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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ ⽒ 名 ⽒名(ｶﾅ) 都道府県名 所 属 記 録
1位 1008 吉野 ⼤和 ﾖｼﾉ ﾔﾏﾄ 神奈川県 ＧＯＮＴＥＸ／ＩＮＳＴＩＮＣＴ 2:42:40
2位 1271 ⼩笠原 光研 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｹﾝ 北海道 2:45:49
3位 1009 くれいじーかろ ｸﾚｲｼﾞｰｶﾛ 東京都 ＪＯＨＨＯＫＵ ＣＡＢＡＬＬＯ 2:52:38
4位 1011 ⽜⽥ 美樹 ｳｼﾀﾞ ﾐｷ 群⾺県 2:52:55
5位 1317 笠⽊ 肇 ｶｻｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:55:48
6位 1001 ⼤瀬 和⽂ ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ 中野市 ｓａｌｏｍｏｎ 2:59:08
7位 1007 宮川 朋史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 福井県 2:59:19
8位 1010 ⼩林 海仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ⽊島平村 ＡＬＰ ＳＫＩ ＴＥＡＭ 2:59:45
9位 1169 ⽥村 健⼈ ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 東京都 3:02:14

10位 1227 ⾦澤 拓則 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 松本市 3:09:48
11位 1004 岩井 ⻯太 ｲﾜｲ ﾘｭｳﾀ 埼⽟県 ｓａｌｏｍｏｎ 3:13:52
12位 1132 新地 司 ｼﾝﾁ ﾂｶｻ 群⾺県 3:16:52
13位 1002 牧野 公則 ﾏｷﾉ ﾏｻﾉﾘ ⼭梨県 ｓａｌｏｍｏｎ 3:23:04
14位 1003 反中 祐介 ﾀﾝﾅｶ ﾕｳｽｹ 北海道 ｓａｌｏｍｏｎ 3:30:40
15位 1295 野永 健宏 ﾉﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ 東京都 3:30:58
16位 1185 栗原 航 ｸﾘﾊﾗ ｺｳ 群⾺県 3:40:01
17位 1191 伴 将史 ﾊﾞﾝ ﾏｻｼ 栃⽊県 3:41:24
18位 1194 北村 修⼆ ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ ⼭梨県 3:42:26
19位 1339 ⽥辺 凌雅 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東京都 3:42:30
20位 1293 河内 和観 ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 3:44:19
21位 1314 植村 祐也 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ 東京都 3:47:35
22位 1319 橋本 健志 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 3:52:46
23位 1344 ⻲井 遼平 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 3:53:34
24位 1251 ⼩⼭ 正明 ｺﾔﾏ ﾏｻｱｷ 佐久市 4:00:04
25位 1236 中川 元 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 東京都 4:00:42
26位 1324 渡辺 司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ ⻑野市 4:01:33
27位 1221 ⼟屋 恒貴 ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 埼⽟県 4:03:57
28位 1318 新井 聡 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 埼⽟県 4:05:52
29位 1108 ⼭⼝ 博⽂ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 4:08:37
30位 1330 ⼩林 勇太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 富⼭県 4:08:41
31位 1019 岡⽥ 拓海 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 東京都 Ｒｕｎｔｒｉｐ 4:09:29
32位 1296 ⼤⾼ 国彦 ｵｵﾀｶ ｸﾆﾋｺ 新潟県 4:13:53
33位 1307 清⽔ 駿 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 静岡県 4:14:45
34位 1045 堀 ⼤輔 ﾎﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:15:19
35位 1241 福間 仁 ﾌｸﾏ ｼﾞﾝ 東京都 4:16:15
36位 1349 ⻄村 卓真 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ 東京都 4:20:08
37位 1329 内野 裕之 ｳﾁﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:20:22
38位 1320 児嶋 ⼤明 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 4:20:32
39位 1325 中野 浩信 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 富⼭県 4:21:58
40位 1125 加藤 佑輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 静岡県 4:22:50
41位 1121 林 和治 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾊﾙ 愛知県 4:26:06
42位 1252 ⽵内 ⼤輝 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ 千葉県 4:26:20
43位 1130 河合 翔太 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 神奈川県 4:33:04
44位 1020 渡邊 隆宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼⽟県 4:35:10
45位 1111 北村 雅則 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪府 4:37:28
46位 1333 秦 謙⼀ ﾊﾀ ｹﾝｲﾁ 埼⽟県 4:40:42
47位 1074 菊地 将⼈ ｷｸﾁ ﾏｻﾄ 福岡県 4:41:51
48位 1196 荻間 英樹 ｵｷﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 4:42:10
49位 1279 古舘 知也 ﾌﾙﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 東京都 4:42:53
50位 1335 清⽔ 孝司 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 東京都 4:43:41
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51位 1258 佐久間 隆 ｻｸﾏ ﾀｶｼ ⼭梨県 4:44:23
52位 1323 松原 弘明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県 4:44:36
53位 1238 中島 弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:45:36
54位 1094 鈴⽊ 陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 東京都 4:46:15
55位 1163 仲本 貴洋 ﾅｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 4:46:37
56位 1225 及川 健善 ｵﾖｶﾜ ﾀｹﾖｼ 東京都 4:47:38
57位 1138 関根 肇 ｾｷﾈ ﾊｼﾞﾒ 栃⽊県 4:48:03
58位 1270 ⼤坂 好和 ｵｵｻｶ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 4:50:09
59位 1183 ⾼宗 栄次 ﾀｶｿｳ ｴｲｼﾞ 兵庫県 4:52:35
60位 1195 ⻑ 悟志 ﾁｮｳ ｻﾄｼ ⽯川県 4:53:35
61位 1014 杉⼭ ヘンリー ｽｷﾞﾔﾏ ﾍﾝﾘｰ 東京都 ＮＡＳＴＹ 4:54:00
62位 1359 笹川 勇太 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ⽩⾺村 アルペン部 4:54:10
63位 1202 ⿊⽯ 晃介 ｸﾛｲｼ ｺｳｽｹ 千葉県 4:54:19
64位 1269 宮坂 雄⼤ ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ 岡⾕市 4:54:34
65位 1310 塚本 晃久 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋｻ 東京都 4:55:22
66位 1112 ⼩峰 孝弘 ｺﾐﾈ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 4:56:59
67位 1328 荒⽊ 忠義 ｱﾗｷ ﾀﾀﾞﾖｼ ⽯川県 4:59:05
68位 1234 吉冨 学 ﾖｼﾄﾐ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 4:59:13
69位 1215 中筬 ⾼弘 ﾅｶｵｻ ﾀｶﾋﾛ 岐⾩県 5:01:45
70位 1242 清⽔ 三宏 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 5:01:59
71位 1214 多⽥ 洋輔 ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 神奈川県 5:03:07
72位 1336 渡辺 ⼤智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ⻑野市 5:03:15
73位 1331 畠野 尚章 ﾊﾀﾉ ﾅｵｱｷ 愛知県 5:03:55
74位 1205 ⼩嶋 太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 東京都 5:04:00
75位 1306 陳 鷹 ﾁｪﾝ ﾀｶ 神奈川県 5:07:07
76位 1343 ⻲岡 直樹 ｶﾒｵｶ ﾅｵｷ 愛知県 5:07:57
77位 1298 ＷＵ ＡＮＤＹ ｳｰ ｱﾝﾃﾞｨ 神奈川県 5:09:19
78位 1198 前⽥ 成範 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 滋賀県 5:11:35
79位 1235 ⼩野村 圭 ｵﾉﾑﾗ ｹｲ 群⾺県 5:12:19
79位 1302 岡村 敬之 ｵｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟県 5:12:19
81位 1288 牧野 裕幸 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:12:38
82位 1123 ⼭崎 友貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 愛知県 5:13:04
83位 1091 溝⼝ 修央 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 岐⾩県 5:13:06
84位 1086 ⽥崎 尚⾏ ﾀｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 東京都 5:13:54
85位 1289 佐野 ⼤志 ｻﾉ ﾋﾛｼ 滋賀県 5:14:33
86位 1301 岡崎 敏夫 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｵ ⿃取県 5:14:47
87位 1178 横尾 克久 ﾖｺｵ ｶﾂﾋｻ 東京都 5:16:26
88位 1105 内海 和久 ｳﾂﾐ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 5:17:11
89位 1277 宮東 博 ｸﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都 5:17:22
90位 1265 横⽥ 隆之 ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 富⼭県 5:17:38
91位 1164 中村 直登 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ 神奈川県 5:17:45
92位 1274 ⾚⽻ 智樹 ｱｶﾊﾈ ﾄﾓｷ 松本市 5:18:29
93位 1131 林 正規 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 5:19:14
94位 1140 内⼭ 千尋 ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 上⽥市 5:20:30
95位 1217 ⼤⾕ 学 ｵｵﾅﾆ ﾏﾅﾌﾞ ⼤阪府 5:21:09
96位 1350 浜島 ⼀道 ﾊﾏｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐﾁ 愛知県 5:22:00
97位 1327 ⻑⾕川 守 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 神奈川県 5:22:08
98位 1184 ⽯川 ⼤貴 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県 5:22:18
99位 1150 ⽥村 明寛 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 埼⽟県 5:22:38

100位 1299 ⽮⽥ 真介 ﾔﾀ ｼﾝｽｹ 神奈川県 5:23:20
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101位 1137 松本 勇太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 東京都 5:23:22
102位 1096 中⽥ 雅也 ﾅｶﾀ ﾏｻﾔ 愛知県 5:23:38
103位 1347 飯島 ⼀郎 ｲｲｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 群⾺県 5:24:03
104位 1249 ⽥村 公⼀ ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ ⻑野市 5:25:41
105位 1334 ⼭本 昌弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ⽯川県 5:25:44
106位 1356 宗川 純⼀朗 ﾑﾈｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ⽩⾺村 アルペン部 5:26:10
107位 1173 須藤 達也 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 栃⽊県 5:26:36
108位 1013 ⼆本柳 陵介 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 ＮＡＳＴＹ 5:27:25
109位 1152 平嵜 益美 ﾋﾗｻｷ ﾏｽﾐ 愛知県 5:28:15
110位 1230 三鷹 神騎 ﾐﾀｶ ｼﾝｷ 東京都 5:28:32
110位 1351 安井 拓也 ﾔｽｲ ﾀｸﾔ 東京都 5:28:32
112位 1088 池渕 雄⼤ ｲｹﾌﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 富⼭県 5:28:36
113位 1253 加納 光晴 ｶﾉｳ ﾐﾂﾊﾙ 岐⾩県 5:29:14
114位 1326 ⾼橋 ⼤蔵 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ ⼭形県 5:29:28
115位 1160 中 努 ﾅｶ ﾂﾄﾑ 兵庫県 5:30:33
116位 1358 藤井 世那ジェームス ﾌｼﾞｲ ｾﾅｼﾞｪｰﾑｽ ⽩⾺村 アルペン部 5:31:31
117位 1303 加藤 ⼤地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 5:32:45
118位 1239 森村 浩之 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 駒ヶ根市 5:33:40
119位 1103 井上 信⾏ ｲﾉｳｴ ｼﾝｺｳ 千葉県 5:34:02
120位 1308 洪 舜傑 ｺｳ ｼｭﾝｹﾂ 東京都 5:34:21
121位 1040 近藤 淳也 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 5:35:54
122位 1245 本⼭ 裕也 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾔ 神奈川県 5:36:28
123位 1364 ⼩林 嶺 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ⽩⾺村 サッカー部 5:36:33
124位 1346 池⽥ 伸⼀ ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 新潟県 5:39:04
125位 1229 宇賀⽥ 伸彦 ｳｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ ⻑野市 5:39:38
126位 1057 塚原 義⼈ ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾄ 東京都 5:41:20
127位 1240 ⼭崎 正博 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ ⻑崎県 5:42:02
128位 1066 ⼟井 正⼈ ﾄﾞｲ ﾏｻﾄ 京都府 5:43:36
129位 1025 功⼑ 慶⼈ ｸﾇｷﾞ ﾖｼﾄ 東京都 5:45:00
130位 1179 ⼩林 浩⼈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 東京都 5:45:17
131位 1054 浅野 祐⽮ ｱｻﾉ ﾕｳﾔ 愛知県 5:46:14
132位 1149 ⼩代⽥ 昭⼆ ｺﾖﾀ ｼｮｳｼﾞ 群⾺県 5:46:20
133位 1106 ⽥中 武 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 池⽥町 5:46:26
134位 1154 ⻄本 和志 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｼ 東京都 5:47:03
135位 1216 吉⽥ “ＡＲＭＹ” ﾖｼﾀﾞ ｱｰﾐｰ 神奈川県 5:47:56
136位 1129 原 賢⼆ ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 5:48:06
137位 1232 東福 勝成 ﾄｳﾌｸ ｶﾂﾅﾘ 上⽥市 5:48:33
138位 1182 斎藤 亮輔 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 東京都 5:48:36
139位 1113 鈴⽊ 剛弘 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 愛知県 5:48:38
140位 1286 坪根 周平 ﾂﾎﾞﾈ ｼｭｳﾍｲ 東京都 5:48:51
141位 1263 槇井 洋介 ﾏｷｲ ﾖｳｽｹ 東京都 5:48:52
142位 1342 佐貫 ⼀成 ｻﾇｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 5:49:11
143位 1367 鈴⽊ 啓⼆ ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ ⼭梨県 5:50:03
144位 1141 松岡 未来 ﾏﾂｵｶ ﾐﾗｲ 東京都 5:50:20
145位 1012 ⼭本 博史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 フイナム ランニング クラブ♡ 5:51:41
146位 1237 塚⾕ 治 ﾂｶﾀﾆ ｵｻﾑ 神奈川県 5:52:41
146位 1210 渡辺 信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 5:52:41
148位 1100 ⽵村 俊彦 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 東京都 5:52:50
149位 1322 植⽊ 泰貴 ｳｴｷ ﾔｽﾀｶ 千葉県 5:53:17
150位 1203 北沢 学 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ⼤町市 5:54:14
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151位 1300 ヤップ アルドリン ﾔｯﾌﾟ ｱﾙﾄﾞﾘﾝ 神奈川県 5:55:29
152位 1069 加藤 宗樹 ｶﾄｳ ﾑﾈｷ 東京都 5:55:48
153位 1151 伊藤 直⼈ ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 群⾺県 5:56:19
154位 1122 福冨 ⼀実 ﾌｸﾄﾐ ｶｽﾞﾐ 東京都 5:56:42
155位 1139 村形 政博 ﾑﾗｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 松本市 5:56:59
156位 1119 ⼭崎 浩⼆ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 埼⽟県 5:57:11
157位 1275 ⽥浪 優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ 栃⽊県 5:58:07
158位 1290 ⼭崎 孝博 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 軽井沢町 5:58:20
159位 1017 野⽥ 亨 ﾉﾀﾞ ﾄｵﾙ 埼⽟県 5:59:32
160位 1357 横川 眞伯 ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ ⽩⾺村 アルペン部 5:59:51
161位 1272 ⽟置 章⼈ ﾀﾏｵｷ ｱｷﾄ 東京都 6:01:15
162位 1316 上利 ⼤輔 ｱｶﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 6:02:33
163位 1345 ⻄尾 渉 ﾆｼｵ ﾜﾀﾙ 東京都 6:03:17
164位 1186 加嶋 伸彦 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 6:03:29
165位 1072 ⼤塚 道宏 ｵｵﾂｶ ﾐﾁﾋﾛ 愛知県 6:06:23
166位 1117 平井 研 ﾋﾗｲ ｹﾝ 東京都 6:07:49
167位 1175 沈 漢彬 ｼｪﾝ ﾊﾝﾋﾟﾝ 神奈川県 6:07:54
168位 1363 国本 廉太郎 ｸﾆﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ ⽩⾺村 アルペン部 6:13:33
169位 1360 松澤 巧⾺ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ⽩⾺村 陸上部 6:13:35
170位 1365 ⼭下 ろうじ ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ ⽩⾺村 男⼦バレー部 6:13:39
171位 1361 ⽔野 颯紀 ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ ⽩⾺村 男⼦バレー部 6:13:41
172位 1030 ⾦⽥ 明 ｶﾈﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 6:13:44
173位 1126 江⽥ 和彦 ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 埼⽟県 6:14:03
174位 1136 清⽔ 顕 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 東京都 6:14:11
175位 1200 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ ⻑野市 6:14:39
176位 1145 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 宮城県 6:15:05
177位 1153 道浦 健治 ﾐﾁｳﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 6:16:48
178位 1041 辻 智宏 ﾂｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 奈良県 6:17:04
179位 1294 Ｄｅｂａｙｌｅ Ｐｉｅｒｒｅ ﾃﾞｭﾊﾞｲﾙ ﾋﾟｴｰﾙ 東京都 6:17:37
180位 1243 ⽥端 浩章 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 千葉県 6:17:44
181位 1099 南 伸⼆ ﾐﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 6:17:55
182位 1266 丸⼭ 康⽣ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ 埼⽟県 6:18:54
183位 1023 吉⽥ 輝 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 埼⽟県 6:19:13
184位 1097 ⾦井 健⼀ ｶﾅｲ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 6:20:20
185位 1312 兼松 宏憲 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 6:21:29
186位 1233 ⽜⽥ 稔⼀ ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 富⼭県 6:21:33
187位 1049 折茂 英明 ｵﾘﾓ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 6:22:18
188位 1278 林 佑哉 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 静岡県 6:23:14
189位 1256 川瀬 光弘 ｶﾜｾ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩県 6:23:28
190位 1348 ⼩野 翼 ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ 愛知県 6:24:10
191位 1170 川⼝ 真男 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｵ 神奈川県 6:25:33
192位 1338 ⼩林 樹雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ ⼤阪府 6:27:22
193位 1273 岡野 孝慈 ｵｶﾉ ﾀｶｼ 須坂市 6:27:57
194位 1264 ⼩林 陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ ⻑野市 6:27:58
194位 1268 久保⽥ 雄⼀ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ ⻑野市 6:27:58
196位 1337 森川 徹治 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 東京都 6:28:00
197位 1027 ⾦岡 克宜 ｶﾅｵｶ ｶﾂﾖｼ 東京都 6:28:06
198位 1026 ⽯川 智隆 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 東京都 6:28:08
199位 1206 有賀 正樹 ｱﾙｶﾞ ﾏｻｷ 塩尻市 6:29:05
200位 1281 ⽯川 明叡 ｲｼｶﾜ ｱｻﾄ ⼭梨県 6:29:37
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201位 1282 後藤 元 ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝ 東京都 6:29:43
202位 1284 近藤 太朗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 東京都 6:29:44
203位 1114 ⼤河内 穣 ｵｵｺｳﾁ ｼﾞｮｳ 東京都 6:29:57
204位 1016 荒川 章 ｱﾗｶﾜ ｱｷﾗ 東京都 ＫＩＴＨ ＴＯＫＹＯ 6:30:15
204位 1018 松崎 鉄男 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃﾂｵ 東京都 6:30:15
206位 1062 ⼤元 淳 ｵｵﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 埼⽟県 6:30:27
207位 1162 ⼘部 信⼀ ｳﾗﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 愛知県 6:30:31
208位 1172 ⼭⽥ ⼀樹 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 愛知県 6:31:56
209位 1064 ⼭崎 聡 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 東京都 6:32:17
210位 1262 奥⼭ 直紀 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｷ 松本市 6:32:54
211位 1032 鈴⽊ 俊親 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾁｶ 静岡県 6:33:11
212位 1134 岩本 悟 ｲﾜﾓﾄ ｻﾄﾙ 徳島県 6:33:30
213位 1292 遠藤 陽介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 愛知県 6:34:15
214位 1228 千⽥ ⽂義 ｾﾝﾀﾞ ﾌﾐﾖｼ 東京都 6:34:32
215位 1104 ネイラー ジェイ ﾈｲﾗｰ ｼﾞｪｲ 神奈川県 6:35:19
216位 1135 ⼩池 俊也 ｺｲｹ ﾄｼﾔ 東京都 6:35:44
217位 1166 Ｓｏｒｂａ Ａｌａｎ ｿｰﾊﾞ ｱﾗﾝ 東京都 6:37:05
218位 1204 藤井 知史 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾌﾐ ⽩⾺村 6:38:31
219位 1063 坂元 亮介 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 東京都 6:39:03
220位 1259 野崎 ⾼光 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾐﾂ 野沢温泉村 6:39:09
221位 1174 児⽟ 健 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ 東京都 6:39:35
222位 1171 菊地 勝昭 ｷｸﾁ ｶﾂｱｷ 東京都 6:39:37
223位 1366 武⽥ 明都 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾄ ⽩⾺村 アルペン部 6:40:26
224位 1199 ⽵澤 博哉 ﾀｹｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ 福井県 6:40:43
225位 1050 ⼭﨑 博⼀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ ⻑野市 6:40:55
226位 1056 久保⽥ 悦央 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 千葉県 6:41:39
227位 1133 杉⼭ 裕樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 愛知県 6:42:31
228位 1115 野村 光良 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ ⼤阪府 6:43:46
229位 1220 平野 年紀 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 6:44:00
230位 1053 ⼩野⽥ 舜 ｵﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 千葉県 6:44:13
231位 1076 ⼭本 昇 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 静岡県 6:45:15
232位 1052 横地 和憲 ﾖｺﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 6:46:41
233位 1276 岩瀬 崇 ｲﾜｾ ﾀｶｼ 福井県 6:47:51
234位 1037 ⼩島 正浩 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 6:49:53
235位 1124 ⻄島 昇平 ﾆｼｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 東京都 6:50:47
236位 1254 吉村 俊彦 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 愛知県 6:50:48
237位 1267 丸⼭ 陽祐 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ 埼⽟県 6:51:53
237位 1223 江渕 隆展 ｴﾌﾞﾁ ﾀｶﾉﾌﾞ 神奈川県 6:51:53
239位 1247 坂本 達也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 安曇野市 6:52:18
240位 1257 植垣 研史郎 ｳｴｶﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ ⼤阪府 6:52:21
241位 1055 峯⽥ 穣治 ﾐﾈﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 6:53:24
242位 1043 村岡 正明 ﾑﾗｵｶ ﾏｻｱｷ 東京都 6:53:32
243位 1098 金 亨柱 ｷﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ 東京都 6:54:04
244位 1207 鈴⽊ 知博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 6:54:11
245位 1021 ⽯⽥ 道寛 ｲｼﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県 6:54:26
246位 1353 丸⼭ 康明 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽｱｷ 埼⽟県 6:54:38
247位 1036 ⽯井 貴之 ｲｼｲ ﾀｶｼ 奈良県 6:54:54
248位 1024 ⽯⾕ 毅 ｲｼﾀﾆ ﾂﾖｼ 東京都 6:55:01
249位 1022 ⼭崎 徹也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京都 6:56:20
250位 1190 沼⽥ 繁⼈ ﾇﾏﾀ ｼｹﾞﾄ 群⾺県 6:56:22
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251位 1187 佐々⽊ 健祐 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 東京都 6:57:03
252位 1033 ⼩宮 智⼤ ｺﾐﾔ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 6:57:18
253位 1244 松⽥ 昭博 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 茨城県 6:58:17
254位 1218 重森 堅⼠ ｼｹﾞﾓﾘ ｹﾝｼ 奈良県 6:58:51
255位 1042 ⼭岡 亨 ﾔﾏｵｶ ﾄｵﾙ 奈良県 6:59:02
256位 1354 濱名 寛幸 ﾊﾏﾅ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 7:03:43
257位 1201 酒井 充久 ｻｶｲ ﾐﾁﾋｻ 愛知県 7:05:21
258位 1165 迫越 欣成 ｻｺｺﾞｼ ﾖｼﾅﾘ 東京都 7:13:19
259位 1058 近藤 厚 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 埼⽟県 7:14:43
260位 1297 ラカラ エリック ﾗｶﾗ ｴﾘｯｸ 東京都 7:16:09
261位 1068 旭 ⼀広 ｱｻﾋ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 7:16:22
262位 1078 篠崎 哲 ｼﾉｻﾞｷ ﾃﾂ 神奈川県 7:16:30
263位 1189 佐藤 太 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ 新潟県 7:17:07
264位 1208 ⼭⼝ 昌平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 東京都 7:18:59
265位 1031 ⾺上 勇⼈ ﾓｳｴ ﾊﾔﾄ 東京都 7:19:48
266位 1287 ⼩林 鋼平 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 東京都 7:21:21
267位 1051 アガルワル プラナブ ｱｶﾞﾙﾜﾙ ﾌﾟﾗﾅﾌﾞ 東京都 7:22:33
268位 1341 斎藤 博司 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 静岡県 7:26:16
269位 1188 佐々⽊ 基安 ｻｻｷ ﾓﾄﾔｽ 富⼭県 7:29:10
270位 1167 古澤 謙介 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｽｹ 東京都 7:31:18
271位 1143 福澤 洋 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 安曇野市 7:35:36
272位 1177 阿部 周平 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 7:41:36
273位 1305 伊藤 昭仁 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 東京都 7:41:50
274位 1148 菅原 雅剛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾀｶ 埼⽟県 7:53:36
275位 1071 橋⼝ 寛 ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 東京都 7:59:25
276位 1280 渡邉 啓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗｸ 東京都 8:01:02
277位 1060 ⼩林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 埼⽟県 8:10:39
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