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45分19秒1 余村　直彦35 大阪走友会ﾖﾑﾗ ﾅｵﾋｺ

46分13秒2 清水　良太58 島本微生物工業㈱ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ

46分17秒3 柴田　康彦43 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋｺ

49分50秒4 手代木　賢治313 凡人ＲＣﾃｼﾛｷﾞ ｹﾝｼﾞ

50分00秒5 中野　一郎105 ﾅｶﾉ ｲﾁﾛｳ

50分45秒6 泉　徳男241 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ

50分54秒7 奥村　政城60 チーム奥山ｵｸﾑﾗ ﾏｻｷ

50分59秒8 西田　和之168 Ｂｉｇｌａｋｅﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

51分32秒9 中嶋　啓太19 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ

51分48秒10 松田　崚佑204 滋賀医科大学ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

52分14秒11 上田　格也1 ｳｴﾀﾞ ｶｸﾔ

52分24秒12 前田　喜代次101 長浜水道企業団RCﾏｴﾀﾞ ｷﾖｼﾞ

52分28秒13 宮治　努275 ｃｈｒｏｍｅﾐﾔｼﾞ ﾂﾄﾑ

53分04秒14 成宮　章浩88 ﾅﾙﾐﾔ ｱｷﾋﾛ

53分36秒15 本間　真吾342 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ

54分18秒16 樋口　敏幸218 ﾋｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ

54分28秒17 山　裕二306 ﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

55分14秒18 小泉　修一147 こいずみ医院」ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ

55分29秒19 田中　豊彦52 ＣＦＲびわこﾀﾅｶ ﾄﾖﾋｺ

55分37秒20 榊　剛129 ｻｶｷ ﾂﾖｼ

55分46秒21 斎藤　一郎113 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ

55分48秒22 岩田　恭典155 ＳＮＫテクノｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ

55分53秒23 井上　豪26 ｲﾉｳｴ ﾂﾖｼ

55分59秒24 吉野　昌尚315 ﾖｼﾉ ﾏｻﾅｵ

56分12秒25 清水　勝佳362 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾖｼ

56分19秒26 常楽寺　寛338 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ

56分21秒27 渡嘉敷　淳一396 ﾄｶｼｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

56分26秒28 薮野　孝17 ﾔﾌﾞﾉ ﾀｶｼ

56分33秒29 竹内　彰宏59 島本微生物工業㈱ﾀｹｳﾁ ｱｷﾋﾛ

56分37秒30 堀井　信行226 滋賀県庁走友会ﾎﾘｲ ﾉﾌﾞﾕｷ

57分10秒31 奥村　素久203 三重大学ｵｸﾑﾗ ﾓﾄﾋｻ

57分17秒32 松井　一男165 府庁ランナーズﾏﾂｲ ｶｽﾞｵ

58分03秒33 ぱうりの　ぺどろ224 ﾊﾟｳﾘﾉ ﾍﾟﾄﾞﾛ

58分05秒34 渡邉　ー功142 ヤマト運輸ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ

58分27秒35 小川　真弘249 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

58分34秒36 坂尾　栄治375 ｻｶｵ ｴｲｼﾞ

58分43秒37 西澤　裕貴99 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ

58分49秒38 藤井　康幸121 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ

58分55秒39 久保山　雅善32 比叡山高等学校ｸﾎﾞﾔﾏ ﾏｻﾖｼ

58分56秒40 柴田　陽一朗351 日本電気硝子ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

59分03秒41 市口　篤史3 大阪走友会ｲﾁｸﾞﾁ ｱﾂｼ

59分13秒42 佐藤　祥宏67 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

59分16秒43 岡田　隆399 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

59分20秒44 岩永　順和367 ｲﾜﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ

59分26秒45 河野　諭39 ｺｳﾉ ｻﾄｼ

59分44秒46 小林　康司371 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ

59分44秒47 村杉　研一郎222 月曜ランナーズﾑﾗｽｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間00分05秒48 奥城　紀彦82 ｵｸｼﾛ ﾉﾘﾋｺ

1時間00分22秒49 森田　晃弘154 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ

1時間00分24秒50 松田　敏彦225 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋｺ
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1時間00分27秒51 山本　貴司175 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間00分28秒52 鈴木　義久173 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ

1時間00分29秒53 三島　公男178 ﾐｼﾏ ｷﾐｵ

1時間00分30秒54 上田　浩之182 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間01分13秒55 鎌田　俊夫119 ｶﾏﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間01分39秒56 舩越　英之317 ﾌﾅｺｼ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間01分50秒57 井上　雄太336 名古屋芸術大学ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ

1時間02分02秒58 丹羽　正和235 こまおくらぶﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ

1時間02分11秒59 田中　誠司157 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ

1時間02分23秒60 野一色　哲治124 ﾉｲｼｷ ﾃﾂｼﾞ

1時間02分42秒61 田中　幸太郎238 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

1時間02分44秒62 萩原　達也190 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ

1時間02分48秒63 志賀　敏弘266 ｼｶﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間02分52秒64 奥山　祥生61 チーム奥山ｵｸﾔﾏ ｼｮｳｷ

1時間02分57秒65 平野　康夫296 びわこＲ’Ｓﾋﾗﾉ ﾔｽｵ

1時間02分57秒66 森本　雄大284 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

1時間03分00秒67 中村　克男265 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｵ

1時間03分06秒68 宮野　晃寿310 ﾐﾔﾉ ｱｷﾋｻ

1時間03分09秒69 石島　勇治258 積水化学工業ｲｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

1時間03分11秒70 大森　望200 ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ

1時間03分17秒71 宇野　修163 ｳﾉ ｵｻﾑ

1時間03分20秒72 荒木　秀文223 ｱﾗｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間03分25秒73 岸田　吉郎11 ｷｼﾀﾞ ﾖｼｵ

1時間03分27秒74 内藤　智樹290 つるがﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ

1時間03分29秒75 西村　清一9 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖｶｽﾞ

1時間03分30秒76 益川　恒平364 鴨川走友会ﾏｽｶﾜ ｺｳﾍｲ

1時間03分39秒77 石橋　真一郎327 昭和電工ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間03分52秒78 永田　孝77 ㈱滋賀給食ＲＵＮﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ

1時間03分58秒79 石橋　重俊114 帝国警備ｲｼﾊﾞｼ ｼｹﾞﾄｼ

1時間04分09秒80 沼尾　冨造16 不動会空手ﾇﾏｵ ﾄﾐｿﾞｳ

1時間04分14秒81 瀬田　晋司314 ｾﾀ ｼﾝｼﾞ

1時間04分16秒82 山田　敏之382 テクテククラブﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

1時間04分17秒83 石黒　正生14 ｲｼｸﾞﾛ ﾏｻｵ

1時間04分18秒84 佐川　達郎372 ｻｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ

1時間04分49秒85 橋本　真之介394 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

1時間04分58秒86 朝雛　隆正184 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾏｻ

1時間05分02秒87 川口　明男110 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ

1時間05分03秒88 福田　悠213 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ

1時間05分05秒89 中野　雅人215 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ

1時間05分13秒90 興津　正明73 ｵｷﾂ ﾏｻｱｷ

1時間05分17秒91 小宮　道継297 ｺﾐﾔ ﾐﾁﾂｸﾞ

1時間05分18秒92 内藤　芳嗣117 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾂｸﾞ

1時間05分19秒93 犬飼　一博401 ｲﾇｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間05分29秒94 葛山　貴士282 ｶﾂﾔﾏ ﾀｶｼ

1時間05分31秒95 国松　功156 空手道不動会ｸﾆﾏﾂ ｲｻｵ

1時間05分34秒96 西村　健216 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ

1時間06分02秒97 溝部　陽平65 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾖｳﾍｲ

1時間06分14秒98 小谷　正貴270 ｵﾀﾞﾆ ﾏｻｷ

1時間06分16秒99 山本　茂211 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ

1時間06分21秒100 桐山　憲一354 丸三開発ｷﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ
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1時間06分22秒101 杉田　晃一370 ＵＳＰｽｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ

1時間06分26秒102 柳瀬　祥史180 豊橋ろうﾔﾅｾ ﾖｼﾌﾐ

1時間06分30秒103 平尾　和富76 ﾋﾗｵ ｶｽﾞﾄﾐ

1時間06分37秒104 伊藤　誠283 中電三重ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1時間06分39秒105 西尾　博隆85 ﾆｼｵ ﾋﾛﾀｶ

1時間06分47秒106 中野　勝256 びわスポランﾅｶﾉ ﾏｻﾙ

1時間06分53秒107 奥村　輝久149 ｵｸﾑﾗ ﾃﾙﾋｻ

1時間06分55秒108 三木　章次209 ﾐｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間07分10秒109 門川　博也186 ｶﾄﾞｶﾜ ﾋﾛﾔ

1時間07分10秒110 中野　和明30 余呉湖ＡＣﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ

1時間07分17秒111 河村　圭介380 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間07分18秒112 原　敏裕329 ﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ

1時間07分33秒113 大野　比登志15 ｵｵﾉ ﾋﾄｼ

1時間07分50秒114 荒川　博48 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ

1時間07分53秒115 中尾　裕二194 ﾅｶｵ ﾕｳｼﾞ

1時間08分05秒116 領家　太貴男8 ﾘｮｳｹ ﾀｷｵ

1時間08分11秒117 朝倉　基広10 五本指クラブｱｻｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ

1時間08分18秒118 藤田　正樹202 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ

1時間08分19秒119 西川　誠一212 ﾆｼｶﾜ ｾｲｲﾁ

1時間08分27秒120 大久保　元弘153 朝陽カンテイｵｵｸﾎﾞ ﾓﾄﾋﾛ

1時間08分27秒121 原口　久輝285 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋｻﾃﾙ

1時間08分32秒122 磯田　正一318 ｲｿﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

1時間08分37秒123 向垣　博文78

1時間08分40秒124 眞野　光徳20 ﾏﾉ ﾐﾂﾉﾘ

1時間08分59秒125 奥村　康明160 ｵｸﾑﾗ ﾔｽｱｷ

1時間09分02秒126 神野　一仁257 日東電工ｺｳﾉ ｶｽﾞﾋﾄ

1時間09分03秒127 松下　敦也262 ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ

1時間09分06秒128 岡　義和246 ｵｶ ﾖｼｶｽﾞ

1時間09分13秒129 中尾　文夫91 ﾅｶｵ ﾌﾐｵ

1時間09分19秒130 坂東　誠吾206 イストヒルﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲｺﾞ

1時間09分28秒131 服部　哲也252 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ

1時間09分32秒132 吉野　努4 大阪走友会ﾖｼﾉ ﾂﾄﾑ

1時間09分33秒133 鷹尾　賢一郎330 ﾀｶｵ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1時間09分35秒134 川端　義和192 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ

1時間09分39秒135 坂本　真史100 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ

1時間09分44秒136 三好　祐司102 長浜水道企業団RCﾐﾖｼ ﾕｳｼﾞ

1時間09分50秒137 松尾　敏克103 ﾏﾂｵ ﾄｼｶﾂ

1時間09分57秒138 松久　真263 ＦＯＪＣﾏﾂﾋｻ ﾏｺﾄ

1時間10分04秒139 土田　民雄325 みちのく岩手ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾐｵ

1時間10分06秒140 福井　弘高340 ﾌｸｲ ﾋﾛﾀｶ

1時間10分10秒141 寺澤　真一126 ﾃﾗｻﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間10分13秒142 小谷　智行130 ｺﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ

1時間10分34秒143 佐藤　レアンドロ174 レアンドロｻﾄｳ ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

1時間10分37秒144 深谷　勝400 ﾌｶﾔ ﾏｻﾙ

1時間10分52秒145 井上　重利120 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾄｼ

1時間10分54秒146 神嶌　義宣245 ｶﾐｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

1時間10分54秒147 山下　竜右356 阪南郵便局ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

1時間10分57秒148 久津　章彦387 ﾋｻﾂ ｱｷﾋｺ

1時間11分06秒149 鈴木　孝弘268 ＦＯＪＣｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間11分09秒150 出来　大典250 ﾃﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
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1時間11分25秒151 岡川　昭伸185 ｵｶｶﾞﾜ ｱｷﾉﾌﾞ

1時間11分36秒152 緒方　博男33 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｵ

1時間11分37秒153 加納　知宏331 ｶﾉｳ ﾄﾓﾋﾛ

1時間11分41秒154 柴田　茂樹343 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ

1時間11分51秒155 小松　雅之24 ｺﾏﾂ ﾏｻﾕｷ

1時間11分57秒156 速水　一生34 ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｷ

1時間12分06秒157 大坊　忠将136 数理科ハウスﾀﾞｲﾎﾞｳ ﾀﾀﾞﾏｻ

1時間12分09秒158 ウエムラ　ジエゴ109 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｴｺﾞ

1時間12分12秒159 古澤　明朋377 ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾄﾓ

1時間12分19秒160 神藤　忠夫132 豊橋楽走連ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｵ

1時間12分21秒161 福本　務259 ﾌｸﾓﾄ ﾂﾄﾑ

1時間12分21秒162 猪飼　邦圭363 ｲｶﾞｲ ｸﾆﾖｼ

1時間12分23秒163 内田　仁159 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ

1時間12分30秒164 田中　新司118 ビークエストﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ

1時間12分32秒165 西田　義之139 パナホームﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1時間12分51秒166 金井　健作197 ゆざるんちｶﾅｲ ｹﾝｻｸ

1時間12分54秒167 長尾　豪哲403 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間12分56秒168 箕浦　政夫201 ﾐﾉｳﾗ ﾏｻｵ

1時間13分09秒169 石田　肇87 ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

1時間13分15秒170 門谷　幸男63 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾕｷｵ

1時間13分23秒171 小川　顕彰176 ゆざるんちｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ

1時間13分32秒172 宮井　秀明51 ﾐﾔｲ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間13分35秒173 石本　浩司345 ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間13分40秒174 吉野　正司143 フクナガﾖｼﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間13分43秒175 冨田　正和28 ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間13分56秒176 鈴木　伸男287 スイチャンｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ

1時間14分01秒177 高寺　博和128 ﾀｶﾃﾗ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間14分07秒178 大島　毅326 ｵｵｼﾏ ﾀｹｼ

1時間14分13秒179 吉川　一義242 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ

1時間14分14秒180 岡崎　久夫264 ｵｶｻﾞｷ ﾋｻｵ

1時間14分16秒181 原田　和貴304 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1時間14分22秒182 竹山　勝則22 ﾀｹﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ

1時間14分25秒183 山本　洋一254 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁ

1時間14分27秒184 小西　岳彦167 ｺﾆｼ ﾀｹﾋｺ

1時間14分31秒185 松山　卓司303 京都市消防局ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸｼﾞ

1時間14分37秒186 葛山　智之280 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ

1時間14分42秒187 田中　修一295 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

1時間14分46秒188 伊藤　真也374 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ

1時間14分52秒189 山口　義寛311 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間14分53秒190 大西　卓31 ヤマトカンコウｵｵﾆｼ ﾀｶｼ

1時間15分01秒191 松山　貴佳208 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾖｼ

1時間15分04秒192 岩瀬　洋平108 ｲﾜｾ ﾖｳﾍｲ

1時間15分17秒193 吉森　秀典161 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間15分20秒194 内田　信13 △ミサイルｳﾁﾀﾞ ｼﾝ

1時間15分21秒195 白木　真二272 オムロンｼﾗｷ ｼﾝｼﾞ

1時間15分26秒196 森本　和也25 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

1時間15分26秒197 溝畑　治樹191 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ

1時間15分27秒198 嶋本　正229 ｼﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ

1時間15分35秒199 片岡　拓哉276 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾔ

1時間15分49秒200 三谷　哲男49 ﾐﾀﾆ ﾃﾂｵ
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1時間15分52秒201 松岡　寛幸95 太田医院ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間15分53秒202 渡辺　法男373 やすむらぐみﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ

1時間15分54秒203 西村　順二402 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ

1時間15分57秒204 木戸　修309 石山ＪＨＳＴＣｷﾄﾞ ｵｻﾑ

1時間16分12秒205 野田　健二379 ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間16分26秒206 足立　将之232 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

1時間16分30秒207 園田　寛道404 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ

1時間16分37秒208 山本　和生125 エスピータックﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｵ

1時間16分39秒209 木村　幸博320 ＦＡＳ滋賀ｷﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ

1時間16分40秒210 竹内　淳115 ＪＣＫＬＴＣﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ

1時間16分45秒211 繰谷　将磨29 大阪走友会ｸﾘﾀﾆ ｼｮｳﾏ

1時間16分49秒212 福谷　憲児391 福谷製作所ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

1時間16分58秒213 森　茂次352 ﾓﾘ ｼｹﾞﾂｸﾞ

1時間17分00秒214 岸本　一徳405 ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間17分03秒215 中井　利守388 ＯＫＡ．ＪＣﾅｶｲ ﾄｼﾓﾘ

1時間17分06秒216 佐藤　顕350 ｻﾄｳ ｹﾝ

1時間17分16秒217 古川　利博239 彦根市ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾋﾛ

1時間17分16秒218 林　雅章123 ﾊﾔｼ ﾏｻｱｷ

1時間17分17秒219 堀口　毅253 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

1時間17分30秒220 宮下　浩孝79 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾀｶ

1時間17分31秒221 杉浦　なおや346 ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵﾔ

1時間17分42秒222 飛戸　直也217 ﾄﾋﾞﾄ ﾅｵﾔ

1時間17分42秒223 川﨑　弘之210 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間17分45秒224 中村　憲生166 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｵ

1時間17分51秒225 中川　寛之292 ＪＹＲＣﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間17分57秒226 野田　文隆344 ﾉﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ

1時間18分03秒227 小川　泉137 エルスポーツｵｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ

1時間18分06秒228 瀧口　和司104 ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ

1時間18分21秒229 礒田　勝83 ｲｿﾀﾞ ﾏｻﾙ

1時間18分27秒230 山田　翔介94 太田医院ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｽｹ

1時間18分29秒231 青山　雅樹228 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ

1時間18分31秒232 太田　明288 ｵｵﾀ ｱｷﾗ

1時間18分38秒233 今庄　啓二358 ｲﾏｼﾞｮｳ ｹｲｼﾞ

1時間18分46秒234 二宮　和弥53 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾔ

1時間19分00秒235 片山　栄二221 ソシアテックｶﾀﾔﾏ ｴｲｼﾞ

1時間19分15秒236 茶谷　一徹179 ﾁｬﾀﾆ ｲｯﾃﾂ

1時間19分19秒237 石橋　道也177 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾁﾅﾘ

1時間19分28秒238 西村　栄一郎112 ﾆｼﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ

1時間19分33秒239 草富　朗50 ｸｻﾄﾐ ｱｷﾗ

1時間19分45秒240 金子　浩一385 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ

1時間19分50秒241 小川　隆昭188 ＪＲ東海ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ

1時間20分00秒242 高田　真一75 ﾀｶﾀ ｼﾝｲﾁ

1時間20分03秒243 徳島　英和366 ﾄｸｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

1時間20分03秒244 木村　豊196 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

1時間20分08秒245 長谷川　爵189 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾜｵ

1時間20分08秒246 青柳　和幸134 ｱｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間20分11秒247 延川　真一40 ﾉﾍﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ

1時間20分21秒248 稲葉　正法383 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ

1時間20分33秒249 磯貝　友志89 ｲｿｶﾞｲ ﾄﾓｼ

1時間20分41秒250 田中　幸喜141 ﾀﾅｶ ｺｳｷ
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1時間20分48秒251 大亀　有二郎66 ｵｵｶﾞﾒ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1時間20分49秒252 要藤　正任355 ﾖｳﾄﾞｳ ﾏｻﾄｳ

1時間20分50秒253 棚橋　敏春227 三ツ星産業ﾀﾅﾊｼ ﾄｼﾊﾙ

1時間20分56秒254 岩田　久直80 ｲﾜﾀ ﾋｻﾅｵ

1時間20分59秒255 汲田　義行324 長良川ランナーｸﾐﾀ ﾖｼﾕｷ

1時間21分06秒256 東　孝三247 東興産業ｱｽﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

1時間21分17秒257 祖父江　正302 ｿﾌﾞｴ ﾀﾀﾞｼ

1時間21分26秒258 永田　昌弘27 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

1時間21分34秒259 兼子　勝義301 ｶﾈｺ ｶﾂﾖｼ

1時間21分42秒260 西川　青志369 ﾆｼｶﾜ ｾｲｼ

1時間21分44秒261 井出　恭平92 太田医院ｲﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ

1時間21分55秒262 清水　孝広359 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

1時間21分56秒263 岩田　秀一44 ｲﾜﾀ ｼｭｳｲﾁ

1時間22分11秒264 井川　英明135 サンノプコｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間22分13秒265 川邑　哲史150 ｶﾜﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間22分14秒266 清水　一男231 チーム夏ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ

1時間22分33秒267 竹端　支朗55 ﾀｹﾊﾞﾀ ｼﾛｳ

1時間22分35秒268 小林　義和183 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ

1時間22分50秒269 堀江　克美57 ﾎﾘｴ ｶﾂﾐ

1時間22分54秒270 山崎　隆博300 チーム１人ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間22分59秒271 池田　功312 ｲｹﾀﾞ ｲｻｵ

1時間22分59秒272 垣崎　徹45 ｶｷｻﾞｷ ﾄｵﾙ

1時間23分02秒273 川端　勉6 大阪走友会ｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾄﾑ

1時間23分05秒274 高橋　赳瑠38 大阪走友会ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ

1時間23分17秒275 田中　宏2 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

1時間23分20秒276 廣瀬　徹也151 ﾋﾛｾ ﾃﾂﾔ

1時間23分35秒277 福田　敦志278 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間23分44秒278 久保田　啓390 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾗｸ

1時間24分08秒279 高山　晃和199 不動会ﾀｶﾔﾏ ﾃﾙｶｽﾞ

1時間24分19秒280 田熊　孝浩42 きゃっとらんﾀｸﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間24分24秒281 木下　雅彦164 ＯＴＣｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ

1時間24分32秒282 山口　駿260 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ

1時間24分33秒283 田中　秀宜395 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間24分38秒284 野々村　敦70 KNレーシングﾉﾉﾑﾗ ｱﾂｼ

1時間24分44秒285 市川　明彦72 ESPECｲﾁｶﾜ ｱｷﾋｺ

1時間25分01秒286 久郷　誠341 マコチンｸｺﾞｳ ﾏｺﾄ

1時間25分10秒287 堀　政樹84 ﾎﾘ ﾏｻｷ

1時間25分16秒288 西山　慶彦360 京都大学ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋｺ

1時間25分19秒289 鈴木　之仁133 向日葵ＲＣｽｽﾞｷ ﾕｷﾋﾄ

1時間25分24秒290 塩尻　泰介148 ｼｵｼﾞﾘ ﾀｲｽｹ

1時間25分33秒291 橋本　稔273 フォール会ﾊｼﾓﾄ ﾐﾉﾙ

1時間25分34秒292 小山　等248 こやこやｺﾔﾏ ﾋﾄｼ

1時間25分52秒293 岡野　誠323 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

1時間27分00秒294 中山　正規230 近畿ランジョグﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ

1時間27分03秒295 福井　広高397 ﾌｸｲ ﾋﾛﾀｶ

1時間27分08秒296 松江　純平68 ﾏﾂｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1時間27分09秒297 野間　康男339 ﾉﾏ ﾔｽｵ

1時間27分16秒298 中川　博幸116 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

1時間27分16秒299 川本　佳久162 ＴＯＷＡｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

1時間27分22秒300 諏訪部　亘353 ｽﾜﾍﾞ ﾜﾀﾙ
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1時間27分46秒301 深井　大樹46 大阪走友会ﾌｶｲ ﾀﾞｲｷ

1時間27分46秒302 市田　淳史54 ｲﾁﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間28分00秒303 大泉　徹376 福井県立大学ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ

1時間28分06秒304 伊藤　直司193 ｲﾄｳ ﾅｵｼﾞ

1時間28分28秒305 山元　孝56 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ

1時間28分36秒306 森下　康博7 (有)森下電機ﾓﾘｼﾀ ﾔｽﾋﾛ

1時間28分50秒307 岡田　圭司337 ｵｶﾀﾞ ｹｲｼﾞ

1時間28分58秒308 奥川　正朗219 ｵｸｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

1時間29分07秒309 斎場　康史335 ｻｲﾊﾞ ﾔｽｼ

1時間29分09秒310 浅田　耕佑71 ｱｻﾀﾞ ｺｳｽｹ

1時間29分15秒311 久保田　聖潔406 ｸﾎﾞﾀ ｷﾖｼ

1時間29分15秒312 下田　隆英408 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ

1時間29分16秒313 藤田　衡111 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ

1時間29分19秒314 中井　善昭286 ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ

1時間29分23秒315 野川　隆晴12 ＪＹＣ．Ｒ．Ｃﾉｶﾞﾜ ﾀｶﾊﾙ

1時間29分23秒316 田濃　直樹271 浅井ＲＣﾀﾉｳ ﾅｵｷ

1時間29分27秒317 中村　雄治333 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間29分35秒318 松尾　聡269 ﾏﾂｵ ｻﾄｼ

1時間29分37秒319 高橋　将文389 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ

1時間30分05秒320 辻　雅弘21 大阪走友会ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間30分13秒321 葛山　佑介281 ｶﾂﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1時間30分28秒322 赤峯　勇哲361 ｱｶﾐﾈ ﾕｳﾃﾂ

1時間30分47秒323 寺田　修365 ﾃﾗﾀﾞ ｵｻﾑ

1時間32分18秒324 島田　憲一392 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間32分21秒325 舌古　孝之146 ｾﾞｯｺ ﾀｶﾕｷ

1時間32分34秒326 三浦　真一195 ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間32分40秒327 松本　隆和41 余呉湖ＡＣﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｶｽﾞ

1時間32分41秒328 藤井　健雄305 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ

1時間33分05秒329 内藤　雅人267 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ

1時間34分03秒330 林　薫347 ﾊﾔｼ ｶｵﾙ

1時間34分12秒331 岩出　忠輝234 ｲﾜﾃﾞ ﾀﾀﾞﾃﾙ

1時間34分18秒332 川合　敏和37 ｶﾜｲ ﾄｼｶｽﾞ

1時間34分32秒333 船戸　弘行47 ﾌﾅﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間35分02秒334 山田　健司187 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間35分15秒335 伊藤　圭吾97 太田医院ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ

1時間36分02秒336 鍵谷　芳郎407 ｶｷﾞﾀﾆ ﾖｼｵ

1時間36分07秒337 米田　義隆319 ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

1時間36分19秒338 白川　隆107 ｼﾗｶﾜ ﾀｶｼ

1時間36分37秒339 末川　翔太307 ｽｴｶﾜ ｼｮｳﾀ

1時間36分59秒340 中平　紘資279 ﾅｶﾋﾗ ｺｳｼﾞ

1時間37分15秒341 亀井　資弘308 ｶﾒｲ ﾓﾄﾋﾛ

1時間37分21秒342 福田　一行214 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間37分51秒343 三島　浩司220 ﾐｼﾏ ｺｳｼﾞ

1時間37分55秒344 松之平　英樹243 夢未月ＲＣﾏﾂﾉﾋﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間38分12秒345 岡田　克彦398 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

1時間38分25秒346 山﨑　安一106 山﨑独走会ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｲﾁ

1時間38分30秒347 片岡　正205 野洲慈恵会ｶﾀｵｶ ﾀﾀﾞｼ

1時間40分25秒348 嶋田　信高74 大阪走友会ｼﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間40分30秒349 寺澤　法弘236 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ

1時間40分53秒350 保井　順喜18 ﾔｽｲ
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- 第38回余呉湖健康マラソン -

Ｇ）13kmチャレンジコース一般男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/10/1

スタート： 10:29:00

会場: 余呉湖

主催: 余呉湖健康マラソン実行委員会

1時間42分14秒351 林　和史349 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｼ

1時間42分55秒352 田村　諭90 近江度量衡ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間45分56秒353 寺本　孝二298 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ

1時間46分35秒354 井下　京治251 ｲﾉｼﾀ ｷｮｳｼﾞ

1時間49分15秒355 漣　藤代之62 ｻｻﾞﾅﾐ ﾄﾖﾕｷ

1時間50分02秒356 岸本　悠233 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｼ

1時間51分08秒357 山田　昌彦122 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

1時間59分21秒358 森島　彰俊5 ﾓﾘｼﾏ ｱｷﾄｼ
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