
順位 BIB 氏名 フリガナ 記録 TOP差

1 1 川崎 雄哉 カワサキユウヤ 1時間58分28秒.000 -

2 62 尾田 賢典 オダ ヨシノリ 1時間59分08秒.000 +00分40秒

3 77 井上 翔太 イノウエ ショウタ 2時間10分45秒.000 +12分17秒

4 2 小清水 健人 オビコウイチロウ 2時間14分10秒.000 +15分42秒

5 47 石塚 剛史 イシヅカ ツヨシ 2時間21分35秒.000 +23分07秒

6 84 佐藤 大気 サトウ 2時間27分54秒.000 +29分26秒

7 83 中込 大志 ナカゴミ 2時間32分34秒.000 +34分06秒

8 17 長嶺 博文 ナガミネ ヒロフミ 2時間41分45秒.000 +43分17秒

9 38 滝沢 翔太 タキザワ ショウタ 2時間42分08秒.000 +43分40秒

10 87 千葉 千尋 2時間42分18秒.000 +43分50秒

11 9 深沢 直人 フカサワ ナオト 2時間45分40秒.000 +47分12秒

12 59 箭内 紀男 ヤナイ トシオ 2時間46分14秒.000 +47分46秒

13 68 岡田 勝 オカダ マサル 2時間46分56秒.000 +48分28秒

14 82 大貝 貴将 オオガイ タカマサ 2時間47分08秒.000 +48分40秒

15 40 菅野 豊 カンノ ユタカ 2時間47分23秒.000 +48分55秒

16 73 塚原 俊朗 ツカハラ トシロウ 2時間48分09秒.000 +49分41秒

17 46 金丸 宏之 カネマル ヒロユキ 2時間48分19秒.000 +49分51秒

18 55 藤井 誠 フジイ マコト 2時間48分26秒.000 +49分58秒

19 52 長 悟志 チョウ サトシ 2時間48分29秒.000 +50分01秒

20 22 中川 勝 ナカガワ マサル 2時間49分50秒.000 +51分22秒

21 6 堀口 治彦 ホリグチ ハルヒコ 2時間50分53秒.000 +52分25秒

22 64 岸川 達士 キシカワ タツシ 2時間52分48秒.000 +54分20秒

23 26 坂井 一馬 サカイ カズマ 2時間53分22秒.000 +54分54秒

24 43 吉田 豊 ヨシダ ユタカ 2時間54分14秒.000 +55分46秒

25 67 手塚 寛 テヅカ ヒロシ 2時間55分34秒.000 +57分06秒

26 57 菅原 晋也 スガワラ シンヤ 3時間00分01秒.000 +1時間01分33秒

27 14 設楽 篤史 シダラク アツシ 3時間01分01秒.000 +1時間02分33秒

28 32 山田 誠 ヤマダ マコト 3時間02分20秒.000 +1時間03分52秒

29 27 大橋 拓矢 オオハシ タクヤ 3時間04分22秒.000 +1時間05分54秒

30 70 菅野 修平 カンノ シュウヘイ 3時間04分44秒.000 +1時間06分16秒

31 51 谷村 隆次 タニムラ リュウジ 3時間09分42秒.000 +1時間11分14秒

32 10 中村 秀行 ナカムラ ヒデユキ 3時間10分56秒.000 +1時間12分28秒

33 60 横畑 孝典 ヨコハタ タカノリ 3時間11分48秒.000 +1時間13分20秒

34 44 中垣 敏文 ナカガキ トシフミ 3時間14分29秒.000 +1時間16分01秒

35 15 功刀 健至 クヌギ タケシ 3時間15分10秒.000 +1時間16分42秒

36 39 井出 洲大 イデ クニヒロ 3時間17分09秒.000 +1時間18分41秒

37 34 和田 泰明 ワダ ヤスアキ 3時間17分57秒.000 +1時間19分29秒
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38 85 日置 勝之 3時間18分17秒.000 +1時間19分49秒

39 45 藤原 裕 フジハラ ユタカ 3時間20分31秒.000 +1時間22分03秒

40 74 小林 規明 コバヤシ ノリアキ 3時間21分07秒.000 +1時間22分39秒

41 49 大澤 善弘 オオサワ ヨシヒロ 3時間22分16秒.000 +1時間23分48秒

42 30  福本 晃祐 フクモト コウスケ 3時間22分41秒.000 +1時間24分13秒

43 61 小林 弘一 コバヤシ コウイチ 3時間23分31秒.000 +1時間25分03秒

44 72 代田 光彦 シロタ ミツヒコ 3時間24分36秒.000 +1時間26分08秒

45 53 梶田 洋二 カジタ ヨウジ 3時間25分11秒.000 +1時間26分43秒

46 58 広瀬 英治 ヒロセ エイジ 3時間26分16秒.000 +1時間27分48秒

47 28 福島 章浩 フジハラ ショウイチ 3時間32分22秒.000 +1時間33分54秒

48 63 高村 賢治 タカムラ ケンジ 3時間33分22秒.000 +1時間34分54秒

49 19 牛山  怜音 ウシヤマ レオト 3時間33分53秒.000 +1時間35分25秒

50 16 塩澤 秀幸 シオザワ ヒデユキ 3時間33分54秒.000 +1時間35分26秒

51 75 石田 有宏 イシダ アリヒロ 3時間34分08秒.000 +1時間35分40秒

52 5 菅沼 義秀 スガヌマ ヨシヒデ 3時間36分41秒.000 +1時間38分13秒

53 4 丸山 博大 マルヤマ ヒロタ 3時間38分33秒.000 +1時間40分05秒

54 54 松田 英一郎 マツダ エイイチロウ 3時間40分33秒.000 +1時間42分05秒

55 35 西澤 良司 ニシザワ リョウジ 3時間46分19秒.000 +1時間47分51秒

56 31 加藤 義彰 カトウ ヨシアキ 3時間48分37秒.000 +1時間50分09秒

57 81 栗須 大介 クリス ダイスケ 3時間50分44秒.000 +1時間52分16秒

58 86 泥谷 範幸 3時間52分33秒.000 +1時間54分05秒

59 56 木下 和彦 キノシタ カズヒコ 3時間56分01秒.000 +1時間57分33秒

60 50 柳川 厚司 ヤナガワ コウジ 3時間57分27秒.000 +1時間58分59秒

61 66 佐藤 司 サトウ ツカサ 3時間58分12秒.000 +1時間59分44秒

62 71 立木 賢 ツイキ ケン 3時間59分45秒.000 +2時間01分17秒

63 25 倉橋 俊行 クラハシ トシユキ 4時間02分03秒.000 +2時間03分35秒

64 8 曽根 純生 ソネ スミオ 4時間02分16秒.000 +2時間03分48秒

65 12 込山 純一 コミヤマ ジュンイチ 4時間07分26秒.000 +2時間08分58秒

66 37 岩見谷 敦義 イワミヤ アツヨシ 4時間09分31秒.000 +2時間11分03秒

67 33 田中 泰臣 タナカ ヤスオミ 4時間45分34秒.000 +2時間47分06秒

68 36 福島 晴 フクシマ ハル 4時間52分59秒.000 +2時間54分31秒
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