
男女別総合上位順位

部門 性別 順位 No. 氏名 よみがな 年齢 総合記録 居住地

1 24 平下 心 ヒラシタ ココロ 35 2:22:30 大阪府

2 53 松本 華奈 マツモト カナ 44 2:26:16 島根県

3 19 伊藤 あすみ イトウ アスミ 33 2:31:52 和歌山県

4 66 小川 千恵子 オガワ チエコ 46 2:33:21 大阪府

5 52 平松 智子 ヒラマツ トモコ 43 2:33:39 愛知県

一般女

子

女

6 26 折原 由里子 オリハラ ユリコ 37 2:33:47 埼玉県

1 131 井辺 弘貴 インベ ヒロタカ 22 2:04:02 学連福岡

2 150 澤瀉 大樹 オモダカ ダイキ 27 2:05:17 兵庫県

3 164 栗原 正明 クリハラ マサアキ 30 2:06:12 山梨県

4 180 村中 大輔 ムラナカ ダイスケ 32 2:10:34 京都府

5 260 下野 善弘 シモノ ヨシヒロ 40 2:11:04 神奈川県

一般男

子

男

6 462 高橋 泰夫 タカハシ ヤスオ 50 2:11:12 岡山県
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