
- 第38回余呉湖健康マラソン -

Ｃ）6.5kmエンジョイコース一般男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/1

スタート： 10:20:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

21分59秒1 岡村　大樹6266 ならスポＲＣｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ

23分46秒2 田辺　敦也6035 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ

23分58秒3 中野　遥斗6131 日野中学校ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ

24分02秒4 松田　昇也6135 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾔ

24分07秒5 林　能士6227 ランホリックﾊﾔｼ ﾀｶｼ

24分37秒6 伊藤　博昭6086 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ

24分38秒7 吉本　教郎6030 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾁｵ

25分12秒8 柴田　智之6261 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

25分33秒9 足立　昌人6007 ＡＡＣｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾄ

25分55秒10 北川　義治6259 滋賀県市長会ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ

26分00秒11 入谷　高広6139 ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ

26分41秒12 中川　清矢6147 Ｎ’ｚﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ

26分48秒13 水野　敏彦6247 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

26分57秒14 福山　彰6194 ﾌｸﾔﾏ ｱｷﾗ

27分05秒15 那須　康一6036 ﾅｽ ｺｳｲﾁ

27分32秒16 中村　之彦6057 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋｺ

27分34秒17 上野　健二6041 ㈱中央発條ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ

27分39秒18 草野　智6064

27分44秒19 田中　知宏6047 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ

27分45秒20 平野　晟来6054 鏡岡中学校ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ

27分46秒21 西川　結友6080 余呉小学校ﾆｼｶﾜ ﾕｳ

28分29秒22 森　雅寛6143 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

28分29秒23 奥田　健司6149 愛知県庁卓球部ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

29分04秒24 清水　祐夢6235 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ

29分05秒25 中村　健治6003 いつき組陸上部ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

29分05秒26 荒木　厚紀6053 高月中学校ｱﾗｷ ｺｳｷ

29分13秒27 宮村　勝也6141 ﾐﾔﾑﾗ ｶﾂﾔ

29分40秒28 田中　良知6104 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ

29分43秒29 田中　孝則6044 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ

30分12秒30 吉村　匠6156 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ

30分27秒31 片岡　羽琉6073 余呉小学校ｶﾀｵｶ ﾊﾙ

30分27秒32 永井　陽太6081 余呉小学校ﾅｶﾞｲ ﾖｳﾀ

30分32秒33 山﨑　正雄6055 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ

30分43秒34 荒田　保6015 ｱﾗﾀ ﾀﾓﾂ

30分58秒35 西湖　雄6121 ｻｲｺ ﾕｳ

31分06秒36 前田　泰史6045 KTCﾏｴﾀﾞ ﾔｽｼ

31分14秒37 土田　隆6257 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

31分14秒38 林　克幸6168 夢ファームﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ

31分15秒39 林　克治6174 夢ファームﾊﾔｼ ｶﾂｼﾞ

31分18秒40 宿利　隆司6132 滋賀陸協ｼｸﾘ ﾘｭｳｼﾞ

31分34秒41 今井　敬志6181 ｲﾏｲ ﾀｶｼ

31分43秒42 藤井　秀太朗6028 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾀﾛｳ

31分44秒43 川瀬　義典6022 ｶﾜｾ ﾖｼﾉﾘ

31分48秒44 能政　大介6033 チームめだかﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ

32分01秒45 北川　裕基6138 南郷里小学校ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

32分13秒46 瀧澤　嘉次6137 くらぶ長浜ﾀｷｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ

32分19秒47 川合　毅6223 ｶﾜｲ ﾂﾖｼ

32分27秒48 桐畑　剛6109 ＣＦＲびわこｷﾘﾊﾀ ﾀｹｼ

32分38秒49 近藤　俊哉6087 鈴鹿医療科学大ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ

32分43秒50 川本　晃平6059 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ
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32分45秒51 西浦　清高6219 ﾆｼｳﾗ ｷﾖﾀｶ

32分49秒52 藤田　暁6008 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ

33分09秒53 伊香　昌重6039 ｲｶ ﾏｻｼｹﾞ

33分09秒54 奥手　亨6171 夢ファームｵｸﾃ ﾄｵﾙ

33分10秒55 シバタ　チアゴ6069 ｼﾊﾞﾀ ﾁｱｺﾞ

33分11秒56 藤井　健太朗6027 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ

33分15秒57 竹中　滋樹6101 ﾀｹﾅｶ ｼｹﾞｷ

33分17秒58 前田　一之6100 名駅前走友会ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

33分22秒59 玉木　昌美6043 びわこランナーズﾀﾏｷ ﾏｻﾐ

33分24秒60 白川　照男6218 チームかわいやｼﾗｶﾜ ﾃﾙｵ

33分27秒61 加藤　敬暁6129 ＫＢＭ－ＲＣｶﾄｳ ﾀｶｱｷ

33分32秒62 青木　晟真6060 ｱｵｷ ｾｲﾏ

33分32秒63 池本　大晟6012 ｲｹﾓﾄ ﾀｲｾｲ

33分43秒64 堀江　清弘6034 福井のものらんﾎﾘｴ ｷﾖﾋﾛ

33分47秒65 岩永　浩重6011 不動会空手ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｼｹﾞ

33分56秒66 轟　謙治6119 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｼﾞ

34分00秒67 中谷　洸太6205 ﾅｶﾀﾆ ｺｳﾀ

34分00秒68 中谷　亮介6206 ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ

34分00秒69 藤井　隆太朗6025 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ

34分29秒70 細江　晃久6210 ﾎｿｴ ｱｷﾋｻ

34分33秒71 佐賀　天真6191 滋賀大学ｻｶﾞ ﾀｶﾏｻ

34分42秒72 有田　誠6182 びわこ　堅田ｱﾘﾀ ﾏｺﾄ

34分52秒73 轟　悠介6118 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｽｹ

34分58秒74 村田　悠地6159 ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾁ

35分07秒75 彦田　聖士6010 ﾋｺﾀ ｾｲｼ

35分16秒76 齊藤　豊宏6239 ｻｲﾄｳ ﾄﾖﾋﾛ

35分19秒77 山﨑　拓哉6004 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ

35分20秒78 里田　和徳6161 ｻﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

35分20秒79 安藤　晃彦6186 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ

35分28秒80 犬丸　幸治郎6056 ｲﾇﾏﾙ ｺｳｼﾞﾛｳ

35分29秒81 田川　政典6084 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

35分31秒82 桐畑　勇真6072 余呉小学校ｷﾘﾊﾀ ﾕｳﾏ

35分32秒83 藤田　辰男6167 夢ファームﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｵ

35分34秒84 笠松　拓満6190 ｶｻﾏﾂ ﾀｸﾏ

35分35秒85 宮川　剛史6157 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾖｼ

35分37秒86 中嶋　秀樹6232 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ

35分41秒87 中戸　太郎6264 ﾅｶﾄ ﾀﾛｳ

35分45秒88 古角　亮太6021 ｺｶﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

35分46秒89 子林　葉6200 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ

35分52秒90 横田　源一郎6169 夢ファームﾖｺﾀ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

35分53秒91 伊藤　強太6115 ｲﾄｳ ｷｮｳﾀ

36分04秒92 馬場　航哉6249 テクテククラブﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾔ

36分07秒93 中谷　勇太6204 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾀ

36分19秒94 武友　新吾6083 ﾀｹﾄﾓ ｼﾝｺﾞ

36分42秒95 尾崎　光6126 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ

36分48秒96 アナイノストプロス　デリトリソ6070 ｱﾅｲﾉｽﾄﾌﾟﾛｽ ﾃﾞﾘﾄﾘｿﾝ

36分53秒97 大林　栄治6098 りょうぜんｵｵﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ

36分53秒98 清水　一人6187 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄ

36分54秒99 北川　徹6236 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

36分54秒100 辻　昂志6002 ﾂｼﾞ ｺｳｼ
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36分58秒101 子林　孝司6199 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

36分59秒102 廣瀬　正和6228 ﾋﾛｾ ﾏｻｶｽﾞ

37分02秒103 細江　真史6209 ﾎｿｴ ﾏｻﾌﾐ

37分10秒104 守屋　誠6251 テクテククラブﾓﾘﾔ ﾏｺﾄ

37分17秒105 中村　昌二6217 ＦＯＪＣﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ

37分23秒106 周藤　浩之6246 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

37分25秒107 大川　忠行6188 ｵｵｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ

37分32秒108 村田　晋也6160 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

37分40秒109 堤　洋一6196 ﾂﾂﾐ ﾖｳｲﾁ

37分43秒110 櫛田　宏和6175 ｸｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

37分43秒111 西村　友輔6162 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ

37分48秒112 松井　浩明6050 ﾏﾂｲ ﾋﾛｱｷ

38分12秒113 戸田　和幸6006 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

38分12秒114 三俣　冬輝也6166 ﾐﾂﾏﾀ ﾄｷﾔ

38分25秒115 もうがん　あいざっく6163 ナガジンﾓｰｶﾞﾝ ｱｲｻﾞｯｸ

38分29秒116 速水　啓徳6024 ﾊﾔﾐ ﾋﾛﾉﾘ

38分35秒117 草野　睦雄6063 ｸｻﾉ

38分40秒118 梅本　弥宏6192 ｳﾒﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

38分42秒119 中川　清成6145 Ｎ’ｚﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾅﾘ

38分43秒120 髙田　雄翔6066 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ

38分45秒121 加藤　風雅6067 ｶﾄｳ ﾌｳｶﾞ

38分48秒122 木村　喜久治6173 夢ファームｷﾑﾗ ｷｸｼﾞ

38分49秒123 木村　友哉6213 夢ファームせんｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

38分54秒124 益川　漣6230 鴨川走友会ﾏｽｶﾜ ﾚﾝ

38分58秒125 小泉　昇6178 エルナーｺｲｽﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ

39分11秒126 赤松　資幸6019 ｱｶﾏﾂ ﾓﾄﾕｷ

39分28秒127 近藤　茂雄6112 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ

39分42秒128 緒方　康人6253 ｵｶﾞﾀ ﾔｽﾄ

39分52秒129 田中　淳一6154 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

39分53秒130 ヨシザト　ヘイジ10011 ﾖｼｻﾞﾄ ﾍｲｼﾞ

39分57秒131 吉川　凌輔6185 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

39分58秒132 吉川　隆雄6184 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｵ

40分04秒133 金戸　保之6088 ｷﾝﾄ ﾔｽﾕｷ

40分13秒134 八木　有人6062 長浜水道企業団RCﾔｷﾞ ｱﾘﾄ

40分14秒135 柴田　倭6089 ｼﾊﾞﾀ ﾔﾏﾄ

40分15秒136 柴田　拓郎6090 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾛｳ

40分18秒137 友本　剛嗣6122 チームキズナﾄﾓﾓﾄ ﾀｹｼ

40分18秒138 北村　茂樹6123 チームキズナｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ

40分34秒139 山腰　与一6009 石ろう会ﾔﾏｺﾞｼ ﾖｲﾁ

40分34秒140 菅崎　幸也6117 ｽｶﾞｻｷ ﾕｷﾔ

40分42秒141 光藤　徳昭6127 ﾐﾂﾌｼﾞ ﾉﾘｱｷ

40分57秒142 早川　通6242 ﾊﾔｶﾜ ﾄｵﾙ

40分58秒143 早川　柊6241 多賀小学校ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ

41分00秒144 宮澤　健士6110 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ

41分02秒145 石塚　浩治6106 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ

41分09秒146 村上　裕一6140 ナガジンﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ

41分18秒147 村木　俊文6177 ﾑﾗｷ ﾄｼﾌﾐ

41分27秒148 福岡　碧6202 おはようＲＣﾌｸｵｶ ﾐﾄﾞﾘ

41分37秒149 辻　吉明6001 ﾂｼﾞ ﾖｼｱｷ

41分39秒150 米山　浩史6179 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｼﾞ
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41分39秒151 堀江　鷲太6079 余呉小学校ﾎﾘｴ ｼｭｳﾀ

41分40秒152 山本　宏生6124 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

41分44秒153 小西　修宇斗6268 余呉小学校ｺﾆｼ　ｼｭｳﾄ

41分52秒154 藤田　築男6170 夢ファームﾌｼﾞﾀ ﾁｸｵ

42分04秒155 川口　和弘6256 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

42分09秒156 福岡　直6201 おはようＲＣﾌｸｵｶ ﾀﾀﾞｼ

42分18秒157 西川　弓6061 ﾆｼｶﾜ ﾕﾐ

42分21秒158 木野　良介6065 ｷﾉ ﾘｮｳｽｹ

42分22秒159 西田　順司6014 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ

42分23秒160 前川　芳孝6130 ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ

42分36秒161 熊木　治6250 ｸﾏｷ ｵｻﾑ

42分43秒162 松宮　克久6136 ﾏﾂﾐﾔ ｶﾂﾋｻ

42分44秒163 桐畑　大樹6076 余呉小学校ｷﾘﾊﾀ ﾀﾞｲｷ

42分50秒164 伊東　千尋6216 醍醐小学校ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

42分56秒165 内田　信夫6144 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ

42分57秒166 登ケ谷　政幸6262 ﾄｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ

42分58秒167 荒木　和彦6212 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋｺ

43分13秒168 大橋　ユキヒロ6148 ｵｵﾊｼ ﾕｷﾋﾛ

43分25秒169 早野　正樹6211 ﾊﾔﾉ ﾏｻｷ

43分29秒170 小林　茂昌6105 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾏｻ

43分56秒171 遠藤　全宏6108 ちーむ熱！ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ

43分57秒172 小坂　洋一郎6051 ｺｻｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ

44分01秒173 山本　茂夫6046 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｵ

44分10秒174 中原　成悟6031 ﾅｶﾊﾗ ｾｲｺﾞ

44分17秒175 田邊　直秀6214 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ

44分17秒176 植村　達弥6221 ｳｴﾑﾗ ﾀﾂﾔ

44分30秒177 増成　太郎6238 ﾏｽﾅﾘ ﾀﾛｳ

44分33秒178 上村　和義6158 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ

44分55秒179 鎌田　将孝6203 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

45分10秒180 高山　祐樹6207 湖北精工ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

45分12秒181 岩崎　一秀6233 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

45分23秒182 中井　幹浩6195 ともこーずﾅｶｲ ﾐｷﾋﾛ

45分31秒183 畑野　祥太6078 余呉小学校ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾀ

45分43秒184 名倉　勇6040 綾野ゆうゆうクラブﾅｸﾞﾗ ｲｻﾑ

45分52秒185 松岡　剛司6243 ﾏﾂｵｶ ﾀｹｼ

45分58秒186 青山　嘉秀6097 りょうぜんｱｵﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ

46分04秒187 松田　邦治6258 イトーキﾏﾂﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ

46分11秒188 田中　喜樹6255 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ

46分19秒189 北川　博之6142 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

46分20秒190 柳原　和範6128 ぶ～めらんず。ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

46分25秒191 稲葉　実6231 ｲﾅﾊﾞ ﾐﾉﾙ

46分31秒192 泉　優6226 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾙ

46分46秒193 国友　大翔6077 余呉小学校ｸﾆﾄﾓ ﾋﾛﾄ

46分53秒194 田中　裕司6023 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

47分09秒195 鈴木　公二郎6252 テクテククラブｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞﾛｳ

47分15秒196 伊東　泰範6215 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

47分15秒197 樋口　忠彦6234 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋｺ

47分30秒198 田中　英樹6049 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

47分40秒199 近藤　典之6240 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ

47分43秒200 石橋　拓馬6020 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾏ
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- 第38回余呉湖健康マラソン -

Ｃ）6.5kmエンジョイコース一般男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/1

スタート： 10:20:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

47分54秒201 深江　伸宜6052 ﾌｶｴ ﾉﾌﾞﾖｼ

48分19秒202 竹内　仁6155 ﾀｹｳﾁ ﾋﾄｼ

48分22秒203 山岸　雄介6134 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ

48分37秒204 疋出　秀徳6165 ﾋｷﾃﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

48分52秒205 柴田　悠馬6245 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ

48分52秒206 竹田　新一郎6254 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

48分53秒207 高田　泰希6048 ﾀｶﾀ

49分40秒208 中村　憲幸6220 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ

49分53秒209 森　秀夫6091 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ

49分59秒210 櫛田　和輝6176 ｸｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

50分13秒211 近藤　三喜夫6150 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷｵ

50分21秒212 林　茂樹6172 夢ファームﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ

52分02秒213 川崎　千郎6197 ｶﾜｻｷ ﾁﾛｳ

52分03秒214 亘　泰夫6224 ﾜﾀﾙ ﾔｽｵ

52分06秒215 庄司　俊秋6116 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ

52分32秒216 中島　孝6244 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ

52分57秒217 堂下　海斗6075 余呉小学校ﾄﾞｳｼﾀ ｶｲﾄ

52分57秒218 布施　志郎6082 余呉小学校ﾌｾ ｼﾛｳ

53分10秒219 高橋　尚樹6092 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ

53分15秒220 阿部　松治6058 ｱﾍﾞ ﾏﾂｼﾞ

53分39秒221 岩波　孝幸6018 しがぎん走友会ｲﾜﾅﾐ ﾀｶﾕｷ

54分18秒222 松原　正明6017 ﾏﾂﾊﾞﾗ

54分24秒223 市橋　浩之6222 ｲﾁﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

55分27秒224 乕若　正之6032 チームめだかﾄﾗﾜｶ ﾏｻﾕｷ

56分06秒225 中口　勝雄6263 ﾅｶｸﾞﾁ ｶﾂｵ

57分06秒226 恩田　雅一6111 ｵﾝﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間00分25秒227 橋爪　翔太6152 ＦＩＲＳＴﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾀ

1時間00分36秒228 向井　了6005 ﾑｶｲ ｻﾄﾙ

1時間00分38秒229 米田　大志6029 大阪走友会ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｼ

1時間00分41秒230 西沢　仁6180 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾄｼ

1時間04分49秒231 宮崎　優6094 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ

1時間04分50秒232 先山　浩司6095 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ

1時間10分33秒233 狩野　勝6193 ｶﾉ ﾏｻﾙ

1時間14分46秒234 渡邊　温士6151 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ
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