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総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
1 31 高村 純太 ﾀｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 新潟県 第二上田 01:00:02
2 1003 大西 毅彦 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋｺ 京都府 01:03:45
3 1021 田畑 幸司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 長野県 岡谷市役所です。 01:10:12
4 1012 山本 雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 神奈川県 北八朔町 01:12:27
5 1010 武笠 翼 ﾑｶｻ ﾂﾊﾞｻ 埼玉県 チーム稲ちゃん 01:13:40
6 1009 松岡 一奴 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 ソックスター 01:14:28
7 1007 中村 文彦 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 群馬県 利根中央病院 01:15:35
8 1005 小泉 翔太 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀﾉ 神奈川県 01:15:56
9 1004 加藤 大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 01:16:29

10 1032 山上 聡 ﾔﾏｶﾐ ｻﾄﾙ 長野県 01:16:48
11 1030 松沢 斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 長野県 トップノッチ 01:17:12
12 1006 中村 剣志 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼ 長野県 松本自衛隊 01:18:26
13 1102 増田 涼佑 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 京都府 大谷大学 01:19:26
14 1039 大田 将貴 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 長野県 安養寺ラーメンズ 01:19:36
15 1019 小山 正明 ｺﾔﾏ ﾏｻｱｷ 長野県 01:21:51
16 1165 古澤 博之 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 富山県 01:23:48
17 1018 小林 哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 長野県 三井の森ＲＣ 01:24:02
18 1026 直江 城太朗 ﾅｵｴ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 東京都 武蔵プロングホーン 01:24:38
19 1001 青木 香興 ｱｵｷ ﾀｶﾌｻ 神奈川県 01:25:28
20 1015 上野 真毅 ｳｴﾉ ﾏｻｷ 栃木県 01:25:34
21 1068 山本 高士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 ＬＤＡ＿ＲＣ 01:26:14
22 1055 名久井 出海 ﾅｸｲ ｲｽﾞﾐ 長野県 01:26:55
23 1011 矢花 博貴 ﾔﾊﾞﾅ ﾋﾛｷ 長野県 松本自衛隊ＲＣ 01:27:28
24 1029 増田 学 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 01:28:08
25 1013 依田 薫賢 ﾖﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 群馬県 01:29:45
26 1016 大井 健光 ｵｵｲ ﾀｹｱｷ 長野県 01:30:49
27 1077 岡村 純平 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 01:31:14
28 1054 中山 豪 ﾅｶﾔﾏ ｺﾞｳ 長野県 01:31:53
29 1066 山崎 優次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 長野県 髙﨑製作所 01:32:47
30 1062 本間 千里 ﾎﾝﾏ ｾﾝﾘ 長野県 日信ブレーキシステムズ 01:32:58
31 1060 不破 茂道 ﾌﾜ ｼｹﾞﾐﾁ 長野県 有峰会 01:33:02
32 1033 山下 隆宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 マンデーラン 01:33:03
33 1034 依田 邦雄 ﾖﾀﾞ ｸﾆｵ 長野県 はちかぜ 01:33:37
34 1031 矢澤 真秀 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 長野県 01:34:07
35 1048 佐藤 孝之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 長野県 安養寺ラーメンズ 01:34:44
36 1125 小倉 拓未 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野県 松本自衛隊 01:36:25
37 1045 軍司 昭 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾗ 茨城県 01:38:54
38 1174 山本 紘嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ 長野県 01:40:41
39 1025 富井 博 ﾄﾐｲ ﾋﾛｼ 群馬県 01:40:50
40 1083 北村 岳 ｷﾀﾑﾗ ｶﾞｸ 東京都 クラブＧ 01:40:54
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順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
41 1064 森川 徹治 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 東京都 ＡＶＡＮＴ 01:41:18
42 1037 井上 真吾 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 群馬県 アイフィールド 01:42:17
43 1056 新野 大二郎 ﾆｲﾉ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 新潟県 01:42:29
44 1113 饗場 道博 ｱｲﾊﾞ ﾐﾁﾋﾛ 長野県 01:44:58
45 1080 柏木 紀 ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 山梨県 とべるずらか？ 01:45:00
46 1170 丸山 英一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 長野県 シスメックスＲＡ 01:45:01
47 1092 瀧 直也 ﾀｷ ﾅｵﾔ 長野県 信大トレラン部 01:45:04
48 1059 福島 章浩 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾋﾛ 長野県 おしゃれ登山部 01:45:14
49 1107 山ノ井 雄二郎 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長野県 01:45:18
50 1082 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 01:45:25
51 1162 稗田 一樹 ﾋｴﾀﾞ ｶﾂﾞｷ 埼玉県 01:45:29
52 1099 速水 毅 ﾊﾔﾐ ﾀｹｼ 長野県 01:45:31
53 1180 加藤 匡毅 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 01:45:49
54 1098 野崎 正浩 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 01:46:12
55 1081 川田 善之 ｶﾜﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 群馬県 群銀マラソン部 01:46:49
56 1106 山田 英史 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼ 埼玉県 ルナークスＲＣ 01:47:23
57 1020 田島 伸一 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 01:47:31
58 1130 黒岩 龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 長野県 01:47:39
59 1038 大島 佑介 ｵｵｼﾏ ﾕｳｽｹ 長野県 01:47:48
60 1095 生田目 聡 ﾅﾏﾀﾒ ｻﾄｼ 福島県 01:47:57
61 1063 向山 康昭 ﾑｶｲﾔﾏ ﾔｽｱｷ 長野県 01:48:13
62 1091 瀬々 寛視 ｾｾ ﾋﾛﾐ 群馬県 01:48:56
63 1041 小野澤 拓也 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長野県 01:49:15
64 1181 西岡 恭輔 ﾆｼｵｶ ｷｮｳｽｹ 神奈川県 01:49:40
65 1152 中村 裕太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野県 01:49:54
66 1084 小池 哲志 ｺｲｹ ﾃﾂｼ 長野県 クランプＲＣ 01:50:01
67 1090 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 静岡県 01:50:02
68 1052 鳥居 雅弘 ﾄﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 01:50:11
69 1028 星野 正仁 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾄ 新潟県 01:50:14
70 1017 小倉 怜旺 ｵｸﾞﾗ ﾚｵ 長野県 01:50:48
71 1049 関根 豊 ｾｷﾈ ﾕﾀｶ 埼玉県 01:51:07
72 1043 金子 倖大 ｶﾈｺ ｺｳﾀ 長野県 Ｔ＆Ｆ佐久平 01:51:09
73 1117 雨宮 孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ 山梨県 01:51:23
74 1036 石原 啓史 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 群馬県 01:51:51
75 1160 早山 宗志 ﾊﾔﾔﾏ ﾑﾈﾕｷ 福島県 01:51:56
76 1129 倉根 幸雄 ｸﾗﾈ ﾕｷｵ 長野県 01:52:02
77 1158 橋本 正博 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 神田牛歩会 01:52:10
78 1141 下原 友之 ｼﾓﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 長野県 01:52:20
79 1143 菅谷 亮太 ｽｶﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 ＺＢ 01:53:09
80 1076 大脇 寛成 ｵｵﾜｷ ﾋﾛｼｹﾞ 長野県 01:53:12
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81 1179 近江 祐輔 ｵｳﾐ ﾕｳｽｹ 静岡県 ニューハレ 01:53:35
82 1042 笠井 陽一 ｶｻｲ ﾖｳｲﾁ 長野県 くたばれコロナ 01:54:14
83 1085 小筆 之総 ｺﾌﾃﾞ ﾕｷﾌｻ 埼玉県 01:54:45
84 1024 外川 史彦 ﾄｶﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 山梨県 01:55:17
85 1023 外川 拓磨 ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 山梨県 01:55:17
86 1132 小林 洪基 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 石川県 カッパとコアラ族の仲間たち 01:55:42
87 1146 田貝 順一 ﾀｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 チームＴ 01:55:45
88 1121 岩崎 誠二 ｲﾜｻｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 株式会社リ・バース 01:55:52
89 1047 斉藤 史明 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 栃木県 01:55:54
90 1110 米持 俊輔 ﾖﾈﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 01:56:04
91 1073 大澤 和也 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾔ 富山県 01:56:22
92 1079 柏木 勝也 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾔ 東京都 とべるずらか？ 01:56:27
93 1100 平阪 圭志 ﾋﾗｻｶ ｹｲｼ 埼玉県 01:56:41
94 1072 大賀 琢麻 ｵｵｶﾞ ﾀｸﾏ 岡山県 株式会社大林組 01:57:00
95 1124 岡崎 拓威 ｵｶｻﾞｷ ﾀｸｲ 東京都 01:57:39
96 1093 永岡 靖英 ﾅｶﾞｵｶ ﾔｽﾋﾃﾞ 長野県 01:58:00
97 1089 佐野 吾朗 ｻﾉ ｺﾞﾛｳ 愛知県 春日井市 01:59:12
98 1177 和田 康平 ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 長野県 01:59:20
99 1182 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 ZEN 01:59:28

100 1163 樋口 孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 長野県 02:00:01
101 1061 堀内 昭 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾗ 長野県 02:00:23
102 1147 高橋 ともひろ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 長野県 02:00:57
103 1070 岩下 英司 ｲﾜｼﾀ ｴｲｼﾞ 群馬県 02:01:10
104 1103 三村 和彦 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 長野県 辻の湯会 02:01:33
105 1150 中澤 康雄 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽｵ 長野県 ジロラン 02:02:21
106 1156 西中 秀之 ﾆｼﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 三共電子 02:02:30
107 1078 小原 卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 02:03:08
108 1172 山田 宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 長野県 株式会社大林組 02:03:23
109 1127 加納 栄一 ｶﾉｳ ｴｲｲﾁ 群馬県 ホシデン 02:03:30
110 1166 辺見 幸那 ﾍﾝﾐ ﾕｷﾄﾓ 埼玉県 02:04:07
111 1136 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ 山梨県 02:06:23
112 1153 中森 秀典 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 02:06:29
113 1151 中村 貴啓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 長野県 02:06:53
114 1178 柳澤 零 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚｲ 長野県 02:07:08
115 1094 南雲 和徳 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県 丸善食品工業 02:07:22
116 1126 小野 英司 ｵﾉ ｴｲｼﾞ 石川県 カッパとコアラ族の仲間たち 02:07:32
117 1101 藤原 健二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 02:07:36
118 1128 神山 桂太郎 ｶﾐﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 埼玉県 02:08:04
119 1044 河井 純一郎 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 ＳＢＳ厚木 02:08:30
120 1140 柴田 陽 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 愛知県 02:10:14
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121 1175 横山 宗平 ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾍｲ 長野県 02:10:38
122 1137 椎名 高行 ｼｲﾅ ﾀｶﾕｷ 群馬県 02:10:49
123 1051 竹内 秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 02:11:02
124 1087 坂口 惣一 ｻｶｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 東京都 02:11:07
125 1122 遠藤 隆彦 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋｺ 石川県 カッパとコアラ族の仲間たち 02:11:33
126 1145 関 直幸 ｾｷ ﾅｵﾕｷ 千葉県 チームＫＡＯＲＵ 02:12:10
127 1171 三橋 克宏 ﾐﾂﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 02:12:18
128 1104 宮村 雄 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳ 愛知県 02:12:58
129 1097 西條 広悦 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾛﾖｼ 長野県 02:13:40
130 1133 小林 義和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県 02:15:21
131 1118 飯島 拓矢 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 埼玉県 02:16:42
132 1105 山崎 孝博 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野県 02:17:10
133 1108 吉川 進一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 長野県 02:17:22
134 1168 松谷 慎一郎 ﾏﾂﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ 石川県 カッパとコアラ族の仲間たち 02:18:06
135 1074 大橋 佑矢 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾔ 群馬県 02:18:40
136 1046 小山 信温 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱﾂ 長野県 走酒会 02:19:59
137 1111 脇山 慎平 ﾜｷﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 ビットバイオーム 02:21:41
138 1169 松富 毅 ﾏﾂﾄﾐ ﾀｹｼ 静岡県 （一社）伊豆観光圏活性化協会 02:27:49
139 1115 アノン 誠司 ｱﾉﾝ ｾｲｼﾞ 東京都 ＫＰＭＧコンサルティング 02:29:17
140 1014 跡部 純也 ｱﾄﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 長野県 丸信製作所 02:29:37
141 1139 柴 博昭 ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 ＡＤ損保 02:30:32
142 1155 並木 弘介 ﾅﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木県 02:32:24
143 1154 永山 弘美 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾐ 埼玉県 吹上ＲＣ 02:33:28
144 1148 武野 文昭 ﾀｹﾉ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 Ｑ３ 02:35:20
145 1176 吉井 昭裕 ﾖｼｲ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 オヤジーズ 02:36:29
146 1135 坂口 太吾 ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 02:36:57
147 1142 新海 治郎 ｼﾝｶﾞｲ ｼﾞﾛｳ 長野県 ジロラン 02:37:53
148 1161 原 悠 ﾊﾗ ﾋｻｼ 長野県 02:40:00
149 1040 大野 桂司 ｵｵﾉ ｹｲｼﾞ 神奈川県 株式会社　協栄 02:40:42
150 1144 春原 慎 ｽﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ 長野県 02:41:37
151 1116 阿部 一夫 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県 02:42:57
152 1157 橋本 晢人 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾋﾄ 群馬県 02:46:16
153 1167 布袋 之彦 ﾎﾃｲ ﾕｷﾋｺ 長野県 02:53:15
154 1138 重松 純 ｼｹﾞﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 02:54:50
155 1119 生嶋 友樹 ｲｸｼﾏ ﾄﾓｷ 長野県 02:56:09
156 1114 青木 伸夫 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 プレアデス 02:59:09
157 1149 長沢 健太郎 ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 03:08:57
158 1069 伊藤 壮一郎 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 03:12:24
159 1159 濱中 啓 ﾊﾏﾅｶ ｹｲ 東京都 03:17:44
160 1173 山本 英雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 長野県 03:21:45

RESULT　【ショート10km男子】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース


