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162 板垣　渚 01:28:061 大津市役所ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞｲﾀｶﾞｷ ﾅｷﾞｻ 滋賀県

163 伊藤　健太 01:28:392 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 三重県

105 中俣　翔太 01:32:043 ﾅｶﾏﾀ ｼｮｳﾀ 新潟県

169 秋葉　悠 01:33:004 富士空界ｱｷﾊﾞ ﾕｳ 静岡県

197 広出　靖之 01:33:235 ﾋﾛﾃﾞ ﾔｽｼ 大阪府

117 北條　孝樹 01:33:536 名古屋大学ﾎｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 愛知県

111 南河　駿 01:34:167 OLCﾙｰﾊﾟｰﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝ 愛知県

103 林　直輝 01:34:318 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 大阪府

147 宮園　貴之 01:35:109 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞﾐﾔｿﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 東京都

121 前中　脩人 01:36:2210 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ﾏｴﾅｶ ｼｭｳﾄ 東京都

174 佐藤　あきら 01:37:4211 人力車ｻﾄｳ ｱｷﾗ 愛知県

210 田中　彰 01:38:0912 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 兵庫県

206 服部　一宏 01:38:2113 JSA千葉ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県

192 宍戸　慶太 01:39:2314 ｼｼﾄﾞ ｹｲﾀ 岐阜県

104 荒木　朋也 01:39:4615 名古屋大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部ｱﾗｷ ﾄﾓﾔ 愛知県

166 鷲田　明広 01:40:2616 狸倶楽部ﾜｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 岡山県

129 山本　諒馬 01:41:0017 ﾁｰﾑ伝熱ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 岡山県

125 室谷　和弘 01:42:0918 ﾑﾛﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府

150 糸井　駿平 01:42:3119 ｲﾄｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 京都府

120 中尾　幸稀 01:43:1320 JSA近畿ﾅｶｵ ｺｳｷ 兵庫県

199 村井　理利 01:43:3921 交野里山TRCﾑﾗｲ ﾏｻﾄｼ 大阪府

134 佐藤　大樹 01:44:4322 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 静岡県

119 酒井　孝志 01:44:5623 TEAM☆SKYｻｶｲ ﾀｶｼ 大阪府

124 水内　伸哉 01:45:3224 ﾐｽﾞｳﾁ ｼﾝﾔ 新潟県

228 大西　一成 01:48:1825 TRAIL HUTｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 北海道

109 渡辺　鷹志 01:48:5926 京都大学ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 京都府

102 鳥谷　優太 01:49:3327 京都薬科大学ﾄﾘﾀﾆ ﾕｳﾀ 京都府

167 佐原　甲一 01:50:4228 浜松市役所JCｻﾊﾗ ｺｳｲﾁ 静岡県

135 井島　陽輔 01:51:0029 しがでんﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｲｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 滋賀県

208 大西　孝英 01:51:3930 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 京都府

115 有賀　裕亮 01:52:0831 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ｱﾘｶﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県

123 山下　晶太郎 01:52:4332 名古屋大学ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県

194 小野田　誠也 01:53:1633 ﾗﾝﾆｺ部ｵﾉﾀﾞ ｾｲﾔ 東京都

110 村山　英 01:54:1134 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾗ 京都府

165 西山　真一 01:54:3435 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 奈良県

133 有村　孝 01:54:4236 ｱﾘﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府

200 徳岡　崇 01:55:0937 NTRCﾄｸｵｶ ﾀｶｼ 滋賀県

155 渡邉　寛大 01:55:2238 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 石川県

212 岡崎　良彦 01:55:3739 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 京都府

171 大西　哲朗 01:56:4940 のｰぷらんｵｵﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 大阪府

153 平林　昌憲 01:57:3441 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県

221 長井　武 01:57:4842 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ 大阪府

216 大島谷　章 01:58:1343 平城ｸﾗﾌﾞｵｵｼﾏﾀﾆ ｱｷﾗ 奈良県

116 村本　瞭真 01:58:2044 ﾑﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 大阪府

159 井ノ上　和輝 01:58:3445 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 滋賀県

151 岡本　将志 01:58:3846 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県

158 岡田　一樹 01:59:0447 三菱京都製作所ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 京都府

253 笠島　浩孝 01:59:3048 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 福井県

130 岸　健太郎 01:59:5449 ｷｼ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府

205 石井　達也 01:59:5750 東三河山ぽ会ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 愛知県
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219 福本　孝史 02:00:2851 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ 滋賀県

240 羽山　覚 02:00:4652 KSLRﾊﾔﾏ ｻﾄﾙ 京都府

231 上田　正彦 02:00:5753 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 京都府

146 中嶋　亮介 02:01:4754 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 滋賀県

229 塚本　賀則 02:01:5855 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 大阪府

211 マヌディス　ゲオルギ 02:02:1056 ﾏﾇﾃﾞｨｽ ｹﾞｵﾙｷﾞｵｽ 東京都

161 井桁　勇人 02:03:0457 ｲｹﾞﾀ ﾕｳﾄ 京都府

207 八木　証 02:03:0758 ﾔｷﾞ ｱｶｼ 京都府

201 酒井　大悟 02:03:5559 ｻｶｲ ﾀﾞｲｺﾞ 大阪府

195 西村　剛 02:06:4460 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 滋賀県

156 濵田　歩 02:06:5261 TEAM☆SKY 京都ﾊﾏﾀﾞ ｱﾕﾑ 京都府

177 鬼頭　岳之 02:06:5462 Crossroad Osakaｷﾄｳ ﾀｹﾕｷ 大阪府

139 村田　稔幸 02:07:0563 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾕｷ 三重県

224 矢田　洋平 02:07:1864 ﾔﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 京都府

209 荒畑　哲夫 02:07:2865 KYBｰS Aｱﾗﾊﾀ ﾃﾂｵ 岐阜県

136 下井　康暉 02:07:4066 ｼﾓｲ ｺｳｷ 愛知県

183 森下　裕 02:07:4267 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 大阪府

138 久保　萌木 02:08:5468 ｸﾎﾞ ﾓｴｷﾞ 滋賀県

142 寺岡　諒 02:09:5869 ﾃﾗｵｶ ﾘｮｳ 愛知県

188 黒下　雄 02:10:1070 ｸﾛｼﾀ ﾕｳ 愛知県

237 平木　靖 02:10:5771 ﾋﾗｷ ﾔｽｼ 奈良県

198 熊原　秀和 02:11:0272 ｸﾏﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 京都府

187 武田　賢治 02:11:5573 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 京都府

213 宮宗　武史 02:12:2674 ﾐﾔｿｳ ﾀｹｼ 兵庫県

255 利守　卓 02:13:1475 朝日航洋(株)ﾄｼﾓﾘ ﾀｸ 奈良県

214 三堂　勝宏 02:14:1176 ﾐﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ 滋賀県

128 鈴鹿　祐希 02:14:1677 ｽｽﾞｶ ﾕｳｷ 滋賀県

243 古割　一哉 02:14:4878 WindRunｺﾜﾘ ｶｽﾞﾔ 大阪府

189 小谷　僚太 02:14:5679 ｺﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 滋賀県

181 蔦宗　明紘 02:15:3380 ﾂﾀﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 広島県

193 伊部　亮 02:16:5481 ｲﾍﾞ ﾘｮｳ 滋賀県

141 藤本　智也 02:17:0082 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 京都府

114 上村　太城 02:17:1083 KOLCｳｴﾑﾗ ﾀｲｼﾞｮｳ 神奈川県

184 髙谷　昌弘 02:17:2584 ﾀｶﾔ ﾏｻﾋﾛ 滋賀県

226 松岡　宜幸 02:17:3485 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘﾕｷ 大阪府

190 土肥　義則 02:18:0786 ﾄﾞﾋ ﾖｼﾉﾘ 大阪府

148 添田　世紀 02:18:0887 ｿｴﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 滋賀県

168 宅野　敏和 02:18:1888 新旭ﾀｸﾉ ﾄｼｶｽﾞ 滋賀県

254 谷　哲 02:18:5889 KMCﾀﾆ ｱｷﾗ 奈良県

144 池山　聖治 02:19:3090 ｲｹﾔﾏ ｾｲｼﾞ 愛知県

233 魚尾　英生 02:21:1191 万葉健友会ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県

186 木村　卓哉 02:21:2292 JSAｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野県

160 串山　雄史 02:22:2793 ｸｼﾔﾏ ﾀｶｼ 大阪府

217 小西　雅也 02:22:4994 ｺﾆｼ ﾏｻﾔ 京都府

238 北野　元基 02:23:1295 ｷﾀﾉ ﾓﾄﾉﾘ 兵庫県

252 前田　晃 02:24:2196 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 滋賀県

127 村尾　直哉 02:25:3597 ﾑﾗｵ ﾅｵﾔ 大阪府

242 安田　善輝 02:25:4198 別所沼ｽﾏｲﾙﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 愛知県

257 明神　千頼 02:25:5899 ﾁｰﾑ忠右衛門ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾁﾖﾘ 兵庫県

234 木村　誓一 02:26:12100 神漕会ｷﾑﾗ ｾｲｲﾁ 大阪府
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196 岡田　昌典 02:27:11101 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 滋賀県

227 坂井　敏浩 02:29:06102 八尾YEGｻｶｲ ﾄｼﾋﾛ 大阪府

232 佐々木　和明 02:31:35103 ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ 滋賀県

236 香川　禎明 02:31:43104 ｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 岐阜県

220 園田　寛道 02:33:46105 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 滋賀県

143 柴田　直紀 02:33:50106 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 滋賀県

251 松岡　孝至 02:33:54107 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 大阪府

241 大橋　修 02:35:09108 日本精工株式会社ｵｵﾊｼ ｵｻﾑ 滋賀県

108 福岡　拓也 02:36:07109 ﾌｸｵｶ ﾀｸﾔ 石川県

218 SHIRAISHI TATSURO 02:36:27110 ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾛｳ 京都府

247 山口　秀司 02:37:16111 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 滋賀県

180 辻谷　紘一 02:38:04112 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ 滋賀県

223 小林　紀雄 02:39:04113 ﾗﾝﾆｺ部ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 東京都

132 坂口　祐生 02:39:36114 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｷ 滋賀県

149 赤池　大樹 02:41:15115 ｱｶｲｹ ﾋﾛｷ 三重県

179 小塩　昭彦 02:42:00116 ｵｼｵ ｱｷﾋｺ 滋賀県

182 永山　隆太 02:42:59117 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 大阪府

249 惣坊　賢治 02:47:00118 ｿｳﾎﾞｳ ｹﾝｼﾞ 大阪府

173 田中　宏法 02:50:26119 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 京都府

164 田部井　聡 02:55:12120 ﾀﾒｶﾞｲ ｻﾄｼ 愛知県

256 福本　義明 02:55:16121 気まぐれ仙人ﾌｸﾓﾄ ﾖｼｱｷ 兵庫県

203 山下　雅美 02:55:37122 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ 滋賀県

202 武田　圭史 02:57:07123 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｼﾞ 岐阜県

154 山口　健太郎 02:57:51124 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀県

131 藤村　陸 02:59:53125 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｸ 東京都

113 岡田　庄馬 03:03:10126 あそうｸﾘﾆｯｸｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾏ 滋賀県

230 古田　匠 03:04:16127 ﾌﾙﾀ ﾀｸﾐ 愛知県

176 岩田　淳 03:04:26128 ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ 岐阜県

248 上田　貴広 03:05:41129 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪府

250 備前　淳 03:06:26130 ﾋﾞｾﾞﾝ ｱﾂｼ 福井県

244 福岡　伸泰 03:13:32131 ﾌｸｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 三重県

106 安田　勝洋 03:17:52132 近畿大学ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 大阪府

107 青山　友基 03:17:52133 近畿大学ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 兵庫県

245 古林　公司 03:25:06134 M&Mｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 徳島県

246 能登　光春 03:35:50135 ﾉﾄ ﾐﾂﾊﾙ 滋賀県

137 下家　悟 山中整骨院ｹﾞﾔ ｻﾄﾙ 福井県DNF
101 川島　源徒 UgoKLｶﾜｼﾏ ｹﾞﾝﾄ 北海道DNS
112 垣見　知宏 ﾆﾁｺﾝｶｷﾐ ﾄﾓﾋﾛ 福井県DNS
118 橋本　拓 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ 兵庫県DNS
122 宮澤　留以 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 大阪府DNS
126 家田　達也 TEAM☆SKY 京都ｲｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 京都府DNS
140 秋定　優太朗 ｱｷｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三重県DNS
145 細江　真夫 ﾎｿｴ ﾏｻｵ 愛知県DNS
152 細江　真夫 ﾎｿｴ ﾏｻｵ 愛知県DNS
157 重入　史明 酒猿組ｼｹﾞｲﾘ ﾌﾐｱｷ 兵庫県DNS
170 鹿取　康平 ｶﾄﾘ ｺｳﾍｲ 滋賀県DNS
172 森　宣人 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾄ 大阪府DNS
175 田中　友博 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県DNS
178 小出　徹 salomonｺｲﾃﾞ ﾄｵﾙ 富山県DNS
185 渋谷　貴士 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 京都府DNS
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191 古橋　智洋 ﾌｼﾞﾔﾏﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾌﾙﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県DNS
204 木戸　孝一 ｷﾉｺ倶楽部ｷﾄﾞ ｺｳｲﾁ 富山県DNS
215 山口　剛 ここきりﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 大阪府DNS
222 宮城　康司 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ 京都府DNS
225 松下　竜二 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｼﾞ 愛知県DNS
235 栁原　勝浩 北摂ﾗﾝﾅｰｽﾞﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｼｬﾋﾛ 大阪府DNS
239 田畑　学 日本ﾍﾘｼｽ㈱ﾀﾊﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 三重県DNS
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