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主催: 神宮外苑チャレンジフェスティバル実行委員

35分54秒1 田口　宏之1577 タグチ　ヒロユキ

36分36秒2 今井　兼人1868 イマイ　ケンジ

36分58秒3 ＡＢＯＵＳ　ＯＬＩＶＥＲ1949 ｱﾌﾞｽ ｵﾘﾊﾞｰ

37分13秒4 井上　智広1613 イノウエ　トモヒロ

37分57秒5 三品　紀之1785 ミシナ　ノリユキ

38分25秒6 田中　孝一1639 タナカ　コウイチ

38分26秒7 高橋　順也1582 タカハシ　ジュンヤ

38分56秒8 白井　孝治1606 シライ　コウジ

38分59秒9 宝田　保光1866 タカラダ　ヤスミツ

39分25秒10 平澤　健市1684 ヒラサワ　ケンイチ

39分28秒11 横田　俊介1664 ヨコタ　シュンスケ

40分01秒12 鈴木　謙太1502 スズキ　ケンタ

40分10秒13 石原　博之1729 イシハラ　ヒロユキ

40分59秒14 田中　芳彦1941 タナカ　ヨシヒコ

40分59秒15 宮本　雅彦1680 ミヤモト　マサヒコ

41分20秒16 岩井　栄幸1861 イワイ　ヒデユキ

41分23秒17 佐藤　秀明1759 サトウ　ヒデアキ

41分29秒18 井戸根　裕之1784 イドネ　ヒロユキ

41分46秒19 佐藤　宏幸1531 サトウ　ヒロユキ

41分52秒20 玉木　賢二1626 タマキ　ケンジ

41分56秒21 倉島　淳一1629 クラシマ　ジュンイチ

42分05秒22 川上　寿雄1596 カワカミ　ヒサオ

42分12秒23 塩野入　博昭1694 シオノイリ　ヒロアキ

42分18秒24 久木山　茂1750 クキヤマ　シゲル

42分21秒25 四俣　徹1678 ヨツタマ　トオル

42分35秒26 早坂　孝治1946 ハヤサカ　タカハル

42分45秒27 成田　直史1761 ナリタ　ナオフミ

43分00秒28 大滝　和成1558 オオタキ　カズナリ

43分04秒29 入川　裕介1552 イリカワ　ユウスケ

43分27秒30 小西　俊一郎1527 コニシ　シュンイチロウ

43分29秒31 佐藤　英明1923 サトウ　ヒデアキ

43分41秒32 石北　隆1660 イシキタ　タカシ

43分54秒33 原　昌平1617 ハラ　ショウヘイ

44分01秒34 平井　優紀1600 ヒライ　ユウキ

44分31秒35 逸見　健介1879 ヘンミ　ケンスケ

44分33秒36 熊倉　尚吾1823 クマクラ　ショウゴ

44分34秒37 浅野　禅1947 ヨビ

44分35秒38 井上　好央1668 イノウエ　ヨシオ

44分43秒39 伊藤　政人1904 イトウ

44分51秒40 矢引　和明1543 ヤビキ　カズアキ

45分22秒41 児玉　源1851 コダマ　ハジメ

45分26秒42 山口　浩一1691 ヤマグチ　ヒロカズ

45分29秒43 井上　浩三郎1840 イノウエ　コウザブロウ

45分43秒44 菅波　完1595 スゲナミ　タモツ

45分45秒45 大森　守1542 オオモリ　マモル

45分58秒46 森　泰1935 モリ　ヤスシ

46分05秒47 酒井　康行1753 サカイ　ヤスユキ

46分05秒48 大宅　郁治1944 オオタク　イクジ

46分06秒49 飯田　和彦1860 イイダ　カズヒコ

46分19秒50 三村　進1833 ミムラ　ススム
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46分24秒51 青柳　吉則1705 アオヤギ　ヨシノリ

46分25秒52 河田　光正1745 カワタ　ミツマサ

46分29秒53 鶴留　孝一郎1876 ツルドメ　コウイチロウ

46分30秒54 吉田　正幸1688 ヨシダ　マサユキ

46分42秒55 山本　達之1714 ヤマモト　タツユキ

46分48秒56 山口　達也1584 ヤマグチ　タツヤ

46分48秒57 河本　充雄1700 カワモト　ミツオ

46分53秒58 師　聖朗1709 モロ　セイアキ

46分54秒59 稲葉　弘斗1952 ヨビ

47分00秒60 阿部　大祐1566 アベ　ダイスケ

47分16秒61 堀口　英之1535 ホリグチ　ヒデユキ

47分20秒62 加藤　宗広1632 カトウ　ムネヒロ

47分22秒63 大館　一臣1591 オオダテ　カズオミ

47分31秒64 井上　靖史1906 イノウエ　セイジ

47分31秒65 奥山　順司1743 オクヤマ　ジュンジ

47分33秒66 岩見　政夫1581 イワミ　マサオ

47分35秒67 武田　秀樹1686 タケダ　ヒデキ

47分47秒68 中村　雄一1569 ナカムラ　ユウイチ

47分49秒69 橋口　良夫1676 ハシグチ　ヨシオ

47分59秒70 大江　久至1950 ヨビ

48分04秒71 大山　雄二郎1719 オオヤマ　ユウジロウ

48分13秒72 池尻　和広1538 イケジリ　カズヒロ

48分13秒73 伊藤　努1658 イトウ　ツトム

48分13秒74 川本　和彦1665 カワモト　カズヒコ

48分16秒75 西川　完1723 ニシカワ　タモツ

48分17秒76 飯森　英樹1564 イイモリ　ヒデキ

48分18秒77 鈴木　とおる1669 スズキ　トオル

48分23秒78 葛西　正1894 カサイ　タダシ

48分41秒79 山崎　達也1627 ヤマサキ　タツヤ

48分45秒80 中谷　敏彦1734 ナカタニ　トシヒコ

48分57秒81 池田　重孝1636 イケダ　シゲタカ

49分04秒82 清野　敬1777 セイノ　タカシ

49分12秒83 角　利計1545 カク　トシカズ

49分12秒84 平林　巌1813 ヒラバヤシ　イワオ

49分13秒85 吉藤　克明1603 ヨシフジ　カツアキ

49分16秒86 斉木　進1920 サイキ　ススム

49分18秒87 三浦　千春1692 ミウラ　チハル

49分20秒88 大濱　喜紀1914 オオハマ　ヨシノリ

49分22秒89 齋藤　純一1537 サイトウ　ジュンイチ

49分23秒90 高際　将史1663 タカギワ　マサシ

49分23秒91 渡辺　琢也1725 ワタナベ　タクヤ

49分25秒92 池野　清史1770 イケノ　キヨシ

49分28秒93 真下　和宏1610 マシモ　カズヒロ

49分31秒94 犬竹　政明1852 イヌタケ　マサアキ

49分31秒95 和田　道明1842 ワダ　ミチアキ

49分35秒96 佐藤　聡史1508 サトウ　サトシ

49分41秒97 鈴木　竹嗣1869 スズキ　タケツグ

49分44秒98 桑田　富雄1642 クワタ　トミオ

49分47秒99 笠原　邦夫1593 カサハラ　クニオ

49分49秒100 赤木　理二1621 アカギ　タダジ
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49分52秒101 高村和宗1886 タカムラカズムネ

49分54秒102 森田達也1885 モリタタツヤ

49分58秒103 高木　昌之1681 タカギ　マサユキ

49分59秒104 小島　徹1722 コジマ　トオル

50分00秒105 黒田　周一1501 クロダ　シュウイチ

50分04秒106 有泉　嘉明1659 アリイズミ　ヨシアキ

50分19秒107 関井　和吉1835 セキイ　カズヨシ

50分19秒108 小杉　巳智典1504 コスギ　ミチノリ

50分22秒109 高橋　優二1556 タカハシ　ユウジ

50分47秒110 清水　武1874 シミズ　タケシ

50分49秒111 五十嵐　洋昭1646 イガラシ　ヒロアキ

50分49秒112 中森　義雄1804 ナカモリ　ヨシオ

50分50秒113 佐藤　俊介1737 サトウ　シュンスケ

50分52秒114 土屋　健二1594 ツチヤ　ケンジ

51分00秒115 栗田　篤実1929 クリタ　アツミ

51分04秒116 中川　春男1918 ナカガワ

51分07秒117 朝倉　治1901 アサクラ　オサム

51分12秒118 伊藤　忠男1912 イトウ　タダオ

51分14秒119 山﨑　晃由1521 ヤマザキ　アキヨシ

51分15秒120 高瀬　勤1824 タカセ　ツトム

51分16秒121 大橋　英樹1758 オオハシ　ヒデキ

51分18秒122 京極　尚1592 キョウゴク　ヒサシ

51分18秒123 石井　和也1760 イシイ　カズヤ

51分18秒124 戸村　貴口蔵1783 トムラ　キクゾウ

51分20秒125 石野　良久1815 イシノ　ヨシヒサ

51分28秒126 黒島　健児1749 クロシマ　ケンジ

51分31秒127 吉田　敏彦1740 ヨシダ　トシヒコ

51分40秒128 長谷川　一平1809 ハセガワ　イッペイ

51分40秒129 久能　和男1526 クノウ　カズオ

51分43秒130 田代　玲治1563 タシロ　レイジ

51分43秒131 吉田　顕照1643 ヨシダ　ケンショウ

51分44秒132 薩美　昇一1939 サツミ　ショウイチ

51分48秒133 小島　克浩1898 コジマ　カツヒロ

51分49秒134 福田　登志明1638 フクダ　トシアキ

51分50秒135 佐々木　直哉1630 ササキ　ナオヤ

51分52秒136 浅田　誠1899 アサダ　マコト

51分55秒137 高橋　千治1911 タカハシ　チハル

51分57秒138 笛木　幸治1524 フエキ　コウジ

52分01秒139 佐藤　正人1850 サトウ　マサト

52分11秒140 坂井　章1848 サカイ　アキラ

52分15秒141 佐藤　大1757 サトウ　ダイ

52分22秒142 佐藤　英吾1803 サトウ　エイゴ

52分25秒143 中澤　豊1771 ナカザワ　ユタカ

52分27秒144 中村　光輝1567 ナカムラ　ミツテル

52分28秒145 早川　誠1576 ハヤカワ　マコト

52分34秒146 島袋　操1653 シマブクロ　ミサオ

52分34秒147 立川　勝1706 タチカワ　マサル

52分42秒148 濱村　康彦1836 ハマムラ　ヤスヒコ

52分43秒149 星　勇建1512 ホシ　ユウケン

52分46秒150 原　卓也1921 ハラ　タクヤ
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52分48秒151 倉田　浩1724 クラタ　ヒロシ

52分49秒152 森　二郎1931 モリ　ジロウ

52分50秒153 長島　弘道1934 ナガシマ　ヒロミチ

52分53秒154 柿沼　伸明1620 カキヌマ　ノブアキ

52分55秒155 森村　健太郎1707 モリムラ　ケンタロウ

53分02秒156 吉田　悟1561 ヨシダ　サトル

53分08秒157 石井　克彦1739 イシイ　カツヒコ

53分12秒158 野尻　泰史1857 ノジリ　ヤスシ

53分14秒159 後藤　真司1838 ゴトウ　シンジ

53分14秒160 木曽　文男1917 キソ　フミオ

53分16秒161 石水　昭彦1878 イシミズ　アキヒコ

53分18秒162 鈴木　康文1766 スズキ　ヤスブミ

53分19秒163 西橋　憲行1945 ニシバシ　ノリユキ

53分22秒164 中川　康弘1671 ナカガワ　ヤスヒロ

53分29秒165 佐藤　康之1880 サトウ　ヤスユキ

53分33秒166 増島　達夫1675 マスジマ　タツオ

53分44秒167 芝田　忠志1597 シバタ　タダシ

53分50秒168 田辺　和男1916 タナベ　カズオ

53分54秒169 佐藤　英明1696 サトウ　ヒデアキ

53分55秒170 関　繁雄1787 セキ　シゲオ

54分05秒171 宇津木　誠1693 ウツギ　マコト

54分08秒172 朴　政圭1937 ボク　セイケイ

54分09秒173 三上　大介1697 ミカミ　ダイスケ

54分10秒174 小野塚　信一1895 オノヅカ　シンイチ

54分15秒175 仲間　晃1854 ナカマ　アキラ

54分17秒176 四方　俊司1763 ヨモ　シュンジ

54分20秒177 土佐　佳弘1847 トサ　ヨシヒロ

54分24秒178 川嶋　三夫1892 カワシマ

54分25秒179 知久　伸之1689 チク　ノブユキ

54分28秒180 川上　浩一1858 カワカミ　ヒロカズ

54分35秒181 阿蘇品　尚士1843 アソシナ　ナオシ

54分37秒182 渡辺　順1655 ワタナベ　ジュン

54分39秒183 藤澤　智1647 フジサワ　サトル

54分40秒184 寺田　利彦1819 テラダ　トシヒコ

54分44秒185 樋口　高志1602 ヒグチ　タカシ

54分46秒186 三浦　伸一1778 ミウラ　シンイチ

54分46秒187 佐藤　清二1717 サトウ　セイジ

54分48秒188 藤原　郁夫1679 フジワラ　イクオ

54分52秒189 杉崎　英治1793 スギサキ　エイジ

54分54秒190 大正　隆史1772 オオショウ　タカシ

54分56秒191 金土　重順1837 コンド　シゲノブ

54分58秒192 長曽我部　剛1701 チョウソカベ　ツヨシ

55分00秒193 熊倉　正和1645 クマクラ　マサカズ

55分09秒194 笠井　豊1711 カサイ　ユタカ

55分12秒195 宮腰　秀貴1744 ミヤゴシ　ヒデキ

55分18秒196 今野　若男1547 コンノ　ワカオ

55分20秒197 磯　孝司1872 イソ　タカシ

55分22秒198 市原　一人1544 イチハラ　カズヒト

55分25秒199 武知　敬憲1845 タケチ　タカノリ

55分40秒200 長野　真義1565 ナガノ　マサヨシ
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55分42秒201 佐藤　雅則1506 サトウ　マサノリ

55分45秒202 後藤　武史1687 ゴトウ　タケシ

55分45秒203 古田　文雄1810 フルタ　フミオ

55分52秒204 大池　博1855 オオイケ　ヒロシ

55分52秒205 阿部　貞次1839 アベ　テイジ

55分53秒206 伯耆田　信一1762 ホウキタ　シンイチ

55分53秒207 鈴木　英二郎1769 スズキ　エイジロウ

56分01秒208 若原　正夫1831 ワカハラ　マサオ

56分02秒209 安田　勝利1728 ヤスダ　カツトシ

56分05秒210 千葉　茂1590 チバ　シゲル

56分06秒211 林　毅彦1806 ハヤシ　タケヒコ

56分10秒212 稲泉　俊一1953 ヨビ

56分11秒213 白倉　茂1948 ヨビ

56分13秒214 井関　雅裕1551 イセキ　マサヒロ

56分16秒215 高村　昌秀1726 タカムラ　マサヒデ

56分16秒216 宮原　潤1657 ミヤハラ　ジュン

56分18秒217 上田　浩二1720 ウエダ　コウジ

56分19秒218 西野　信1780 ニシノ　マコト

56分19秒219 大根　純1570 オオネ　ジュン

56分29秒220 紙田　雅昭1820 カミタ　マサアキ

56分29秒221 戸田　英祐樹1877 トダ　ヒデユキ

56分35秒222 伊藤　智章1814 イトウ　トモアキ

56分47秒223 渡邊　宏1612 ワタナベ　ヒロシ

57分04秒224 伊藤　晃1571 イトウ　アキラ

57分05秒225 松本　和義1702 マツモト　カズヨシ

57分10秒226 栗田尚1882 クリタタカシ

57分15秒227 桜沢　巧大1622 サクラザワ　ヨシトモ

57分17秒228 仲井　公哉1548 ナカイ　キミヤ

57分29秒229 浜地　勝己1773 ハマチ　カツミ

57分35秒230 小花　慶成1791 コバナ　ヨシナリ

57分36秒231 早川　清雄1747 ハヤカワ　スミオ

57分43秒232 後藤　泰久1708 ゴトウ　ヤスヒサ

57分48秒233 藤田　栄喜1560 フジタ　エイキ

57分48秒234 平塚　敦1786 ヒラツカ　アツシ

57分51秒235 久保田　正光1517 クボタ　マサミツ

57分57秒236 武田　浩和1767 タケダ　ヒロカズ

58分01秒237 菊地　健1807 キクチ　ケン

58分01秒238 大蔵　浩樹1910 オオクラ　ヒロキ

58分10秒239 遠山　貴敬1616 トオヤマ　タカノリ

58分20秒240 安田　高志1557 ヤスダ　タカシ

58分21秒241 今野　廣隆1889 イマノ　ヒロタカ

58分23秒242 稲葉　史貴1541 イナバ　フミタカ

58分26秒243 斉藤　与志行1715 サイトウ　ヨシユキ

58分28秒244 梅澤　健史1683 ウメザワ　タケシ

58分37秒245 中川　卓1650 ナカガワ　スグル

58分38秒246 鷹巣　則和1520 タカス　ノリカズ

58分43秒247 説田　真二郎1624 セッタ　シンジロウ

58分47秒248 安養寺　紀親1817 アンヨウジ　ノリチカ

58分49秒249 塚原　智宣1654 ツカハラ　トモノリ

58分59秒250 阿部　利美1905 アベ　トシミ
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59分00秒251 森久保　一也1532 モリクボ　カズヤ

59分01秒252 宮本　興一1902 ミヤモト　コウイチ

59分02秒253 橋本　章1509 ハシモト　アキラ

59分08秒254 新井　崇夫1614 アライ　タカオ

59分08秒255 吉田　希望1798 ヨシダ　キボウ

59分10秒256 鳥山　康見1648 トリヤマ　ヤスミ

59分17秒257 伴　弘道1801 バン　ヒロミチ

59分25秒258 村野　茂1721 ムラノ　シゲル

59分25秒259 柴田　順二1924 シバタ

59分27秒260 塚原　由久1746 ツカハラ　ヨシヒサ

59分28秒261 田坂　康将1637 タサカ　ヤスマサ

59分46秒262 大野　浩司1619 オオノ　ヒロシ

59分53秒263 斉藤　徹1513 サイトウ　トオル

59分55秒264 庄司　力1781 ショウジ　ツトム

1時間00分08秒265 稲田　昌彦1634 イナダ　マサヒコ

1時間00分15秒266 伊東　卓1799 イトウ　タク

1時間00分19秒267 辺見　聡1673 ヘンミ　サトシ

1時間00分20秒268 中川　洋一1754 ナカガワ　ヨウイチ

1時間00分23秒269 中島　匠1731 ナカジマ　タクミ

1時間00分30秒270 平本　哲也1768 ヒラモト　テツヤ

1時間00分32秒271 高木　富士夫1522 タカギ　フジオ

1時間00分33秒272 伊藤　清二1505 イトウ　セイジ

1時間00分33秒273 柳館　忠博1832 ヤナギダテ　タダヒロ

1時間00分34秒274 青木　克樹1710 アオキ　カツキ

1時間00分37秒275 山本　伸宏1672 ヤマモト　ノブヒロ

1時間00分39秒276 石田　孝作1792 イシダ　コウサク

1時間00分41秒277 成田　忠1943 ナリタ　タダシ

1時間00分48秒278 石川　和夫1908 イシカワ　カズオ

1時間00分52秒279 澤井　清1609 サワイ　キヨシ

1時間01分04秒280 國包　篤志1529 クニカネ　アツシ

1時間01分11秒281 松原　誠1919 マツバラ　マコト

1時間01分16秒282 中里　裕史1756 ナカサト　ヒロフミ

1時間01分19秒283 岩崎　洋一1573 イワサキ　ヨウイチ

1時間01分34秒284 成田　真作満1703 ナリタ　マサミツ

1時間01分34秒285 樋口　弥1704 ヒグチ　ワタル

1時間01分34秒286 森本　泰雄1927 モリモト　ヤスオ

1時間01分36秒287 藤吉　高啓1774 フジヨシ　タカヒロ

1時間01分42秒288 江本　光敏1742 エモト　ミツトシ

1時間01分53秒289 波多野　道弘1662 ハタノ　ミチヒロ

1時間01分53秒290 松本　啓樹1951 ヨビ

1時間01分56秒291 加登田　哲也1790 カトダ　テツヤ

1時間01分59秒292 寺田　賢明1900 テラダ　マサアキ

1時間02分05秒293 金子　裕1523 カネコ　ヒロシ

1時間02分07秒294 岸田　健吾1881 キシダケンゴ

1時間02分16秒295 井之下　健1623 イノシタ　タケシ

1時間02分19秒296 飛田　順司1607 トビタ　ジュンジ

1時間02分19秒297 森川　幸俊1748 モリカワ　ユキトシ

1時間02分27秒298 篠宮　七三郎1936 シノミヤ　シチサブロウ

1時間02分28秒299 市川　隆1897 イチカワ　タカシ

1時間02分30秒300 釜谷　徹1893 カマタニ　トオル
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1時間02分32秒301 赤津　史郎1649 アカツ　シロウ

1時間02分54秒302 二宮　一彦1601 ニノミヤ　カズヒコ

1時間02分56秒303 大原　裕之1615 オオハラ　ヒロユキ

1時間03分01秒304 野口　博文1755 ノグチ　ヒロフミ

1時間03分05秒305 宮川　明1764 ミヤカワ　アキラ

1時間03分08秒306 久山　十造1891 クヤマ　ジュウゾウ

1時間03分18秒307 飯　三木康1841 イイ　ミキヤス

1時間03分19秒308 小澤　恒雄1528 オザワ　ツネオ

1時間03分29秒309 高橋　栄二1641 タカハシ　エイジ

1時間03分30秒310 宮城　慎平1661 ミヤギ　シンペイ

1時間03分46秒311 林　明仁1690 ハヤシ　アキヒト

1時間03分51秒312 吉田　実1670 ヨシダ　ミノル

1時間03分56秒313 大竹　能輝1797 オオタケ　ヨシテル

1時間03分56秒314 瀬崎　憲次郎1727 セザキ　ケンジロウ

1時間04分01秒315 木目田　憲太郎1825 キメダ　ケンタロウ

1時間04分02秒316 田中　豊1574 タナカ　ユタカ

1時間04分05秒317 高野　信之1776 タカノ　ノブユキ

1時間04分10秒318 伊藤　武毅1909 イトウ　タケキ

1時間04分10秒319 深澤　勝彦1942 フカザワ　カツヒコ

1時間04分17秒320 井上　孝1751 イノウエ　タカシ

1時間04分27秒321 吉開　博1578 ヨシカイ　ヒロシ

1時間04分43秒322 山口　和浩1716 ヤマグチ　カズヒロ

1時間04分44秒323 中川　文男1559 ナカガワ　フミオ

1時間04分44秒324 田村　文久1871 タムラ　フミヒサ

1時間04分48秒325 斉藤　竜太1736 サイトウ　リュウタ

1時間04分52秒326 荒井　徹1822 アライ　トオル

1時間04分56秒327 佐藤　雄司1818 サトウ　ユウジ

1時間04分59秒328 知野　明1553 チノ　アキラ

1時間05分03秒329 川合　哲生1631 カワイ　テツオ

1時間05分10秒330 菊田　勲1514 キクタ　イサオ

1時間05分14秒331 西村　知生1926 ニシムラ　トモオ

1時間05分14秒332 白石　剛1608 シライシ　タケシ

1時間05分23秒333 岡崎圭一郎1887 オカザキケイイチロウ

1時間05分26秒334 岡本　秀紀1853 オカモト　ヒデノリ

1時間05分44秒335 福重　宏敏1730 フクシゲ　ヒロトシ

1時間05分52秒336 久原　啓介1628 クバラ　ケイスケ

1時間05分59秒337 脇田　誠1699 ワキダ　マコト

1時間06分07秒338 岸本　英丈1625 キシモト　ヒデタケ

1時間06分12秒339 田中　昭二1666 タナカ　ショウジ

1時間06分21秒340 斉藤　良晴1873 サイトウ　ヨシハル

1時間06分30秒341 渡邉　隆1667 ワタナベ　タカシ

1時間06分40秒342 田端　仁1925 タバタ　ヒトシ

1時間06分44秒343 佐藤　敬一郎1605 サトウ　ケイイチロウ

1時間06分51秒344 加藤　光男1795 カトウ　ミツオ

1時間06分54秒345 折橋　剛敏1712 オリハシ　タケトシ

1時間07分19秒346 増山　信夫1752 マスヤマ　ノブオ

1時間07分20秒347 楢木　正身1644 ナラキ　マサミ

1時間07分22秒348 鈴木　浩昌1933 スズキ　ヒロマサ

1時間07分36秒349 藪野　利昭1735 ヤブノ　トシアキ

1時間07分36秒350 池田　健司1586 イケダ　タケシ
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1時間07分41秒351 滝瀬　勝巳1765 タキセ　カツミ

1時間07分48秒352 米持　正春1808 ヨネモチ　マサハル

1時間07分55秒353 宮髙　勇二1907 ミヤタカ　ユウジ

1時間08分03秒354 惠谷　浩1928 エヤ　ヒロシ

1時間08分17秒355 中村　秀之1618 ナカムラ　ヒデユキ

1時間08分19秒356 須本　忠1821 スモト　タダシ

1時間08分33秒357 和賀　兼雄1828 ワガ　カネオ

1時間08分39秒358 岡本　洋1896 オカモト　ヒロシ

1時間09分12秒359 横田　高志1583 ヨコタ　タカシ

1時間09分39秒360 伊藤　勝敏1922 イトウ　カツトシ

1時間09分58秒361 土肥　一忠1830 ドヒ　カズタダ

1時間09分58秒362 阿藤　和樹1812 アトウ　カズキ

1時間10分36秒363 斎藤　則幸1846 サイトウ　ノリユキ

1時間10分54秒364 田中　宏明1782 タナカ　ヒロアキ

1時間11分53秒365 末吉　敏行1507 スエヨシ　トシユキ

1時間12分21秒366 大野　秀司1640 オオノ　ヒデジ

1時間12分46秒367 阿藤　博1519 アトウ　ヒロシ

1時間12分51秒368 新井　恵司1779 アライ　ケイジ

1時間12分56秒369 中井　洋史1674 ナカイ　ヒロシ

1時間13分26秒370 嶋田　ひろき1713 シマダ　ヒロキ

1時間13分46秒371 斎藤　秀寿1656 サイトウ　ヒデトシ

1時間13分52秒372 新山　正人1863 アラヤマ　マサト

1時間13分55秒373 友田　信行1651 トモダ　ノブユキ

1時間14分15秒374 前原　章人1534 マエハラ　ユキト

1時間14分23秒375 藤原　勝博1510 フジワラ　カツヒロ

1時間14分28秒376 田中　芳太郎1913 タナカ　ヨシタロウ

1時間15分47秒377 富塚　和彦1555 トミヅカ　カズヒコ

1時間15分49秒378 山寺　健二1733 ヤマデラ　ケンジ

1時間16分48秒379 籃谷　勝生1635 カゴタニ　カツオ

1時間17分55秒380 三田　盛久1932 ミタ　モリヒサ

1時間18分03秒381 田中　幸治郎1903 タナカ　コウジロウ

1時間18分51秒382 新井　金次1579 アライ　カネツグ

1時間19分09秒383 小島　仁也1682 コジマ　ヒトヤ

1時間22分20秒384 丹下　昇1549 タンゲ　ノボル

1時間25分16秒385 岡田　次男1741 オカダ　ツギオ

1時間25分23秒386 山本　泰久1732 ヤマモト　ヤスヒサ

1時間27分23秒387 尾坂　雅康1834 オサカ　マサヤス
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