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スタート： 9:59:53

会場: 明石公園

主催: TEAM▲ZERO

1時間14分02秒1 上田 皓一524 ウエダ コウイチ

1時間16分39秒2 黒田 史法557 クロダ フミノリ

1時間19分05秒3 本山 義樹659 モトヤマ ヨシキ

1時間23分20秒4 高田 雄太584 タカタ ユウタ

1時間24分21秒5 西 章吾614 ニシ ショウゴ

1時間25分42秒6 長谷川 友哉619 ハセガワ トモヤ

1時間26分22秒7 高野 弘之585 タカノ ヒロユキ

1時間26分50秒8 齋藤 達也563 サイトウ タツヤ

1時間27分26秒9 杉野 秀昭577 スギノ ヒデアキ

1時間28分51秒10 満田 秀幸653 ミツダ ヒデユキ

1時間29分11秒11 髙嶋 貞典581 タカシマ サダノリ

1時間30分12秒12 岩田 大輔520 イワタ ダイスケ

1時間32分06秒13 加古原 宏之542 カコハラ ヒロユキ

1時間32分24秒14 増山 大輔645 マスヤマ ダイスケ

1時間33分05秒15 土生田 貴621 ハブタ タカシ

1時間33分23秒16 佐々木 亮介568 ササキ リョウスケ

1時間33分24秒17 峠 正敏603 トウゲ マサトシ

1時間33分27秒18 竹内 勝治589 タケウチ カツジ

1時間33分40秒19 福井 明631 フクイ アキラ

1時間34分02秒20 本郷 功639 ホンゴウ イサオ

1時間34分03秒21 松嶋 孝雄649 マツシマ タカオ

1時間34分05秒22 市之瀬 誠513 イチノセ マコト

1時間34分40秒23 笠原　徹郎544 カサハラ　テツロウ

1時間34分47秒24 高田 俊哉582 タカダ トシヤ

1時間34分48秒25 平田 雅也629 ヒラタ マサナリ

1時間35分44秒26 中村 宏志611 ナカムラ ヒロシ

1時間36分10秒27 藤井 栄治633 フジイ エイジ

1時間36分13秒28 増野 宏幸644 マシノ ヒロユキ

1時間36分26秒29 吉田 政史674 ヨシダ マサシ

1時間37分23秒30 山田 裕彦668 ヤマダ ヤスヒコ

1時間37分24秒31 寺岡 裕之601 テラオカ ヒロユキ

1時間37分25秒32 相澤 修二501 アイザワ シュウジ

1時間38分07秒33 畑田 章夫620 ハタダ ノリオ

1時間38分54秒34 仲田 克己610 ナカタ カツミ

1時間40分02秒35 橋元 明617 ハシモト アキラ

1時間40分05秒36 鈴木 翔太578 スズキ ショウタ

1時間40分57秒37 林 建一624 ハヤシ ケンイチ

1時間42分25秒38 栗林 卓也556 クリバヤシ タクヤ

1時間43分04秒39 児玉 強559 コダマ ツヨシ

1時間43分05秒40 永田 和也609 ナガタ カズヤ

1時間43分41秒41 福井 元春632 フクイ モトハル

1時間43分44秒42 酒井 幸治565 サカイ コウジ

1時間44分14秒43 松本 吉正650 マツモト ヨシマサ

1時間44分54秒44 高田 智広583 タカダ トモヒロ

1時間44分56秒45 内藤 賢二606 ナイトウ ケンジ

1時間45分16秒46 津田 健一600 ツダ ケンイチ

1時間45分35秒47 岡野 博538 オカノ ヒロシ

1時間45分43秒48 西 雅裕615 ニシ マサヒロ

1時間46分13秒49 兒玉 晃558 コダマ アキラ

1時間46分17秒50 山本 和彦671 ヤマモト カズヒコ
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1時間46分18秒51 立田 勝也590 タツタ カツヤ

1時間48分03秒52 橋本 章吾618 ハシモト ショウゴ

1時間48分55秒53 城野 光洋576 シロノ ミツヒロ

1時間49分03秒54 米谷 卓676 ヨネタニ タカシ

1時間49分39秒55 木村 雅昭554 キムラ マサアキ

1時間49分41秒56 牧田 孝光642 マキタ タカミツ

1時間49分50秒57 渋谷 深574 シブヤ フカシ

1時間49分59秒58 向井 忠657 ムカイ タダシ

1時間50分05秒59 上山 芳樹526 ウエヤマ ヨシキ

1時間50分30秒60 小林 浩暉560 コバヤシ コウキ

1時間50分54秒61 大東 顕太郎536 オオヒガシ ケンタロウ

1時間51分11秒62 濱野 富生623 ハマノ トミオ

1時間51分25秒63 元田 裕介658 モトダ ユウスケ

1時間52分06秒64 森兼 政行660 モリカネ マサユキ

1時間52分11秒65 小林 孝史561 コバヤシ タカフミ

1時間52分21秒66 辻 敏彰598 ツジ トシアキ

1時間53分21秒67 山根 正670 ヤマネ タダシ

1時間53分24秒68 平岡 賢司628 ヒラオカ ケンジ

1時間54分06秒69 野浪 悠馬616 ノナミ ユウマ

1時間54分46秒70 青山 正幸502 アオヤマ マサユキ

1時間54分59秒71 植下 周治522 ウエシタ シュウジ

1時間55分24秒72 大橋 裕和534 オオハシ ヒロカズ

1時間55分25秒73 中島 雅夫608 ナカジマ マサオ

1時間55分53秒74 宮田 譲656 ミヤタ ユズル

1時間56分14秒75 松浦 克彦648 マツウラ カツヒコ

1時間56分38秒76 大塚 文浩533 オオツカ フミヒロ

1時間57分48秒77 高尾 信太郎580 タカオ シンタロウ

1時間57分52秒78 木下 浩史552 キノシタ コウシ

1時間58分29秒79 神山 昌宏547 カミヤマ マサヒロ

1時間59分13秒80 和田 浩平678 ワダ コウヘイ

1時間59分19秒81 多武 義也596 タブ ヨシヤ

1時間59分44秒82 田杼 弘行591 タドチ ヒロユキ

2時間00分06秒83 仲島 敬二607 ナカシマ ケイジ

2時間01分57秒84 沢田 新吾569 サワダ シンゴ

2時間02分28秒85 池下 岳512 イケシタ タケシ

2時間02分58秒86 渡辺 達哉681 ワタナベ タツヤ

2時間04分00秒87 田中 奏吏593 タナカ ソウジ

2時間04分16秒88 植田 健次523 ウエダ ケンジ

2時間04分25秒89 三村 一巳655 ミムラ カズミ

2時間05分03秒90 東垣 淳626 ヒガシガキ キヨシ

2時間05分24秒91 田中 辰樹595 タナカ タツキ

2時間05分28秒92 山中 文治669 ヤマナカ フミハル

2時間05分51秒93 安藤 雅弥509 アンドウ マサヤ

2時間06分15秒94 北村 秀551 キタムラ シュウ

2時間06分37秒95 川瀬 祥之548 カワセ ヨシユキ

2時間07分49秒96 横山 正博673 ヨコヤマ マサヒロ

2時間07分49秒97 柴原 基573 シバハラ モトイ

2時間07分57秒98 岡田 和真537 オカダ カズマ

2時間07分58秒99 大畑 雅昭535 オオハタ マサアキ

2時間09分16秒100 松井 活裕646 マツイ カツヒロ
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2時間09分47秒101 飯野 章三510 イイノ ショウゾウ

2時間09分56秒102 森本 清隆663 モリモト キヨタカ

2時間10分05秒103 渡邊 徹682 ワタナベ トオル

2時間10分56秒104 井川 靖章511 イカワ ヤスアキ

2時間11分30秒105 椎本 勇治571 シイモト ユウジ

2時間11分40秒106 本田 俊行640 ホンダ トシユキ

2時間12分49秒107 開川 和久540 カイカワ カズヒサ

2時間13分50秒108 國澤 龍太555 クニサワ リョウタ

2時間14分04秒109 植田 武志525 ウエダ タケシ

2時間14分47秒110 岩城 正孝519 イワキ マサタカ

2時間16分17秒111 井筒 隆514 イヅツ タカシ

2時間16分17秒112 住谷 佳彦579 スミタニ ヨシヒコ

2時間17分54秒113 備本 将627 ビモト ジョウ

2時間18分00秒114 笠木 敦行543 カサギ アツユキ

2時間18分06秒115 渡部 真一郎680 ワタナベ シンイチロウ

2時間18分49秒116 濁池 義人613 ニゴリイケ ヨシト

2時間20分14秒117 赤松 弘一503 アカマツ ヒロカズ

2時間20分41秒118 和田 崇史679 ワダ タカシ

2時間22分22秒119 大島 英夫532 オオシマ ヒデオ

2時間22分35秒120 薮内 太郎665 ヤブウチ タロウ

2時間23分41秒121 高橋 佑輔588 タカハシ ユウスケ

2時間26分19秒122 岡本 克彦539 オカモト カツヒコ

2時間26分33秒123 原 聡625 ハラ ソウ

2時間26分57秒124 浦野 弘幸530 ウラノ ヒロユキ

2時間26分57秒125 臼杵 充528 ウスキ ミツル

2時間27分17秒126 前田 高幸641 マエダ タカユキ

2時間28分51秒127 細谷 哲638 ホソタニ ヒロシ

2時間29分25秒128 片田 佳宏546 カタダ ヨシヒロ

2時間30分53秒129 下浦　圭介575 シモウラ　ケイスケ

2時間30分56秒130 田中 たけひろ594 タナカ タケヒロ

2時間34分17秒131 澤本 学570 サワモト マナブ

2時間35分05秒132 三河 伸也651 ミカワ シンヤ

2時間35分05秒133 藤本 泰大636 フジモト ヤスヒロ

2時間35分34秒134 山田 哲667 ヤマダ サトシ

2時間35分56秒135 西條 文一562 サイジョウ フミカズ

2時間36分50秒136 八幡 眞悟664 ヤハタ シンゴ

2時間40分57秒137 徳井 琢604 トクイ タク

2時間42分27秒138 中村 雅行612 ナカムラ マサユキ

2時間44分36秒139 大澤 泰士531 オオサワ タイシ

3時間19分29秒140 牧野 清643 マキノ キヨシ

3時間33分29秒141 濱口 満英622 ハマグチ ミツヒデ
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