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1281 星　正幸1 ﾎｼ ﾏｻﾕｷ 35分54秒甲斐市陸協

1320 青山　大志2 ｱｵﾔﾏ ﾀｲｼ 36分32秒青山治療院

1274 齋藤　賢文3 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 36分35秒３０ｏｖｅｒｓ

1268 清水　誠二4 ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾞ 38分19秒甲斐市陸協

1306 松井　章5 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 38分29秒

1262 菊池　努6 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 39分21秒北杜

1287 吉井　弥一郎7 ﾖｼｲ ﾔｲﾁﾛｳ 39分31秒

1327 酒師　隆治8 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ 39分32秒

1147 両川　英樹9 ﾓﾛｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 39分59秒ウィングＡＣ

1088 中野　賢一10 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 40分44秒ＢＡＣＫ

1304 宮川　和博11 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 40分54秒山梨県庁

1333 守屋　恭三郎12 ﾓﾘﾔ ｷｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 41分10秒牧野フライス技研

1293 桜内　嘉13 ｻｸﾗｳﾁ ﾖｼﾐ 41分28秒

1191 河野　光一14 ｺｳﾉ ｺｳｲﾁ 41分40秒甲府陸協

1137 岩瀬　史明15 ｲﾜｾ ﾌﾐｱｷ 41分42秒甲斐市陸協

1300 熊谷　充弘16 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ 41分55秒

1326 藤原　孝司17 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 42分07秒

1338 坐光寺　富仁18 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾄﾐﾋﾄ 42分33秒市川三郷町役場

1151 斉藤　正教19 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 42分45秒ランデブー

1344 前田　浩志20 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 42分46秒見次クラブ

1123 飯島　直之21 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 42分51秒ランニング・デポ

1291 大久保　耕治22 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 42分53秒

1132 浜　人民23 ﾊﾏ ｼﾞﾝﾐﾝ 43分23秒

1270 雨宮　正二24 ｱﾒﾐﾔ ﾏｻﾂｸﾞ 43分26秒

1266 西河　輝25 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ 43分29秒

1209 横山　徹26 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 43分31秒キティＢＯＹズ

1152 小林　基章27 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 43分46秒小林子供クリニッ

1335 志村　智也28 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 44分15秒山梨鉄人会

1279 宮原　和彦29 ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ 44分52秒

1313 中村　祐治30 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 44分53秒

1008 秋山　武仁31 ｱｷﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 45分22秒Ｎ／Ａｉｓｍ

1118 安藤　明範32 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ 45分46秒

1315 高原　幸次33 ﾀｶﾊﾗ ｺｳｼﾞ 45分55秒

1135 山口　良和34 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 46分00秒★ｆｉｎｅｔ★

1347 駒井　和仁35 ｺﾏｲ ｶｽﾞﾋﾄ 46分23秒Ｙａｓｕｉ

1290 酒井　克典36 ｻｶｲ ｶﾂﾉﾘ 46分25秒

1309 小澤　肇37 ｵｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 46分42秒玉穂げんき村

1204 窪田　明彦38 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋｺ 46分54秒

1010 水石　雄二39 ﾐｽﾞｲｼ ﾕｳｼﾞ 47分01秒ＦＦＴ

1023 石坂　眞志40 ｲｼｻﾞｶ ｼﾝｼﾞ 47分16秒ＫＣＭＫ

1161 内藤　博文41 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 47分31秒

1141 若宮　弘一42 ﾜｶﾐﾔ ｺｳｲﾁ 47分37秒甲府警備保障

1058 笠井　勇次43 ｶｻｲ ﾕｳｼﾞ 47分52秒いづみエネルギー

1018 依田　久幸44 ﾖﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 48分10秒甲州市

1166 八木　竜太45 ﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ 48分15秒

1131 向山　智啓46 ﾑｶｲﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 48分21秒

1303 神保　歩47 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱﾕﾑ 48分23秒

1134 二宮　淳一48 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 48分25秒

1199 松島　洋49 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 48分31秒

1057 吉川　宏司50 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 48分39秒高浜走友会

1144 熊澤　茂樹51 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 49分10秒

1299 出口　仁司52 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 49分12秒

1318 長澤　健53 ﾅｶﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 49分16秒

1305 片倉　育洋54 ｶﾀｸﾗ ｲｸﾋﾛ 49分28秒
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1148 高部　和典55 ﾀｶﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 49分38秒

1337 小林　要56 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾒ 49分43秒

1244 日高　幸徳57 ﾋﾀﾞｶ ﾕｷﾉﾘ 49分46秒

1079 早川　昇58 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 49分47秒

1040 原　浩美59 ﾊﾗ ﾋﾛﾐ 49分53秒御岳木曽駒クラブ

1212 森本　健一60 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 50分01秒

1901 石井　剛61 ｲｼｲ ﾂﾖｼ 50分02秒参議院走ろう会

1245 江角　圭司62 ｴｽﾐ ｹｲｼﾞ 50分03秒

1004 阿部　和樹63 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 50分14秒子どもの村

1178 米山　直人64 ﾖﾈﾔﾏ ﾅｵﾄ 50分16秒３年地道に待った

1183 清水　健一65 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 50分17秒

1094 千野　裕明66 ﾁﾉ ﾋﾛｱｷ 50分32秒

1336 深澤　弘次67 ﾌｶｻﾜ ｺｳｼﾞ 50分34秒ＫＰ韮崎

1172 淺川　浩良68 ｱｻｶﾜ ﾋﾛﾖｼ 50分39秒

1168 堀内　章広69 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋﾛ 50分48秒

1095 蔦木　宏70 ﾂﾀｷ ﾋﾛｼ 50分53秒

1062 吉岡　靖二71 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 51分10秒ＦＥＣ

1001 野崎　伸一72 ﾉｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 51分14秒ＮＩＳＳＥＩ

1011 中島　宜久73 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｻ 51分16秒ＦＦＴ

1261 佐々木　宏充74 ｻｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 51分17秒

1257 小林　拓75 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 51分29秒山梨大環境科学科

1068 篠崎　正朗76 ｼﾉｻﾞｷ ｾｲﾛｳ 51分35秒富士電機

1059 吉田　弘治77 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 51分37秒富士電機

1343 佐藤　英幸78 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 51分55秒

1272 市川　研介79 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｽｹ 52分00秒甲刑ランニング部

1331 大木　和幸80 ｵｵｷ ｶｽﾞﾕｷ 52分03秒

1243 小島　一夫81 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 52分04秒

1278 井口　章彦82 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 52分09秒甲府通運

1158 日吉　正巳83 ﾋﾖｼ ﾏｻﾐ 52分15秒ヒヨシファーム

1255 初田　圭祐84 ﾊﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 52分20秒台湾好吃放浪記

1233 西野　貴智85 ﾆｼﾉ ﾀｶﾉﾘ 52分27秒住友生命山梨支社

1120 渡辺　悟86 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 52分27秒

1176 斉藤　祐紀87 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 52分30秒

1139 石井　敦88 ｲｼｲ ｱﾂｼ 52分53秒

1321 稲村　悟89 ｲﾅﾑﾗ ｻﾄｼ 53分01秒

1214 平野　晶宏90 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 53分04秒

1206 大木　康91 ｵｵｷ ﾔｽｼ 53分04秒

1334 加藤　良裕92 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 53分07秒

1031 芳野　康裕93 ﾖｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 53分24秒

1165 鈴木　啓介94 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 53分31秒ＫＡＴＡＮＡ会

1116 中嶋　経宏95 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾈﾋﾛ 53分31秒なんちゃ走会

1150 青山　雄史96 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 53分41秒

1218 志村　達也97 ｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 53分43秒ＴＥＡＭかぼちゃ

1213 八重森　雅彦98 ﾔｴﾓﾘ ﾏｻﾋｺ 53分43秒

1007 石原　義臣99 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｵﾐ 53分45秒Ｎ／Ａｉｓｍ

1195 立川　茂昌100 ﾀﾂｶﾜ ｼｹﾞﾏｻ 53分49秒

1181 井口　修101 ｲｸﾞﾁ ｼｭｳ 53分49秒

1127 赤岡　広102 ｱｶｵｶ ﾋﾛｼ 53分52秒

1003 湯本　周一郎103 ﾕﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 53分57秒子どもの村

1085 伊藤　一郎104 ｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ 54分04秒ＳＩＳ株式会社

1086 小林　豊105 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 54分12秒

1254 小林　直樹106 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 54分15秒

1312 田上　博之107 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 54分17秒

1289 吉田　賢治108 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 54分23秒江北ＡＣ
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1292 三井　好則109 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 54分38秒

1030 中村　正治110 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 54分43秒

1258 酒井　敏行111 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ 54分45秒

1162 佐野　史洋112 ｻﾉ ﾌﾐﾋﾛ 54分59秒花見やろうぜ会

1049 笠原　明彦113 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾋｺ 55分01秒会社員

1170 河原　正太郎114 ｶﾜﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 55分05秒マルちゃん

1133 稲垣　敦115 ｲﾅｶﾞｷ ｵｻﾑ 55分10秒

1096 秋山　達116 ｱｷﾔﾏ ﾄｵﾙ 55分17秒富士宮走ろう会

1285 木村　邦幸117 ｷﾑﾗ ｸﾆﾕｷ 55分27秒湘南ボーダーズ

1211 荻野　貴史118 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼ 55分29秒

1316 田中　光男119 ﾀﾅｶ ﾐﾂｵ 55分32秒

1136 雨宮　正巳120 ｱﾒﾐﾔ ﾏｻﾐ 55分35秒白根走ろう会

1251 飯嶋　淳121 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 55分41秒

1163 橘　直樹122 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ 55分44秒

1184 中飯田　明秀123 ﾅｶｲｲﾀﾞ ﾐｮｳｼｭｳ 55分49秒

1308 代永　健二124 ﾖﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 55分54秒

1177 坂本　英紀125 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 55分56秒ＡＤＫ

1224 若尾　悌126 ﾜｶｵ ﾀﾀﾞｼ 55分56秒

1006 渡辺　公夫127 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｵ 55分56秒

1301 橋本　東128 ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾏ 56分01秒

1222 望月　英樹129 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 56分06秒

1054 梶尾　雅宏130 ｶｼﾞｵ ﾏｻﾋﾛ 56分07秒

1298 三枝　俊行131 ｻｴｸﾞｻ ﾄｼﾕｷ 56分11秒山梨県民信用組合

1112 吉田　廉宏132 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 56分14秒有限会社豊工

1319 深澤　泰三133 ﾌｶｻﾜ ﾀｲｿﾞｳ 56分33秒

1067 加茂　宏明134 ｶﾓ ﾋﾛｱｷ 56分34秒富士電機

1179 清田　弦135 ｷﾖﾀ ｹﾞﾝ 56分36秒

1089 名取　正樹136 ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ 56分39秒

1277 沼　光博137 ﾇﾏ ﾐﾂﾋﾛ 56分39秒ＹＳＫｅ－ｃｏｍ

1087 池田　太久138 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｷｭｳ 56分43秒参議院走ろう会

1041 井上　竜也139 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 56分47秒

1124 一瀬　浩二140 ｲﾁﾉｾ ｺｳｼﾞ 56分48秒

1265 杉本　幹弘141 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ 56分51秒税理士法人ＹＣＰ

1256 石原　臣一142 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 56分56秒

1056 緑川　悟143 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 56分58秒

1345 鶴田　元起144 ﾂﾙﾀ ﾓﾄｷ 56分59秒

1248 雑賀　啓介145 ｻｲｶ ｹｲｽｹ 57分05秒

1228 打越　誠146 ｳﾁｺｼ ﾏｺﾄ 57分13秒

1164 川崎　裕二147 ｶﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 57分17秒平岡夢の会

1145 坂本　弘148 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 57分23秒ドラＰ

1048 吉沢　真149 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 57分30秒

1102 木暮　隆雄150 ｺｸﾞﾚ ﾀｶｵ 57分31秒会社員

1314 佐野　勝也151 ｻﾉ ｶﾂﾔ 57分31秒

1198 秦野　武司152 ﾊﾀﾉ ﾀｹｼ 57分41秒

1108 宮崎　幹雄153 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｷｵ 57分43秒

1149 今村　美文154 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 57分44秒明日への一歩

1247 三神　浩史155 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ 57分45秒み

1197 杉山　陽一156 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 57分50秒

1253 藤山　隆也157 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾅﾘ 57分57秒

1234 深山　武158 ﾐﾔﾏ ﾀｹｼ 58分13秒おゆみ野あんこ

1063 加藤　幸哉159 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 58分14秒富士電機

1032 岡嶋　雅夫160 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ 58分17秒

1077 佐藤　幸治161 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 58分34秒Ｔ－大きな背中

1332 高千穗　勝162 ﾀｶﾁﾎ ﾏｻﾙ 58分34秒ゴールデン料金
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1288 飯室　正明163 ｲｲﾑﾛ ﾏｻｱｷ 58分36秒

1146 加勢　正晴164 ｶｾ ﾏｻﾊﾙ 58分42秒山梨大学工学部

1342 長澤　敬典165 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 58分45秒

1073 石崎　保夫166 ｲｼｻﾞｷ ﾔｽｵ 58分46秒

1174 志村　康治167 ｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ 58分52秒

1128 国田　道男168 ｺｸﾀﾞ ﾐﾁｵ 58分57秒

1081 渡辺　法祐169 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｽｹ 59分04秒

1280 小山　悟170 ｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 59分05秒

1019 角田　要171 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ 59分09秒チームチロ

1167 樋口　正俊172 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 59分15秒ＫＭＲＣ

1235 霜鳥　仁173 ｼﾓﾄﾘ ﾋﾄｼ 59分19秒

1249 相原　昭彦174 ｱｲﾊﾗ ｱｷﾋｺ 59分29秒

1231 山本　良一175 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 59分31秒Ｔ－大きな背中

1113 一志　強176 ｲｯｼ ﾂﾖｼ 59分35秒ＮＫランナーズ

1099 藤田　雅仁177 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾄ 59分43秒

1297 加藤　貴之178 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 59分43秒

1143 町谷　好隆179 ﾏﾁﾔ ﾖｼﾀｶ 59分57秒

1115 眞道　修180 ｼﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 1時間00分25秒

1325 松本　貴弘181 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 1時間00分28秒

1282 斉藤　綾治182 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 1時間00分29秒

1230 湯澤　弘一183 ﾕｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 1時間00分36秒

1036 清水　浩文184 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 1時間00分41秒

1097 川渕　尚英185 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾅｵﾋﾃﾞ 1時間00分46秒

1185 加藤　秀次186 ｶﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 1時間01分03秒

1043 北田　博英187 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛﾋﾃﾞ 1時間01分11秒

1201 原　幸治188 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 1時間01分11秒

1227 小松　龍太189 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ 1時間01分19秒

1110 澁谷　貴190 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 1時間01分21秒

1263 深沢　俊行191 ﾌｶｻﾜ ﾄｼﾕｷ 1時間01分22秒

1015 小林　育臣192 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｵﾐ 1時間01分24秒山下電気

1159 浅見　泰治193 ｱｻﾐ ﾔｽｼﾞ 1時間01分24秒

1240 武田　貴嗣194 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 1時間01分27秒㈱吉野建設

1329 熊崎　望195 ｸﾏｻﾞｷ ﾉｿﾞﾑ 1時間01分29秒

1061 押元　和之196 ｵｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 1時間01分36秒富士電機株式会社

1106 新島　弘之197 ﾆｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 1時間01分52秒青梅ガス

1242 小林　政仁198 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾄ 1時間01分54秒み

1025 鈴木　明199 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 1時間01分55秒

1109 清水　健太郎200 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 1時間02分09秒

1035 三神　俊秀201 ﾐｶﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 1時間02分17秒

1065 土田　勇202 ﾂﾁﾀﾞ ｲｻﾑ 1時間02分19秒富士電機

1284 名取　譲203 ﾅﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ 1時間02分22秒

1129 瀬谷　淳一204 ｾﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1時間02分27秒

1186 松村　満205 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾂﾙ 1時間02分37秒

1051 中川　健一206 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 1時間02分40秒

1269 村松　雅司207 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻｼ 1時間02分47秒み

1322 徳永　敏208 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾄｼ 1時間02分50秒

1105 江戸　勝209 ｴﾄﾞ ｶﾂ 1時間02分53秒

1084 熊沢　洋治210 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 1時間02分55秒鳥居平ＷＣ

1101 小林　洋明211 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 1時間02分56秒こぴっと会

1122 近藤　正之212 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 1時間03分26秒セントラル

1219 糸井　久幸213 ｲﾄｲ ﾋｻﾕｷ 1時間03分26秒

1346 岩崎　了磨214 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾏ 1時間03分27秒

1046 中澤　泰215 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽｼ 1時間03分37秒甲府昭和合同

1182 杉山　仁視216 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ 1時間03分41秒
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1121 望月　達王217 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂｵ 1時間03分55秒

1194 村松　勤218 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾄﾑ 1時間04分07秒塩山嗚呼走会

1002 谷内田　健一219 ﾔﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 1時間04分09秒ＮＩＳＳＥＩ

1205 土屋　正仁220 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾄ 1時間04分18秒

1017 藤田　訓広221 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 1時間04分32秒ＮＫランナーズ

1250 坂本　直人222 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾄ 1時間04分33秒エーゲ海

1028 吉澤　正満223 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 1時間04分35秒

1236 中村　弘和224 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 1時間04分37秒闘魂桃源郷倶楽部

1013 島田　進一225 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 1時間04分39秒ＦＦＴ

1044 奥山　威226 ｵｸﾔﾏ ﾀｹﾙ 1時間04分42秒

1241 猪股　公章227 ｲﾉﾏﾀ ｷﾐｱｷ 1時間04分49秒

1223 雨宮　和樹228 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞｷ 1時間04分52秒

1239 星　公一229 ﾎｼ ｺｳｲﾁ 1時間05分05秒ＴＴＰ

1078 土屋　幸一230 ﾂﾁﾔ ｺｳｲﾁ 1時間05分09秒

1050 笹本　豊彦231 ｻｻﾓﾄ ﾄﾖﾋｺ 1時間05分19秒★玲たんのジジ★

1009 小松　一夫232 ｺﾏﾂ ｶｽﾞｵ 1時間05分20秒ＦＦＴ

1324 河口　裕次233 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 1時間05分32秒

1238 草刈　信嘉234 ｸｻｶﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ 1時間05分39秒

1215 山口　保広235 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 1時間06分23秒山梨県

1232 柚木　克方236 ﾕｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 1時間06分33秒富士いきいき病院

1140 細川　雅通237 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾕｷ 1時間06分40秒

1026 武田　光司238 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1時間06分53秒ワタナベＲＣ

1341 田中　史昌239 ﾀﾅｶ ﾌﾐﾖｼ 1時間06分56秒チームまんじゅう

1273 川崎　徹也240 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 1時間07分03秒チームあらい

1082 山崎　竜也241 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 1時間07分04秒なし

1276 有泉　貴亮242 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 1時間07分05秒み

1111 坂本　儀秀243 ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 1時間07分29秒セルテーザ山梨

1138 渡辺　一史244 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 1時間07分30秒

1295 三村　和明245 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 1時間07分46秒ドラＰ

1246 降矢　貴司246 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 1時間07分52秒会社員

1330 古屋　克仁247 ﾌﾙﾔ ｶﾂﾋﾄ 1時間08分01秒

1171 小池　茂248 ｺｲｹ ｼｹﾞﾙ 1時間08分03秒

1220 徳丸　武司249 ﾄｸﾏﾙ ﾀｹｼ 1時間08分50秒山梨積水株式会社

1021 小野　博信250 ｵﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1時間08分50秒

1153 菊池　恒男251 ｷｸﾁ ﾂﾈｵ 1時間08分59秒

1202 向井　好和252 ﾑｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 1時間09分01秒チームアルプス

1208 森　美秀253 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾃﾞ 1時間09分09秒走るのは４年ぶり

1157 志村　一夫254 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｵ 1時間09分26秒生涯現役

1175 廣瀬　和夫255 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ 1時間09分31秒

1180 中村　暢忠256 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 1時間09分48秒中楯

1034 雨宮　瑞穂257 ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞﾎ 1時間10分03秒

1294 椎谷　良二258 ｼｲﾔ ﾘｮｳｼﾞ 1時間10分19秒椎谷ガラス

1076 永友　浩之259 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 1時間10分32秒

1283 松戸　康彰260 ﾏﾂﾄﾞ ﾔｽｱｷ 1時間10分53秒茅ヶ崎ＣＣＩ

1052 佐藤　実261 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 1時間11分05秒

1071 遠藤　一徳262 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 1時間11分09秒富士電機（株）

1296 平井　茂樹263 ﾋﾗｲ ｼｹﾞｷ 1時間11分16秒

1226 佐口　武史264 ｻｸﾞﾁ ﾀｹｼ 1時間11分20秒とうめい厚木ＣＬ

1053 森山　繁信265 ﾓﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1時間11分20秒

1207 岡田　隆266 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 1時間11分36秒

1203 横山　秀春267 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 1時間11分49秒

1066 大浜　靖弘268 ｵｵﾊﾏ ﾔｽﾋﾛ 1時間12分02秒富士電機（株）

1103 坂本　新次269 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 1時間12分03秒身延町役場

1047 米　隆史270 ﾖﾈ ﾀｶｼ 1時間12分10秒
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1217 山上　誠英271 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 1時間12分14秒

1323 玉置　雅博272 ﾀﾏｵｷ ﾏｻﾋﾛ 1時間12分19秒

1210 宮下　敏弘273 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾋﾛ 1時間12分32秒青い海の会

1045 森山　正明274 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻｱｷ 1時間12分39秒

1029 廣川　勝典275 ﾋﾛｶﾜ ｶﾂﾉﾘ 1時間12分54秒

1259 高久　宗裕276 ﾀｶｸ ﾑﾈﾋﾛ 1時間13分22秒

1200 保坂　昌司277 ﾎｻｶ ﾏｻｼ 1時間13分49秒

1160 菊島　正樹278 ｷｸｼﾏ ﾏｻｷ 1時間14分54秒

1014 萩野谷　昇279 ﾊｷﾞﾉﾔﾉﾎﾞﾙ 1時間15分00秒

1064 後藤　勝也280 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾔ 1時間15分05秒

1286 小池　公信281 ｺｲｹ ｷﾐﾉﾌﾞ 1時間15分13秒

1264 松本　拓也282 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 1時間15分17秒

1114 鍛冶　靖起283 ｶｼﾞ ﾔｽｵｷ 1時間15分37秒

1126 奥居　愛泰284 ｵｸｲ ﾖｼﾔｽ 1時間15分50秒

1275 藤巻　寛285 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛｼ 1時間16分10秒

1069 野田　智宏286 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 1時間16分41秒富士電機（株）

1190 平出　隆287 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ 1時間17分33秒すわっこラン

1107 込山　幸徳288 ｺﾐﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 1時間18分04秒

1080 齊藤　誠一289 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 1時間18分32秒チームアルプス

1072 竹谷　広隆290 ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛﾀｶ 1時間18分44秒富士電機株式会社

1104 江戸　亮二291 ｴﾄﾞ ﾘｮｳｼﾞ 1時間18分49秒ドラＰ

1091 糟谷　勉292 ｶｽﾔ ﾂﾄﾑ 1時間19分48秒東京

1328 近藤　英俊293 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 1時間19分52秒ＹＰＥ

1905 白川　太294 ｼﾗｶﾜ ﾌﾄｼ 1時間20分33秒

1302 斉藤　高治295 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾊﾙ 1時間20分50秒

1092 石原　仁296 ｲｼﾊﾗ ﾋﾄｼ 1時間21分02秒もふちゃん

1038 宮原　武司297 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 1時間21分54秒大成ＲＣ

1317 杉本　勝美298 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾂﾐ 1時間21分59秒

1188 矢ヶ崎　章299 ﾔｶﾞｻｷ ｱｷﾗ 1時間22分06秒ズンドコベロンチ

1042 望月　道男300 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾁｵ 1時間23分49秒身延町走ろう会

1075 齋藤　貴昭301 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 1時間24分03秒

1060 川畑　尚久302 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅｵﾋｻ 1時間25分47秒チーム伊藤ＲＡＮ

1260 路川　健一303 ﾐﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ 1時間27分12秒

1169 長江　幸弘304 ﾅｶﾞｴ ﾕｷﾋﾛ 1時間27分16秒

1037 名取　和仁305 ﾅﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾄ 1時間28分53秒甲西中学校

1216 柏木　次郎306 ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞﾛｳ 1時間29分34秒

1267 原　明307 ﾊﾗ ｱｷﾗ 1時間29分54秒

1271 望月　大地308 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲﾁ 1時間34分00秒てっぱん会

1349 佐藤　ドミンゴ309 ｻﾄｳﾄﾞﾐﾝｺﾞ 1時間36分52秒

1020 古屋　一守310 ﾌﾙﾔ ｶｽﾞﾓﾘ 1時間41分26秒

1310 小森　純311 ｺﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 1時間45分04秒


