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683 西中山　宏1 ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 35分03秒大和電機工業

687 石下　良行2 ｲｼｼﾀ ﾖｼﾕｷ 36分51秒ナビクリエイト

526 石塚　邦明3 ｲｼﾂﾞｶ ｸﾆｱｷ 37分25秒南アルプス市

739 森　裕介4 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 37分42秒伊豆市役所

702 池上　誠5 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 37分52秒コセレン

746 山内　健一6 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｲﾁ 37分59秒フローレン

628 有泉　学7 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 38分04秒

756 ウォルシュ　エイデン8 ｳｫﾙｼｭ ｴｲﾃﾞﾝ 38分08秒ユニタス

614 義見　武士9 ﾖｼﾐ ﾀｹｼ 38分12秒梅

618 市口　英樹10 ｲﾁｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 38分18秒

680 高橋　豊11 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 39分09秒湘南スターズ

604 井上　孝広12 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 39分11秒

575 中島　広喜13 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 39分45秒

764 吉田　峰央14 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾈｵｳ 39分51秒

668 久保　淳一15 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 39分56秒西八代南巨摩陸競

902 島村　定春16 ｼﾏﾑﾗ ｻﾀﾞﾊﾙ 40分02秒山梨県庁

675 小井沼　康良17 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ 40分07秒

506 古屋　賢一18 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 40分49秒

644 井上　正寛19 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 41分22秒

712 立田　章二20 ﾀﾂﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ 41分44秒ラッセル隊

542 小宮山　晃21 ｺﾐﾔﾏ ｱｷﾗ 41分57秒

758 山村　周平22 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 42分03秒城南中陸上部

513 福田　謙介23 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｽｹ 42分09秒

747 矢澤　真秀24 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 42分15秒

657 千頭和　太陽25 ﾁｽﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 42分17秒

505 神谷　善之26 ｶﾐﾔ ﾖｼﾕｷ 42分21秒

707 宮澤　正晃27 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 42分28秒

664 和田　浩治28 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 42分36秒大吉製麺

672 小泉　勇介29 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 42分48秒

670 椎名　隆行30 ｼｲﾅ ﾀｶﾕｷ 43分24秒宮川病院

557 蔦木　豪31 ﾂﾀｷ ﾂﾖｼ 43分26秒

665 青柳　司32 ｱｵﾔｷﾞ ﾂｶｻ 43分41秒

514 早崎　英幸33 ﾊﾔｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 43分54秒足柄上郡松田町

669 荻原　栄治34 ｵｷﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ 44分16秒

585 山田　大35 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲ 44分39秒

589 宮古　裕樹36 ﾐﾔｺ ﾕｳｷ 44分45秒東海大学病院

744 田中　悠喜37 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 44分55秒南アルプス市

715 久保田　記祥38 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 45分20秒

647 成島　勉39 ﾅﾙｼﾏ ﾂﾄﾑ 45分36秒おしのびラン

522 松田　昌幸40 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 45分37秒３０ｏｖｅｒｓ

741 西名　和洋41 ﾆｼﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 45分45秒

520 手塚　寛42 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 45分55秒ホリデー

690 手塚　賢43 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾙ 46分00秒

593 森山　淳一44 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 46分01秒ムサシ

590 若山　謙一45 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 46分04秒若緑

689 手島　和也46 ﾃｼﾏ ｶｽﾞﾔ 46分11秒

621 田中　宏明47 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 46分13秒

518 小川　武彦48 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 46分24秒

639 中込　広太49 ﾅｶｺﾞﾐ ｺｳﾀ 46分28秒

714 尾形　正岐50 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｷ 46分40秒

591 町田　秀紀51 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 46分46秒ＮＩＳＳＥＩ

769 奥平　裕也52 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾔ 47分19秒熊本果実連合組合

556 河澄　心53 ｶﾜｽﾐ ｼﾝ 47分26秒ニスカ

558 春日　達弥54 ｶｽｶﾞ ﾀﾂﾔ 47分30秒上伊那生協病院
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611 貝瀬　修二55 ｶｲｾ ｼｭｳｼﾞ 47分42秒

545 白鳥　光康56 ｼﾗﾄﾘ ﾐﾂﾔｽ 48分02秒

753 向山　織臣57 ﾑｺｳﾔﾏ ｵﾘﾀｶ 48分05秒

600 津金　英樹58 ﾂｶﾞﾈ ﾋﾃﾞｷ 48分06秒

603 鈴木　啓介59 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 48分08秒

751 五味　寛60 ｺﾞﾐ ﾋﾛｼ 48分20秒城南中陸上部

768 松本　寿幸61 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 48分20秒

735 武井　透62 ﾀｹｲ ﾄｵﾙ 48分28秒

740 斉藤　隆政63 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾏｻ 48分33秒こぴっと会

532 斉藤　和貴64 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 48分34秒

527 桑本　真邦65 ｸﾜﾓﾄ ﾏｻｸﾆ 48分37秒マーライオン

612 塩澤　浩一66 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 48分47秒

617 鹿野　雅人67 ｶﾉ ﾏｻﾄ 48分49秒

759 吉田　拓司68 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 48分52秒★モモ化粧品★

508 松田　由樹69 ﾏﾂﾀﾞﾖｼｷ 48分57秒ＦＦＴ

648 長沼　研太70 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾀ 49分01秒

727 八木　亮一71 ﾔｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ 49分06秒

904 清水　洋平72 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 49分16秒

630 深澤　裕司73 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｼﾞ 49分17秒

507 中込　淳二74 ﾅｶｺﾞﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 49分18秒ＦＦＴ

548 中西　紀二75 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘﾂｸﾞ 49分20秒

754 土屋　和昭76 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｱｷ 49分23秒

652 井原　努77 ｲﾊﾗ ﾂﾄﾑ 49分27秒

761 長田　圭介78 ｵｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 49分34秒

619 竹村　博之79 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 50分07秒ユーミー

763 平野　健介80 ﾋﾗﾉ ｹﾝｽｹ 50分18秒

697 植竹　良81 ｳｴﾀｹ ﾘｮｳ 50分29秒

503 川﨑　洋介82 ｶﾜｻｷ ﾖｳｽｹ 50分42秒

679 望月　良介83 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 51分05秒チーム松井

564 天野　裕典84 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾉﾘ 51分25秒

624 内藤　成人85 ﾅｲﾄｳ ﾅﾙﾋﾄ 51分31秒

718 樋口　周平86 ﾋｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 51分32秒

616 岡安　勇人87 ｵｶﾔｽ ﾊﾔﾄ 51分35秒走った後の酒旨い

634 山本　有哉88 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 51分44秒

509 瀧川　晃89 ﾀｷｶﾞﾜ ｱｷﾗ 51分44秒ＦＦＴ

515 小柳　哲史90 ｺﾔﾅｷﾞ ｻﾄｼ 51分46秒

517 藤田　健次91 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 51分46秒有）磯野建設

540 遠藤　寿裕92 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 52分04秒朔八と開智のパパ

641 由村　典宏93 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 52分14秒

631 宇佐美　圭二郎94 ｳｻﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ 52分15秒

551 神戸　雄一95 ｶﾝﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 52分19秒

578 佐野　隆96 ｻﾉ ﾀｶｼ 52分25秒

673 吉田　稔97 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 52分27秒

659 中山　公博98 ﾅｶﾔﾏ ｷﾐﾋﾛ 53分11秒

541 末木　大輔99 ｽｴｷ ﾀﾞｲｽｹ 53分21秒

745 辻　秀昭100 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 53分27秒

726 櫻田　慶太101 ｻｸﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 53分48秒

538 佐藤　正幸102 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 53分48秒

757 山口　諒103 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 53分52秒

708 小笠原　勝史104 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾂｼ 53分55秒

736 三井　一起105 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾕｷ 53分56秒

651 永山　幸利106 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｷﾄｼ 53分57秒

533 磯崎　秀一107 ｲｿｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 53分57秒ＴＦＣ

677 前田　有治郎108 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 53分58秒新月会
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643 和田　成寛109 ﾜﾀﾞ ﾅﾙﾋﾛ 53分59秒

636 田村　貞治110 ﾀﾑﾗ ｻﾀﾞﾊﾙ 53分59秒ＤＡＣ東京

535 村上　真二111 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ 54分00秒大陽日酸

766 若尾　大樹112 ﾜｶｵ ﾀｲｷ 54分05秒梨大附属中学校

528 三上　憲勝113 ﾐｶﾐ ﾉﾘｶﾂ 54分10秒

512 杉原　亮114 ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 54分13秒兼松

587 橋本　晃115 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ 54分16秒

576 井上　義貴116 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ 54分19秒

632 岡本　裕樹117 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 54分23秒

531 原田　裕之118 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 54分27秒

549 渡邉　佳晃119 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 54分27秒

577 築地　和正120 ﾂｷﾁﾞ ｶｽﾞﾏｻ 54分35秒風の様に走る会

705 佐野　直樹121 ｻﾉ ﾅｵｷ 54分42秒

699 中村　正人122 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 54分54秒

622 宇野沢　史紀123 ｳﾉｻﾜ ﾌﾐﾉﾘ 55分05秒走った後の酒旨い

595 折居　政範124 ｵﾘｲ ﾏｻﾉﾘ 55分09秒サダーズ

723 別生　朋也125 ﾍﾞｯｼｮｳ ﾄﾓﾔ 55分23秒

678 佐藤　慎也126 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 55分24秒

602 種市　啓司127 ﾀﾈｲﾁ ｹｲｼﾞ 55分39秒

713 鈴木　謙128 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 55分49秒

550 花輪　勇129 ﾊﾅﾜ ｲｻﾑ 55分57秒

504 鈴木　和紀130 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 56分01秒ふ～ふはしろう会

695 小林　まさゆき131 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 56分08秒

580 丸山　眞一132 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 56分13秒丸山農園

720 井上　皇一133 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 56分14秒マルアイ

681 小林　東134 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾏ 56分29秒

653 黒川　龍平135 ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 56分33秒

521 小俣　真一136 ｵﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 56分35秒

692 磯野　功137 ｲｿﾉ ｲｻｵ 56分40秒

750 斉藤　卓哉138 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 56分59秒

724 垣内　優一139 ｶｷｳﾁ ﾕｳｲﾁ 57分01秒

579 大堀　俊介140 ｵｵﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ 57分03秒新冨鉄工

553 小林　洋仁141 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾋﾄ 57分09秒

650 池谷　裕紀142 ｲｹﾔ ﾋﾛﾉﾘ 57分16秒

642 海老原　勝143 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻﾙ 57分23秒ＣＥＲＴＥＺＡ

511 内藤　隆144 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 57分27秒山下電気

742 望月　一宏145 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 57分41秒

516 村松　敬太146 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲﾀ 57分51秒

730 佐藤　賢147 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 58分22秒

594 渡邊　隆志148 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 58分32秒

700 藤本　亮149 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 58分45秒ＶＦ甲府サポ

544 坂本　貴幸150 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 58分52秒

613 村松　賢治151 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 58分53秒

623 山野　和利152 ﾔﾏﾉ ｶｽﾞﾄｼ 58分54秒

698 若林　秀紀153 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 59分02秒

598 北原　昌行154 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 59分02秒

656 小林　優紀155 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 59分08秒

529 天野　秀樹156 ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞｷ 59分13秒

583 近野　丈穂157 ｺﾝﾉ ﾀｹｵ 59分16秒

686 奥山　豊158 ｵｸﾔﾏ ﾕﾀｶ 59分21秒ＭＹ　ＪＡＰＡＮ

597 三好　紀康159 ﾐﾖｼ ﾉﾘﾔｽ 59分48秒

688 長谷川　達彦160 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 59分50秒

748 中込　元樹161 ﾅｶｺﾞﾐ ﾓﾄｷ 59分58秒無限大。

596 河西　達也162 ｶｻｲ ﾀﾂﾔ 59分58秒
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658 及川　孝平163 ｵｲｶﾜ ｺｳﾍｲ 1時間00分07秒

661 櫻田　友成164 ｻｸﾗﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 1時間00分45秒

694 樋口　聖165 ﾋｸﾞﾁ ｷﾖｼ 1時間01分03秒

605 石澤　洋平166 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 1時間01分13秒

620 田辺　龍治167 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 1時間01分17秒

586 春川　大介168 ﾊﾙｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 1時間01分18秒めがはちランサー

573 望月　裕司169 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｼﾞ 1時間01分19秒

584 望月　則史170 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾘﾋﾄ 1時間01分23秒

574 金丸　裕樹171 ｶﾈﾏﾙ ﾋﾛｷ 1時間01分43秒

903 清水　正学172 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾀｶ 1時間01分43秒

610 立川　智一173 ﾀﾁｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 1時間01分48秒

728 柴田　政史174 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 1時間01分49秒

655 砂田　和仁175 ｽﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 1時間01分49秒

666 沢登　圭介176 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｹｲｽｹ 1時間02分10秒

559 平嶋　紀仁177 ﾋﾗｼﾏ ﾉﾘﾋﾄ 1時間02分39秒

709 岡田　康輔178 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 1時間02分39秒

682 藤池　史朗179 ﾌｼﾞｲｹ ｼﾛｳ 1時間02分39秒

627 宮澤　昌樹180 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾂｷ 1時間02分49秒

554 今野　勇樹181 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 1時間03分43秒

569 倉知　俊介182 ｸﾗﾁ ｼｭﾝｽｹ 1時間04分16秒

755 藤本　浩之183 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 1時間04分24秒

738 内藤　翼184 ﾅｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 1時間04分25秒

546 鮫田　武志185 ｻﾒﾀﾞ ﾀｹｼ 1時間04分31秒

560 秋山　真佳186 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 1時間04分41秒

711 中村　雄高187 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 1時間04分48秒

640 塩澤　輝幸188 ｼｵｻﾞﾜ ﾃﾙﾕｷ 1時間04分52秒

696 植松　大189 ｳｴﾏﾂ ﾀﾞｲ 1時間05分04秒

530 山形　征司190 ﾔﾏｶﾞﾀ ｾｲｼﾞ 1時間05分09秒

555 原　淳一191 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間05分33秒やしろ走友会

582 早川　弘太192 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾀ 1時間05分33秒

523 井上　慎一郎193 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1時間06分23秒

572 澤登　利一194 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾄｼｶｽﾞ 1時間06分46秒甲陵高校１９９４

710 小林　直195 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾅｵ 1時間06分48秒山梨積水株式会社

525 臼井　識敏196 ｳｽｲ ｼｷﾄｼ 1時間07分09秒

685 佐久間　信一197 ｻｸﾏ ｼﾝｲﾁ 1時間08分28秒佐久間走ろうね会

676 斉藤　雅文198 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 1時間08分29秒佐久間走ろうね会

722 竹内　雅実199 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 1時間08分57秒

660 下川　貴行200 ｼﾓｶﾜ ﾀｶﾕｷ 1時間08分58秒

599 秋山　敏男201 ｱｷﾔﾏ ﾄｼｵ 1時間09分02秒

570 富樫　敦202 ﾄｶﾞｼ ｱﾂｼ 1時間09分11秒

671 ハンフリーズ　ジェイミ203 ﾊﾝﾌﾘｰｽﾞ ｼﾞｪｲﾐ 1時間09分33秒

729 秋山　紘昭204 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 1時間09分40秒

561 恒川　良太郎205 ﾂﾈｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 1時間09分58秒

663 乙黒　広希206 ｵﾄｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 1時間10分03秒甲府ユリシーズ

566 平賀　学207 ﾋﾗｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 1時間10分06秒長田組土木㈱

704 関塚　裕徳208 ｾｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾉﾘ 1時間10分44秒

588 野田　琢郎209 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 1時間11分08秒

771 松本　具久210 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ 1時間11分37秒クランパーズ

524 阿部　浩二211 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 1時間11分40秒巨人軍阿部慎之助

607 奥本　誠司212 ｵｸﾓﾄ ｾｲｼﾞ 1時間12分49秒

601 青木　貴洋213 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 1時間12分58秒

717 金子　健一214 ｶﾈｺ ｹﾝｲﾁ 1時間13分27秒会社員

760 保坂　紀仁215 ﾎｻｶ ﾉﾘﾋﾄ 1時間13分43秒

752 鶴岡　泰行216 ﾂﾙｵｶ ﾋﾛﾕｷ 1時間14分39秒



結果一覧

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ 氏  名

１０ｋｍレース　男子４０歳代の部

順位 ﾌﾘｶﾞﾅ 記録所属

539 丹沢　康祐217 ﾀﾝｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 1時間14分42秒密林探検隊

534 藤巻　悟218 ﾌｼﾞﾏｷ ｻﾄﾙ 1時間15分05秒

703 中村　進219 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾑ 1時間15分09秒

725 平井　成一220 ﾋﾗｲ ｾｲｲﾁ 1時間15分21秒

562 渡邉　潔221 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ 1時間15分49秒ｔｅａｍ　ＫＹＷ

519 小林　哲章222 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｱｷ 1時間16分21秒

581 仲野　紀久223 ﾅｶﾉ ﾉﾘﾋｻ 1時間17分36秒

770 大木　淳一224 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間18分51秒コハーズ

565 名取　洋信225 ﾅﾄﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1時間20分17秒ＴＦＣ

716 小俣　伸一226 ｵﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 1時間24分18秒オカルト倶楽部

543 石原　直樹227 ｲｼﾊﾗ ﾅｵｷ 1時間24分55秒

646 窪田　徳夫228 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｵ 1時間27分17秒

633 酒井　明倫229 ｻｶｲ ｱｷﾐﾁ 1時間31分14秒

721 丸山　恵一230 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｲﾁ 1時間31分36秒

649 芦澤　三郎231 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 1時間33分03秒

732 甲斐　紘行232 ｶｲ ﾋﾛﾕｷ 1時間37分06秒


