48 3016 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ  0:55:36
マラソン10km男子 49 3083 猪子 和明 ｲﾉｺ ｶｽﾞｱｷ  0:55:51
マラソン10km男子 50 3236 桑野 裕二 ｸﾜﾉ ﾕｳｼﾞ  0:55:58
マラソン10km男子 51 3129 渡部 裕和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  0:56:07
マラソン10km男子 52 3196 岩谷 功 ｲﾜﾀﾆ ｲｻｵ  0:56:17
マラソン10km男子 53 3101 石倉 伸哉 ｲｼｸﾗ ｼﾝﾔ  0:56:22
マラソン10km男子 54 3132 安部 良治 ｱﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ  0:56:31
マラソン10km男子 55 3064 森長 三雄 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐﾂｵ  0:56:48
マラソン10km男子 56 3260 國本 福太郎 ｸﾆﾓﾄ ﾌｸﾀﾛｳ  0:56:53
マラソン10km男子 57 3258 栗原 寛大 ｸﾘﾊﾗ ｶﾝﾀ  0:57:39
マラソン10km男子 58 3012 山本 宣男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ  0:57:46
マラソン10km男子 59 3108 石川 忠文 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾌﾐ  0:57:52
マラソン10km男子 60 3195 鍜冶 幸正 ｶｼﾞ ﾕｷﾏｻ  0:58:06
マラソン10km男子 61 3146 児玉 侑祐 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ  0:58:13
マラソン10km男子 62 3040 増野 峰国 ﾏｼﾉ ﾐﾈｸﾆ  0:58:20
マラソン10km男子 63 3032 平谷 太 ﾋﾗﾀﾆ ﾌﾄｼ  0:58:21
マラソン10km男子 64 3085 正尺 弘樹 ｼｮｳｼﾞｬｸ ﾋﾛｷ  0:58:28
マラソン10km男子 65 3004 小山 剛 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ  0:58:49
マラソン10km男子 66 3044 佐々木 敏彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ  0:58:49
マラソン10km男子 67 3224 槙本 豊 ﾏｷﾓﾄ ﾕﾀｶ  0:58:53
マラソン10km男子 68 3193 野原 惇平 ﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:59:14
マラソン10km男子 69 3043 山縣 宏司 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛｼ  0:59:30
マラソン10km男子 70 3038 桜木 裕文 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ  0:59:51
マラソン10km男子 71 3243 盆子原 照晶 ﾎﾞﾝｺﾊﾞﾗ ﾃﾙｱｷ  1:00:01
マラソン10km男子 72 3048 山本 康治 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:00:06
マラソン10km男子 73 3094 大畑 祐三 ｵｵﾊﾀ ﾕｳｿﾞｳ  1:00:32
マラソン10km男子 74 3155 亀島 裕之 ｶﾒｼﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:00:41
マラソン10km男子 75 3052 吉川 雅之 ｷｯｶﾜ ﾏｻﾕｷ  1:00:53
マラソン10km男子 76 3113 丸尾 貴之 ﾏﾙｵ ﾀｶﾕｷ  1:01:04
マラソン10km男子 77 3156 平田 達識 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾉﾘ  1:01:09



マラソン10km男子 78 3233 大谷 晶弘 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾋﾛ  1:01:11
マラソン10km男子 79 3021 和崎 克司 ﾜｻｷ ｶﾂｼ  1:01:20
マラソン10km男子 80 3246 坂根 繁 ｻｶﾈ ｼｹﾞﾙ  1:01:24
マラソン10km男子 81 3227 小野 徹郎 ｵﾉ ﾃﾂﾛｳ  1:01:28
マラソン10km男子 82 3007 下松 信之 ｸﾀﾞﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:01:35
マラソン10km男子 83 3137 牛尾 壮太 ｳｼｵ ｿｳﾀ  1:01:37
マラソン10km男子 84 3140 近重 竜二 ﾁｶｼｹﾞ ﾘｭｳｼﾞ  1:01:37
マラソン10km男子 85 3149 吉田 勇輝 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ  1:02:01
マラソン10km男子 86 3051 佐々木 秀文 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ  1:02:14
マラソン10km男子 87 3050 小柴 繁美 ｺｼﾊﾞ ｼｹﾞﾐ  1:02:44
マラソン10km男子 88 3028 岡崎 徹治 ｵｶｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ  1:03:05
マラソン10km男子 89 3059 蔵本 知弥 ｸﾗﾓﾄ ﾄﾓﾔ  1:03:12
マラソン10km男子 90 3033 松本 正二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ  1:03:14
マラソン10km男子 91 3242 貞廣 建太 ｻﾀﾞﾋﾛ ｹﾝﾀ  1:03:17
マラソン10km男子 92 3145 児玉 哲洋 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾂﾋﾛ  1:03:30
マラソン10km男子 93 3117 奥田 道生 ｵｸﾀﾞ ﾐﾁｵ  1:03:34
マラソン10km男子 94 3264 山口まもる ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ  1:03:51
マラソン10km男子 95 3163 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  1:03:54
マラソン10km男子 96 3029 佐々木 肇 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ  1:03:59
マラソン10km男子 97 3164 藤原 裕也 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ  1:04:04
マラソン10km男子 98 3135 大窪 快晴 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾊﾙ  1:04:28
マラソン10km男子 99 3133 大窪 賢也 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾔ  1:04:28
マラソン10km男子 100 3245 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  1:04:32
マラソン10km男子 101 3087 梶谷 和則 ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ  1:04:33
マラソン10km男子 102 3024 川合 敏正 ｶﾜｲ ﾄｼﾏｻ  1:04:43
マラソン10km男子 103 3166 勝部 徹 ｶﾂﾍﾞ ﾄｵﾙ  1:04:45
マラソン10km男子 104 3023 椛山 久登 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾋｻﾄ  1:05:02
マラソン10km男子 105 3231 髙木 康之 ﾀｶｷ ﾔｽｼ  1:05:11
マラソン10km男子 106 3189 原田 恭輔 ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｽｹ  1:05:13
マラソン10km男子 107 3198 原田 達也 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ  1:05:40
マラソン10km男子 108 3153 倉本 史彦 ｸﾗﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ  1:05:41
マラソン10km男子 109 3181 古野 晴琉人 ﾌﾙﾉ ﾊﾙﾄ  1:05:44
マラソン10km男子 110 3182 田平 蒼太 ﾀﾋﾞﾗ ｿｳﾀ  1:05:44
マラソン10km男子 111 3061 香取 優希 ｶﾄﾘ ﾕｳｷ  1:05:47
マラソン10km男子 112 3217 山根 康裕 ﾔﾏﾈ ﾔｽﾋﾛ  1:05:58
マラソン10km男子 113 3103 石田 和男 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ  1:06:05
マラソン10km男子 114 3256 佐藤 安治 ｻﾄｳ ﾔｽｼﾞ  1:06:09
マラソン10km男子 115 3203 竹下 祐矢 ﾀｹｼﾀ ﾕｳﾔ  1:06:12
マラソン10km男子 116 3124 森　誠二 ﾓﾘ ｾｲｼﾞ  1:06:23
マラソン10km男子 117 3035 藤原 謙次 ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ  1:06:27
マラソン10km男子 118 3058 大橋 正信 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:06:47
マラソン10km男子 119 3042 錦織 正徳 ﾆｼｺｵﾘ ﾏｻﾉﾘ  1:06:53
マラソン10km男子 120 3212 森口 裕二 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  1:06:58
マラソン10km男子 121 3159 亀島 賢士 ｶﾒｼﾏ ｹﾝｼﾞ  1:07:00
マラソン10km男子 122 3066 丸口 坂光 ﾏﾙｸﾞﾁ ｻｶﾐﾂ  1:07:17
マラソン10km男子 123 3100 遠藤 喜好 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｼ  1:07:18
マラソン10km男子 124 3088 満尾 謙一郎 ﾐﾂｵ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:07:38
マラソン10km男子 125 3204 三浦 尚法 ﾐｳﾗ ﾋｻﾉﾘ  1:07:49
マラソン10km男子 126 3226 山根 浩二 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ  1:07:53
マラソン10km男子 127 3192 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ  1:07:54
マラソン10km男子 128 3034 田島 稔重 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ  1:08:00
マラソン10km男子 129 3026 山延 亮 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾘｮｳ  1:08:11
マラソン10km男子 130 3222 森下 和春 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾊﾙ  1:08:13
マラソン10km男子 131 3161 吉野 北斗 ﾖｼﾉ ﾎｸﾄ  1:08:32
マラソン10km男子 132 3151 吉野 誠 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ  1:08:32
マラソン10km男子 133 3148 柳 順一 ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:08:36
マラソン10km男子 134 3139 中村 将貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ  1:08:37
マラソン10km男子 135 3003 三浦 龍夫 ﾐｳﾗ ﾀﾂｵ  1:08:44
マラソン10km男子 136 3143 平原 康久 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽﾋｻ  1:09:48



マラソン10km男子 137 3214 小野 健一 ｵﾉ ｹﾝｲﾁ  1:09:52
マラソン10km男子 138 3123 次石 節男 ﾂｷﾞｲｼ ｾﾂｵ  1:10:09
マラソン10km男子 139 3025 田中 大作 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ  1:10:24
マラソン10km男子 140 3170 宮迫 嘉治 ﾔｻﾞｺ ﾖｼｼﾞ  1:10:36
マラソン10km男子 141 3160 片石 文憲 ｶﾀｲｼ ﾌﾐﾉﾘ  1:10:39
マラソン10km男子 142 3046 日野 義信 ﾋﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:10:43
マラソン10km男子 143 3065 村上 廣吉 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾖｼ  1:11:03
マラソン10km男子 144 3105 井上 諒哉 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ  1:11:09
マラソン10km男子 145 3104 井上 敦 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ  1:11:09
マラソン10km男子 146 3002 安達 武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ  1:11:18
マラソン10km男子 147 3112 内山 剛一 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ  1:11:27
マラソン10km男子 148 3072 中村 賢児 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  1:11:31
マラソン10km男子 149 3082 田中 英朗 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ  1:11:46
マラソン10km男子 150 3097 三好 正師 ﾐﾖｼ ﾏｻｼ  1:11:52
マラソン10km男子 151 3240 日野 直樹 ﾋﾉ ﾅｵｷ  1:12:05
マラソン10km男子 152 3247 堀越 孝一 ﾎﾘｺｼ ｺｳｲﾁ  1:12:29
マラソン10km男子 153 3257 栗原 甲介 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｽｹ  1:13:08
マラソン10km男子 154 3232 岩本 浩明 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ  1:13:59
マラソン10km男子 155 3006 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ  1:14:09
マラソン10km男子 156 3120 清　史琉 ｷﾖｼ ｼﾘｭ  1:14:14
マラソン10km男子 157 3119 清　昌史 ｷﾖｼ ﾏｻﾌﾐ  1:14:20
マラソン10km男子 158 3049 中広 敦 ﾅｶﾋﾛ ｱﾂｼ  1:14:45
マラソン10km男子 159 3073 筒井 悟 ﾂﾂｲ ｻﾄﾙ  1:15:14
マラソン10km男子 160 3125 献上 浩 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ  1:15:29
マラソン10km男子 161 3011 森本 光男 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾂｵ  1:15:38
マラソン10km男子 162 3057 香取 良和 ｶﾄﾘ ﾖｼｶｽﾞ  1:15:43
マラソン10km男子 163 3056 香取 駿汰 ｶﾄﾘ ｼｭﾝﾀ  1:15:43
マラソン10km男子 164 3018 大平 哲也 ｵｵﾋﾗ ﾃﾂﾔ  1:15:54
マラソン10km男子 165 3010 三浦 輝明 ﾐｳﾗ ﾃﾙｱｷ  1:16:01
マラソン10km男子 166 3126 常松 祐至 ﾂﾈﾏﾂ ﾕｳｼﾞ  1:16:11
マラソン10km男子 167 3096 伊藤 武史 ｲﾄｳ ﾀｹｼ  1:16:11
マラソン10km男子 168 3158 原 央二 ﾊﾗ ｵｳｼﾞ  1:16:26
マラソン10km男子 169 3225 西村 功 ﾆｼﾑﾗ ｲｻｵ  1:17:07
マラソン10km男子 170 3263 井上 幸哉 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾔ  1:17:31
マラソン10km男子 171 3068 大石 武博 ｵｵｲｼ ﾀｹﾋﾛ  1:17:56
マラソン10km男子 172 3131 中村 康一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ  1:18:48
マラソン10km男子 173 3154 亀島 義之 ｶﾒｼﾏ ﾖｼﾕｷ  1:20:02
マラソン10km男子 174 3220 山根 充善 ﾔﾏﾈ ﾐﾂﾖｼ  1:20:08
マラソン10km男子 175 3207 高橋 祐也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ  1:20:11
マラソン10km男子 176 3180 木藤 公二 ｷﾄｳ ｺｳｼﾞ  1:20:26
マラソン10km男子 177 3259 福田 誠次 ﾌｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ  1:20:28
マラソン10km男子 178 3179 瓜生 雄三 ｳﾘｭｳ ﾕｳｿﾞｳ  1:20:35
マラソン10km男子 179 3230 伊藤 寿祥 ｲﾄｳ ﾋｻﾖｼ  1:20:38
マラソン10km男子 180 3130 水本 敏彦 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾄｼﾋｺ  1:20:57
マラソン10km男子 181 3238 藤田 司 ﾌｼﾞﾀ ﾂｶｻ  1:21:10
マラソン10km男子 182 3175 竹田 光希 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂｷ  1:21:28
マラソン10km男子 183 3174 竹田 朋弘 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  1:21:29
マラソン10km男子 184 3157 茶谷 博憲 ﾁｬﾀﾆ ﾋﾛﾉﾘ  1:21:46
マラソン10km男子 185 3115 横山 健太 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ  1:21:57
マラソン10km男子 186 3223 橋本 昌明 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ  1:22:27
マラソン10km男子 187 3063 福田 義郎 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｵ  1:22:31
マラソン10km男子 188 3176 森脇 淳 ﾓﾘﾜｷ ｼﾞｭﾝ  1:23:21
マラソン10km男子 189 3099 下野 正 ｼﾓﾉ ﾀﾀﾞｼ  1:23:23
マラソン10km男子 190 3069 惠木　正信 ｴｷﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:23:40
マラソン10km男子 191 3183 田平 大惺 ﾀﾋﾞﾗ ﾀｲｾｲ  1:23:55
マラソン10km男子 192 3041 永吉 博文 ﾅｶﾞﾖｼ ﾋﾛﾌﾐ  1:24:15
マラソン10km男子 193 3218 壱岐 政和 ｲｷ ﾏｻｶｽﾞ  1:24:15
マラソン10km男子 194 3210 久保田 謙吾 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｺﾞ  1:24:39
マラソン10km男子 195 3093 牛尾　俊行 ｳｼｵ ﾄｼﾕｷ  1:24:45



マラソン10km男子 196 3255 原 健造 ﾊﾗ ｹﾝｿﾞｳ  1:24:58
マラソン10km男子 197 3229 岩野 清悟 ｲﾜﾉ ｾｲｺﾞ  1:25:16
マラソン10km男子 198 3022 宗内 隆義 ｿｳﾅｲ ﾀｶﾖｼ  1:25:53
マラソン10km男子 199 3239 村川 正樹 ﾑﾗｶﾜ ﾏｻｷ  1:26:01
マラソン10km男子 200 3190 村岡 颯太 ﾑﾗｵｶ ｿｳﾀ  1:26:08
マラソン10km男子 201 3184 渡利 修一 ﾜﾀﾘ ｼｭｳｲﾁ  1:26:09
マラソン10km男子 202 3091 原田 昌弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:27:00
マラソン10km男子 203 3138 大田 健 ｵｵﾀ ﾀｹｼ  1:27:06
マラソン10km男子 204 3111 藤井 康弘 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋﾛ  1:27:19
マラソン10km男子 205 3053 小石 幸男 ｺｲｼ ﾕｷｵ  1:28:04
マラソン10km男子 206 3075 武内 貞夫 ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞｵ  1:28:19
マラソン10km男子 207 3253 宇谷 元希 ｳﾀﾆ ｹﾞﾝｷ  1:28:23
マラソン10km男子 208 3208 佐々木 政治 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ  1:28:44
マラソン10km男子 209 3121 馬庭 博範 ﾏﾆﾜ ﾋﾛﾉﾘ  1:29:53
マラソン10km男子 210 3098 中本 賢治 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  1:32:45
マラソン10km男子 211 3078 桧垣 友孝 ﾋｶﾞｷ ﾄﾓﾀｶ  1:32:53
マラソン10km男子 212 3118 花田 真司 ﾊﾅﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  1:33:08
マラソン10km男子 213 3067 横木 修 ﾖｺｷﾞ ｵｻﾑ  1:33:27
マラソン10km男子 214 3228 仁宮 勝夫 ｼﾞﾝｸﾞｳ ｶﾂｵ  1:35:25
マラソン10km男子 215 3251 内仲 聖 ｳﾁﾅｶ ｼｮｳ  1:36:28
マラソン10km男子 216 3249 宮崎 照 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾙ  1:36:30
マラソン10km男子 217 3077 献上 昇 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ  1:37:34
マラソン10km男子 218 3127 内田博章 ｳﾁﾀﾞﾋﾛｱｷ  1:38:40
マラソン10km男子 219 3194 渡 勝也 ﾜﾀﾘ ｶﾂﾔ  1:45:19
マラソン10km男子 220 3092 下垣 拓夢 ｼﾓｶﾞｷ ﾀｸﾑ  1:52:24
マラソン10km男子 221 3080 大床 義郎 ｵｵﾄﾞｺ ﾖｼﾛｳ  1:52:24
マラソン10km男子 222 3201 田中 輝道 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾐﾁ  1:52:25
マラソン10km男子 223 3200 石飛 亮輔 ｲｼﾄﾋﾞ ﾘｮｳｽｹ  1:52:25
マラソン10km男子 224 3167 杉谷 一英 ｽｷﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  1:52:25
マラソン10km男子 225 3202 出雲 裕也 ｲｽﾞﾓ ﾕｳﾔ  1:52:25
マラソン10km男子 226 3045 上杉 賢志 ｳｴｽｷﾞ ｻﾄｼ  1:52:58
マラソン10km男子 227 3086 上杉　青波 ｳｴｽｷﾞ ｾｲﾊ  1:52:58
マラソン10km男子 228 3095 平田 伸樹 ﾋﾗﾀ ﾉﾌﾞｷ  1:58:07
マラソン10km男子 229 3191 村岡 諒 ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳ  1:58:08
マラソン10km男子 230 3188 古野 利路 ﾌﾙﾉ ﾄｼﾐﾁ  1:58:09
マラソン10km男子 231 3187 村岡 大輔 ﾑﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ  1:58:49

種目名 順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム
マラソン10km女子 1 4070 渡利 天音 ﾜﾀﾘ ｱﾏﾈ  0:48:39
マラソン10km女子 2 4029 佐藤 祥恵 ｻﾄｳ ｻﾁｴ  0:49:12
マラソン10km女子 3 4043 柿田 有理 ｶｷﾀ ﾕﾘ  0:51:46
マラソン10km女子 4 4016 筒井 貴子 ﾂﾂｲ ﾀｶｺ  0:51:56
マラソン10km女子 5 4011 島田 美和 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾜ  0:53:33
マラソン10km女子 6 4105 湯淺 昌子 ﾕｱｻ ｼｮｳｺ  0:56:07
マラソン10km女子 7 4012 水野 倫子 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾁｺ  0:57:27
マラソン10km女子 8 4051 鎌田 成美 ｶﾏﾀ ﾅﾙﾐ  0:58:06
マラソン10km女子 9 4089 日野 紗瑛 ﾋﾉ ｻｴ  0:59:08
マラソン10km女子 10 4095 関 文乃 ｾｷ ｱﾔﾉ  1:00:02
マラソン10km女子 11 4053 村田 美咲子 ﾑﾗﾀ ﾐｻｺ  1:00:21
マラソン10km女子 12 4042 溝岡 由美 ﾐｿﾞｵｶ ﾕﾐ  1:02:47
マラソン10km女子 13 4017 坂田 奈緒 ｻｶﾀ ﾅｵ  1:05:03
マラソン10km女子 14 4067 高木 美咲 ﾀｶｷ ﾐｻｷ  1:05:24
マラソン10km女子 15 4038 羽部 睦子 ﾊﾍﾞ ﾑﾂｺ  1:05:55
マラソン10km女子 16 4091 辛嶋 慶子 ｶﾗｼﾏ ｹｲｺ  1:06:19
マラソン10km女子 17 4006 成末 朋子 ﾅﾙｽｴ ﾄﾓｺ  1:07:21
マラソン10km女子 18 4023 西村 洋子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ  1:07:35
マラソン10km女子 19 4101 大西 新 ｵｵﾆｼ ｱﾗﾀ  1:07:46
マラソン10km女子 20 4009 稲田 富美子 ｲﾅﾀ ﾄﾐｺ  1:08:03
マラソン10km女子 21 4015 梅本 清美 ｳﾒﾓﾄ ｷﾖﾐ  1:08:28
マラソン10km女子 22 4021 畠山 和美 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾐ  1:09:13



マラソン10km女子 23 4074 岩野 美智子 ｲﾜﾉ ﾐﾁｺ  1:09:29
マラソン10km女子 24 4102 寺本 美子 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼｺ  1:10:02
マラソン10km女子 25 4022 加藤 蓮 ｶﾄｳ ﾚﾝ  1:10:21
マラソン10km女子 26 4007 折口 智美 ｵﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ  1:10:24
マラソン10km女子 27 4049 馬庭 志津子 ﾏﾆﾜ ｼｽﾞｺ  1:10:31
マラソン10km女子 28 4002 中山 美佐子 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｺ  1:10:59
マラソン10km女子 29 4078 佐々木 美穂 ｻｻｷ ﾐﾎ  1:11:48
マラソン10km女子 30 4077 小田 みゆき ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ  1:11:48
マラソン10km女子 31 4031 田中 あい ﾀﾅｶ ｱｲ  1:12:40
マラソン10km女子 32 4087 山本 正子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ  1:13:42
マラソン10km女子 33 4090 星野 美栄 ﾎｼﾉ ﾐｴ  1:13:45
マラソン10km女子 34 4057 植田 加代子 ｳｴﾀﾞ ｶﾖｺ  1:14:14
マラソン10km女子 35 4098 一瀬 望 ｲﾁﾉｾ ﾉｿﾞﾐ  1:15:34
マラソン10km女子 36 4099 加藤 咲智 ｶﾄｳ ｻﾁ  1:15:49
マラソン10km女子 37 4004 伊藤 英恵 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ  1:16:01
マラソン10km女子 38 4069 山藤 光葉 ｻﾝﾄｳ ﾐﾂﾊ  1:16:44
マラソン10km女子 39 4045 高畑 朋子 ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓｺ  1:17:14
マラソン10km女子 40 4080 森口 千恵子 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾁｴｺ  1:17:52
マラソン10km女子 41 4027 丸口 孝子 ﾏﾙｸﾞﾁ ﾀｶｺ  1:18:12
マラソン10km女子 42 4096 原田 暁 ﾊﾗﾀﾞ ｱｶﾈ  1:18:41
マラソン10km女子 43 4106 湯淺 美紀 ﾕｱｻ ﾐｷ  1:18:51
マラソン10km女子 44 4020 内山 暁子 ｳﾁﾔﾏ ｱｷｺ  1:18:55
マラソン10km女子 45 4026 浦田 恭子 ｳﾗﾀ ｷｮｳｺ  1:19:21
マラソン10km女子 46 4003 江口 依里 ｴｸﾞﾁ ｴﾘ  1:19:43
マラソン10km女子 47 4059 常松 久美 ﾂﾈﾏﾂ ｸﾐ  1:19:44
マラソン10km女子 48 4076 高松 優美 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾐ  1:19:52
マラソン10km女子 49 4075 高橋 典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ  1:20:11
マラソン10km女子 50 4034 塩谷 由美 ｼｵﾀﾆ ﾕﾐ  1:20:18
マラソン10km女子 51 4028 野原 幸恵 ﾉﾊﾗ ｻﾁｴ  1:20:18
マラソン10km女子 52 4092 青井 沙智 ｱｵｲ ｻﾁ  1:20:24
マラソン10km女子 53 4085 本山 恵美 ﾓﾄﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ  1:21:42
マラソン10km女子 54 4032 谷野 理恵子 ﾀﾆﾉ ﾘｴｺ  1:22:11
マラソン10km女子 55 4083 花尾 佳代子 ﾊﾅｵ ｶﾖｺ  1:22:36
マラソン10km女子 56 4065 森本 澄子 ﾓﾘﾓﾄ ｽﾐｺ  1:22:59
マラソン10km女子 57 4060 吉実 佳織 ﾖｼｻﾞﾈ ｶｵﾘ  1:23:16
マラソン10km女子 58 4071 藤田 夏楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ  1:23:55
マラソン10km女子 59 4082 松田 菜々美 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ  1:24:00
マラソン10km女子 60 4055 槙原 多美 ﾏｷﾊﾗ ﾀﾐ  1:24:26
マラソン10km女子 61 4052 吉田 和美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ  1:24:26
マラソン10km女子 62 4081 岡村 実恵 ｵｶﾑﾗ ﾐｴ  1:24:29
マラソン10km女子 63 4048 尾花 千絵 ｵﾊﾅ ﾁｴ  1:25:52
マラソン10km女子 64 4066 神田 愛 ｶﾝﾀﾞ ｱｲ  1:27:05
マラソン10km女子 65 4103 浜崎 瑞穂 ﾊﾏｻｷ ﾐｽﾞﾎ  1:27:05
マラソン10km女子 66 4056 大田 和奈 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾅ  1:27:06
マラソン10km女子 67 4104 畑岡 律香 ﾊﾀｵｶ ﾘﾂｶ  1:27:23
マラソン10km女子 68 4030 武内 敏子 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｺ  1:27:49
マラソン10km女子 69 4019 小石 章代 ｺｲｼ ｱｷﾖ  1:28:04
マラソン10km女子 70 4037 武永 佳子 ﾀｹﾅｶﾞ ﾖｼｺ  1:28:36
マラソン10km女子 71 4047 久谷 佳代子 ﾋｻﾀﾆ ｶﾖｺ  1:28:46
マラソン10km女子 72 4024 吉田 美香 ﾖｼﾀﾞ ﾐｶ  1:29:06
マラソン10km女子 73 4014 清水 伸子 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞｺ  1:31:13
マラソン10km女子 74 4086 中倉 優 ﾅｶｸﾗ ﾕｳ  1:32:58
マラソン10km女子 75 4044 杉原 美希 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐｷ  1:33:08
マラソン10km女子 76 4061 亀島 愛子 ｶﾒｼﾏ ｱｲｺ  1:35:38
マラソン10km女子 77 4058 亀島 順子 ｶﾒｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:36:27
マラソン10km女子 78 4025 宮本 美知代 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾖ  1:36:30
マラソン10km女子 79 4013 高﨑 彩名 ﾀｶｻｷ ｱﾔﾅ  1:36:42
マラソン10km女子 80 4079 湯浅 咲春 ﾕｱｻ ｻｸﾗ  1:36:43
マラソン10km女子 81 4050 内田 浩子 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ  1:38:39



マラソン10km女子 82 4001 大久保 章子 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷｺ  1:39:36
マラソン10km女子 83 4100 加藤 葉月 ｶﾄｳ ﾊﾂﾞｷ  1:41:26
マラソン10km女子 84 4073 渡 博子 ﾜﾀﾘ ﾋﾛｺ  1:45:19
マラソン10km女子 85 4008 佐々木 喜美枝 ｻｻｷ ｷﾐｴ  1:45:19
マラソン10km女子 86 4040 足立 桂子 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺ  1:46:17
マラソン10km女子 87 4039 原 明子 ﾊﾗ ｱｷｺ  1:46:17
マラソン10km女子 88 4097 井上 楓 ｲﾉｳｴ ｶｴﾃﾞ  1:52:24
マラソン10km女子 89 4035 牛尾 沙映 ｳｼｵ ｻｴ  2:10:19


