
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 1382 中山 祐介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 ＭＴＣ 00:53:19

2 1391 仁科 利弥 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 長野県 飯田市陸協 00:53:42

3 1237 郷 翔一朗 ｺﾞｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 東洋大学 00:53:53

4 1420 パルマー デイヴィッド ﾊﾟﾙﾏｰ ﾃﾞｲヴｨｯﾄﾞ 長野県 カナダ 00:54:10

5 1254 小山 祐太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野県 コトヒラ工業 00:55:44

6 1192 小幡 利春 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾊﾙ 新潟県 ＡＬＰＳＡＬＰＩＮＥ 00:56:33

7 1361 寺島 慧悟 ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野県 長野県警察 00:57:11

8 1450 牧内 祥広 ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:57:16

9 1467 丸山 航平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野県 長野銀行 00:57:49

10 1495 森田 和樹 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 新潟県 岳渡會 00:57:57

11 20 渡部 暁斗 ﾜﾀﾍﾞ ｱｷﾄ 長野県 北野建設 00:58:01

12 1262 桜井 史 ｻｸﾗｲ ﾌﾋﾄ 静岡県 アグレッシブデザイン 00:58:26

13 1362 傳田 翁玖 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 長野県 岐阜日野自動車 00:58:29

14 1243 小林 海仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野県 小林農園 00:58:37

15 1387 成瀬 開地 ﾅﾙｾ ｶｲﾁ 長野県 岐阜日野自動車 00:58:52

16 1371 長尾 弘樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 神奈川県 00:58:58

17 1317 高島 繁和 ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 長野県 長野市消防局 00:59:17

18 1188 小島 清雅 ｵｼﾞﾏ ｷﾖﾏｻ 東京都 東洋大学 00:59:35

19 1208 鏑木 光 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ 群馬県 01:01:32

20 1267 佐々木 亮祐 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 東京都 東洋大学 01:02:04

21 1249 小林 隆成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 東京都 東洋大学 01:02:28

22 1313 曽根原 郷 ｿﾈﾊﾗ ｺﾞｳ 新潟県 東京美装グループスキー部 01:02:52

23 1296 杉崎 哲人 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ 東京都 東洋大学 01:03:00

24 1139 植松 博正 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾏｻ 愛知県 01:03:20

25 1407 濱田 郷嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 群馬県 Ｋｉｒｙｕ　Ｓｋｙ　４８１ 01:04:27

26 1507 山崎 佑太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 長野県警察 01:04:46

27 1274 佐藤 拓斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 東京都 東洋大学 01:05:01

28 1211 萱津 寛章 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 長野県 上水内陸協 01:06:19

29 1523 吉田 陽平 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 長野県 山中大地後援会 01:07:04

30 1449 前田 浩輔 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 岐阜県 ちーむごぼう 01:07:40

31 1305 砂山 洸 ｽﾅﾔﾏ ｺｳ 石川県 01:08:14

32 1447 堀米 結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内中学 01:08:21

33 1173 太平 正宏 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 岳渡會 01:08:36

34 1284 清水 正也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 長野県 01:09:16

35 1210 鎌田 紘夢 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長野県 森のシンフォニー 01:09:42

36 1433 藤木 悠平 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 長野県 中野市陸協 01:09:47

37 1186 小澤 勇 ｵｻﾞﾜ ｲｻﾑ 新潟県 ＪＪＪ 01:10:27

38 1471 丸山 義文 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 長野県 長野日本無線 01:10:58

39 1466 丸山 海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷中 01:11:04

40 1411 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら 01:11:43
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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

41 1310 瀬沼 哲司 ｾﾇﾏ ｻﾄｼ 新潟県 どぶ川係 01:11:48

42 1133 入江 卓 ｲﾘｴ ｽｸﾞﾙ 埼玉県 羽生ＨＣ 01:12:04

43 1251 駒 光哲 ｺﾏ ﾐﾂﾉﾘ 埼玉県 キサイフーズ 01:12:47

44 1335 竹村 泰河 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 東京都 東洋大学 01:12:48

45 1410 早風 公貴 ﾊﾔｶｾﾞ ｺｳｷ 富山県 ダイトランナーズクラブ 01:12:50

46 1439 古川 宗治 ﾌﾙｶﾜ ﾑﾈﾊﾙ 奈良県 大教大スキー部ＯＢＯＧ会 01:12:59

47 1124 市川 史郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ 長野県 01:13:16

48 1468 丸山 貴志 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 長野県 ハーモ 01:14:02

49 1486 村越 郁也 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 長野県 小谷中学校 01:14:03

50 1135 岩附 秀和 ｲﾜﾂｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 埼玉滑川走友会 01:14:06

51 1181 岡田 茂 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 新潟県 01:14:07

52 1353 長 悟志 ﾁｮｳ ｻﾄｼ 石川県 01:14:16

53 1488 村松 和省 ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾐ 長野県 01:14:33

54 1143 内川 博喜 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 長野県 りきちゃんず 01:15:15

55 1286 下平 高志 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 東京都 01:15:23

56 1209 鎌田 和音 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾈ 長野県 森のシンフォニー 01:15:49

57 1386 成沢 斉 ﾅﾙｻﾜ ﾂﾖｼ 長野県 チーム未来 01:16:02

58 1341 田中 友紀 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 長野県 カラダラク 01:16:12

59 1514 山寺 信昭 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 石川県 01:16:32

60 1185 奥田 一平 ｵｸﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ 東京都 ａｓｒｃ 01:17:15

61 1285 霜田 大成 ｼﾓﾀﾞ ﾀｲｾｲ 長野県 01:17:55

62 1496 八木 颯一郎 ﾔｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 新潟県 関根学園 01:18:11

63 1242 小林 章夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ 東京都 01:18:12

64 1328 高森 祐二 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 大阪府 高森山 01:18:18

65 1226 木村 龍也 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 東京都 東洋大学 01:18:21

66 1437 藤ノ木 雅也 ﾌｼﾞﾉｷ ﾏｻﾔ 新潟県 01:18:27

67 1345 谷内 耕平 ﾀﾆｳﾁ ｺｳﾍｲ 長野県 01:18:46

68 1510 山下 真央 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾋﾛ 新潟県 01:18:54

69 1395 野村 栄治 ﾉﾑﾗ ｴｲｼﾞ 東京都 01:19:43

70 1232 栗岩 優 ｸﾘｲﾜ ﾕｳ 長野県 01:20:21

71 1364 富井 救友 ﾄﾐｲ ﾔｽﾄﾓ 長野県 飯山小ＲＴＣ 01:20:32

72 1122 石原 宏哉 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔ 栃木県 さくら市役所 01:20:45

73 1451 牧島 千明 ﾏｷｼﾏ ﾁｱｷ 群馬県 ４８１！ 01:20:53

74 1526 ワーク ジェイコブ ﾜｰｸ ｼﾞｪｲｺﾌﾞ 長野県 信濃小中学校 01:21:33

75 1428 平林 州司 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 長野県 縣陵飛龍会 01:21:37

76 1393 丹羽 克巳 ﾆﾜ ｶﾂﾐ 岐阜県 01:21:45

77 1298 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 新潟県 妙高高原中学校 01:22:00

78 1184 荻野 悠希 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｷ 東京都 東洋大学 01:22:09

79 1163 大草 健史 ｵｵｸｻ ﾀｹｼ 長野県 01:22:22

80 1153 永原 大樹 ｴｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 新潟県 ＪＪＪ 01:22:33
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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

81 1165 太田 賢 ｵｵﾀ ﾏｻﾙ 兵庫県 高森山 01:22:39

82 1366 外谷 崇 ﾄﾔ ﾀｶｼ 長野県 01:23:03

83 1220 岸本 学 ｷｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 01:23:18

84 1164 大澤 民輔 ｵｵｻﾜ ﾀﾐｽｹ 千葉県 01:23:43

85 1142 牛田 稔一 ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 富山県 01:23:47

86 1281 鹿川 彰文 ｼｶｶﾞﾜ ｱｷﾌﾐ 長野県 プラスマイナスゼロ 01:23:58

87 1299 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 01:24:37

88 1189 小島 大輔 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 01:24:39

89 1508 山﨑 雄也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 新潟県 01:25:05

90 1403 花崎 哲也 ﾊﾅｻｷ ﾃﾂﾔ 長野県 ＨＭＴ 01:25:15

91 1459 松沢 斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 長野県 ＨＧ 01:25:20

92 1398 萩沼 貢一 ﾊｷﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 01:25:20

93 1261 阪本 しんや ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 群馬県 01:25:22

94 1120 石原 和彦 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 ＴＴＤＣ 01:25:23

95 1370 長江 有祐 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｽｹ 長野県 練馬ＯＬＣ 01:25:31

96 1109 阿部 祐次 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 新潟県 ほうれん草 01:25:34

97 1457 松崎 慎也 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝﾔ 長野県 01:25:37

98 1378 長野 克弘 ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 岳渡會広報部 01:25:50

99 1323 高橋 煌明 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾒｲ 群馬県 中央中等教育学校 01:25:58

100 1332 竹田 昭久 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋｻ 新潟県 01:26:14

101 1524 吉永 敏章 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ 長野県 01:26:18

102 1107 浅野 方邦 ｱｻﾉ ﾏｻｸﾆ 埼玉県 チームこいね 01:26:20

103 1480 宮澤 太平 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾍｲ 東京都 絆永会 01:26:22

104 1273 佐藤 颯汰 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 新潟県 小松ＯＬＣ 01:26:25

105 1301 鈴木 忠司 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 富山県 01:26:27

106 1501 山川 伶欧 ﾔﾏｶﾜ ﾚｵ 新潟県 01:26:36

107 1465 松本 将 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 埼玉県 01:26:47

108 1512 山田 タカオ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 愛知県 01:26:50

109 1381 中山 貴幸 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 長野県 01:26:57

110 1167 大竹 正明 ｵｵﾀｹ ﾏｻｱｷ 東京都 01:27:03

111 1218 川本 直樹 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 金沢泉丘高校 01:27:05

112 1489 村山 義則 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 新潟県 Ｂｅｔｔｅｒ　ｈｏｌｉｄａｙ 01:27:46

113 1324 高橋 寿明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 長野県 01:28:13

114 1179 小柏 景司 ｵｶﾞｼﾜ ｹｲｼﾞ 新潟県 01:28:17

115 1300 鈴木 剛史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 埼玉県 キサイフーズ 01:28:20

116 1182 小川 高広 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 ヒザボンバーズ 01:28:30

117 1421 半田 英之 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 八十二銀行 01:28:46

118 1392 二宮 伸介 ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝｽｹ 神奈川県 01:28:56

119 1180 岡田 滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 01:28:58

120 1418 原田 宏司 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 長野県 オトコガッシュク 01:29:13
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タイム

121 1476 美藤 知也 ﾐﾄｳ ﾄﾓﾔ 愛知県 01:29:44

122 1151 上野 一平 ｳﾜﾉ ｲｯﾍﾟｲ 静岡県 01:29:46

123 1246 小林 悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 新潟県 01:30:08

124 1276 佐藤 祐一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 愛知県 ベストスタイル 01:30:20

125 1492 望月 亜礼史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾚｼﾞ 埼玉県 01:30:36

126 1494 茂木 立也 ﾓﾃｷﾞ ﾀﾂﾔ 埼玉県 ユメックス 01:30:43

127 1196 笠原 啓一 ｶｻﾊﾗ ｹｲｲﾁ 新潟県 01:30:44

128 1129 稲垣 直光 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐﾂ 滋賀県 01:30:56

129 1137 上野 岳光 ｳｴﾉ ﾀｹﾐﾂ 長野県 01:31:04

130 1234 黒岩 龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 長野県 01:31:06

131 1259 酒井 泰彦 ｻｶｲ ﾔｽﾋｺ 愛知県 01:31:06

132 1280 塩練 祐栄 ｼｵﾈﾘ ﾏｻｴ 新潟県 01:31:13

133 1444 細川 敦史 ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ 埼玉県 01:31:16

134 1114 安類 順 ｱﾝﾙｲ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 （株）騎西運輸倉庫 01:31:23

135 1414 原 俊樹 ﾊﾗ ﾄｼｷ 長野県 01:31:33

136 1516 山本 格嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 神奈川県 ＴＥＡＭＪＥＴ 01:31:39

137 1171 大林 義和 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 トレイル鳥羽ちゃん 01:31:40

138 1260 栄 遼太 ｻｶｴ ﾘｮｳﾀ 長野県 仁科工業 01:31:59

139 1228 国友 勇樹 ｸﾆﾄﾓ ﾕｳｷ 東京都 01:32:26

140 1149 浦郷 剛一郎 ｳﾗｺﾞｳ ﾀｹｲﾁﾛｳ 神奈川県 01:32:33

141 1320 高辻 正憲 ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 長野県 支払基金 01:32:45

142 1187 小澤 健司 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野県 01:33:02

143 1404 羽根田 久宜 ﾊﾈﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 新潟県 01:33:11

144 1430 福永 晋朔 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾝｻｸ 東京都 門司の会 01:33:20

145 1216 河野 淳二 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 長野県 01:33:39

146 1438 古井 浩一 ﾌﾙｲ ｺｳｲﾁ 愛知県 01:33:47

147 1355 土田 悠 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳ 新潟県 01:33:49

148 1225 木村 由一 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 新潟県 01:33:59

149 1365 富山 渉 ﾄﾐﾔﾏ ﾜﾀﾙ 富山県 01:34:04

150 1140 魚尾 英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 万葉健友会 01:34:04

151 1204 金井 圭 ｶﾅｲ ｹｲ 長野県 01:34:31

152 1388 西澤 武志 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 長野県 01:34:44

153 1158 近江 浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県 01:34:48

154 1417 原田 幾 ﾊﾗﾀﾞ ｲｸ 山梨県 01:35:06

155 1380 中村 竜也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 富山県 01:35:20

156 1288 白石 淳 ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ 東京都 ＳＲＣ 01:35:23

157 1168 大野 和昭 ｵｵﾉ ｶｽﾞｱｷ 東京都 01:35:24

158 1406 濱口 洋平 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 兵庫県 01:35:34

159 1333 武田 将基 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 新潟県 01:35:39

160 1452 増田 康 ﾏｽﾀﾞ ｺｳ 東京都 01:35:40
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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

161 1376 中田 大樹 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｷ 長野県 01:35:44

162 1458 松澤 朋典 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 長野県 小谷屋根 01:35:47

163 1144 内田 貴大 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 01:35:49

164 1356 津野 健一 ﾂﾉ ｹﾝｲﾁ 新潟県 ＤＯＭ 01:35:52

165 1327 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 01:35:59

166 1272 佐藤 順之介 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 東京都 01:36:06

167 1255 斎藤 貴生 ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ 長野県 鈴木商会 01:36:10

168 1446 堀内 昭 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾗ 長野県 01:36:25

169 1258 坂井 晃拓 ｻｶｲ ｱｷﾋﾛ 新潟県 01:36:25

170 1275 佐藤 久志 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 新潟県 01:36:32

171 1235 黒宮 哲 ｸﾛﾐﾔ ｻﾄｼ 三重県 01:36:37

172 1485 村木 順一 ﾑﾗｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 01:36:49

173 1172 大原 尚 ｵｵﾊﾗ ﾋｻｼ 新潟県 01:36:58

174 1198 梶川 敬吉 ｶｼﾞｶﾜ ｹｲｷﾁ 愛知県 妄走碧 01:37:00

175 1377 永田 崇 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 福井県 01:37:26

176 1419 原田 敬史 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 名鉄カルチャースクール 01:37:34

177 1105 赤平 健太 ｱｶﾋﾗ ｹﾝﾀ 福井県 01:37:55

178 1283 清水 正志 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 アマゾンジャパン合同会社 01:38:03

179 1256 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 新潟県 妙高ＴＲＣ 01:38:06

180 1399 蓮井 邦広 ﾊｽｲ ｸﾆﾋﾛ 滋賀県 01:38:48

181 1130 井上 誠 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 愛知県 01:38:49

182 1303 鈴木 宏昌 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 新潟県 01:39:04

183 1484 武藤 和祐 ﾑﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 長野県 01:39:10

184 1176 大脇 寛成 ｵｵﾜｷ ﾋﾛｼｹﾞ 長野県 01:39:12

185 1131 伊吹 和真 ｲﾌﾞｷ ｶｽﾞﾏ 東京都 01:39:24

186 1497 屋田 翔太 ﾔﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野県 フリーフロート 01:39:28

187 1145 内村 純一郎 ｳﾁﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長野県 上牧アールシー 01:39:34

188 1278 佐藤 山飛 ｻﾄｳﾔﾏﾄ 新潟県 DAIGO!! 01:39:39

189 1277 佐藤 大樹 ｻﾄｳﾀﾞｲｼﾞｭ 新潟県 DAIGO!! 01:39:39

190 1330 竹内 優人 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 新潟県 越後古材 01:39:42

191 1297 菅生 暢 ｽｺﾞｳ ｲﾀﾙ 神奈川県 01:39:58

192 1474 三木 弘之 ﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 01:40:25

193 1322 高野 明 ﾀｶﾉ ｱｷﾗ 新潟県 01:40:30

194 1201 片塩 貴志 ｶﾀｼｵ ﾀｶｼ 長野県 絆永会 01:40:43

195 1118 石川 忠史 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 山梨県 01:40:51

196 1183 荻窪 雅幸 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ 長野県 滝神楽囃子保存会 01:41:04

197 1349 玉井 秀樹 ﾀﾏｲ ﾋﾃﾞｷ 長野県 ながのオレンジリボン 01:41:22

198 1511 山田 憲晋 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 神奈川県 01:41:26

199 1401 畑山 俊光 ﾊﾀﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ 新潟県 妙高ＴＲＣ 01:41:29

200 1161 大岩 隆哉 ｵｵｲﾜ ﾀｶﾔ 富山県 01:41:45
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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

201 1150 浦野 昭彦 ｳﾗﾉ ｱｷﾋｺ 長野県 01:42:16

202 1289 白髪 昌斗 ｼﾗｶﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 01:42:25

203 1115 五十嵐 仁 ｲｶﾗｼ ﾋﾄｼ 新潟県 01:42:26

204 1147 内山 貴之 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 新潟県 めいせいＡＣ 01:42:30

205 1247 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 東京都 01:42:37

206 1134 入山 慶一 ｲﾘﾔﾏ ｹｲｲﾁ 愛知県 01:42:51

207 1400 波多野 光紀 ﾊﾀﾉ ﾐﾂﾉﾘ 新潟県 01:43:16

208 1513 山田 太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ 富山県 01:43:18

209 1156 遠藤 洋志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 新潟県 01:43:28

210 1108 阿部 久男 ｱﾍﾞ ﾋｻｵ 長野県 ミヨタＡＣ 01:43:51

211 1316 高木 博巳 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐ 愛知県 01:43:58

212 1111 荒井 貴裕 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 鯖石走ろう会 01:44:01

213 1103 青木 聡 ｱｵｷ ｻﾄｼ 新潟県 01:44:04

214 1170 大林 基春 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾊﾙ 長野県 01:44:06

215 1233 栗山 貴之 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 富山県 01:44:19

216 1318 高島 秀敏 ﾀｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 01:44:30

217 1128 伊藤 和光 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 01:44:39

218 1169 大野 俊宏 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾛ 富山県 01:45:15

219 1521 吉川 徳城 ﾖｼｶﾜ ｱﾂｷ 愛知県 01:45:23

220 1463 松野 太輝 ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ 長野県 かもしか倶楽部 01:45:30

221 1102 相吉 崇 ｱｲﾖｼ ﾀｶｼ 群馬県 01:45:31

222 1223 北本 拓磨 ｷﾀﾓﾄ ﾀｸﾏ 石川県 根上中学校 01:45:35

223 1224 北本 喜之 ｷﾀﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 石川県 01:45:35

224 1469 丸山 光 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 新潟県 01:45:44

225 1101 會田 善之 ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 新潟県 ＫＯＴＡＫＯＴＡ　ＫＩＮＧ 01:46:23

226 1478 宮川 重和 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｹﾞｶｽﾞ 長野県 01:46:32

227 1432 藤 顕信 ﾌｼﾞ ｹﾝｼﾝ 東京都 01:46:36

228 1517 湯浅 哲平 ﾕｱｻ ﾃｯﾍﾟｲ 長野県 01:46:37

229 1334 武田 康信 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 東京都 あおば福祉会 01:46:40

230 1367 内藤 謙二 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 山梨県 なし 01:46:55

231 1394 野崎 高光 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾐﾂ 長野県 ＪＥＣ 01:47:02

232 1269 佐治 卓 ｻｼﾞ ﾀｸ 東京都 幸せチキンズ 01:47:04

233 1390 西舘 健 ﾆｼﾀﾞﾃ ｹﾝ 山梨県 エクシブ軽井沢 01:47:20

234 1203 加藤 広邦 ｶﾄｳ ﾋﾛｸﾆ 三重県 ジャバック 01:47:28

235 1426 平野 伸 ﾋﾗﾉ ｼﾝ 長野県 01:47:52

236 1270 流石 直人 ｻｽｶﾞ ﾅｵﾄ 新潟県 01:48:06

237 1528 和田 龍馬 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川県 01:48:21

238 1314 高木 一樹 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川県 01:48:25

239 1252 小松 健一 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 長野県 01:48:31

240 1202 勝山 剛 ｶﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 長野県 01:48:49
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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

241 1422 樋熊 良博 ﾋｸﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 どぶ川係 01:48:54

242 1502 山岸 求 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄﾑ 長野県 長野日本無線 01:49:03

243 1344 谷井 敦哉 ﾀﾆｲ ｱﾂﾔ 石川県 01:49:21

244 1460 松澤 泰士 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼﾞ 長野県 01:49:32

245 1292 新谷 昌彦 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 長野県 01:49:41

246 1178 岡島 直輝 ｵｶｼﾞﾏ ﾅｵｷ 長野県 01:49:48

247 1155 遠藤 忠仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾋﾄ 新潟県 マッシュルーム 01:50:00

248 1325 高橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 長野県 01:50:11

249 1357 手塚 仁 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾄｼ 新潟県 01:50:14

250 1245 小林 諭 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 長野県 草スキークロス組合 01:50:29

251 1338 田中 孝二郎 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 石川県 01:51:28

252 1360 寺島 明 ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾗ 長野県 01:51:28

253 1119 石黒 哲明 ｲｼｸﾞﾛ ﾃﾂｱｷ 新潟県 01:51:41

254 1160 大石 收 ｵｵｲｼ ｵｻﾑ 静岡県 01:51:42

255 1431 袋 真司 ﾌｸﾛ ｼﾝｼﾞ 愛知県 ジャバック 01:52:06

256 1263 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 東京都 01:52:16

257 1340 田中 豪 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 福井県 楽空茶 01:52:16

258 1293 新福 高男 ｼﾝﾌﾟｸ ﾀｶｵ 東京都 01:52:41

259 1253 小松 崇 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 長野県 01:53:06

260 1236 軍司 昭 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾗ 茨城県 ぞう 01:53:12

261 1197 笠原 聖 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 新潟県 01:53:23

262 1159 大井 伸司 ｵｵｲ ｼﾝｼﾞ 長野県 01:53:31

263 1227 沓澤 聡史 ｸﾂｻﾞﾜ ｻﾄｼ 東京都 01:53:37

264 1309 関屋 宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ 東京都 01:53:40

265 1531 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 ZEN 01:53:40

266 1351 田村 謙太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 めいせいＡＣ 01:53:45

267 1205 金子 大和 ｶﾈｺ ﾔﾏﾄ 東京都 01:54:16

268 1396 野村 良英 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 千葉県 01:54:18

269 1408 濱名 寛幸 ﾊﾏﾅ ﾋﾛﾕｷ 長野県 01:54:21

270 1473 三木 武志 ﾐｷ ﾀｹｼ 東京都 01:54:23

271 1240 後藤 秀幸 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 01:55:18

272 1238 古久根 賢博 ｺｸﾞﾈ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 妄走碧 01:55:20

273 1409 羽森 貫 ﾊﾓﾘ ｶﾝ 京都府 内田病院 01:56:15

274 1372 長岡 誠 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜いずみ走友会 01:56:20

275 1402 服部 靖哉 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾁｶ 長野県 01:56:23

276 1231 倉石 義行 ｸﾗｲｼ ﾖｼﾕｷ 長野県 01:56:29

277 1383 南雲 大樹 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛｷ 新潟県 01:56:38

278 1126 井出 卓弥 ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 長野県 01:56:39

279 1127 伊藤 栄一 ｲﾄｳ ｴｲｲﾁ 愛知県 パロマ 01:56:40

280 1490 室﨑 弘義 ﾑﾛｻｷ ﾋﾛﾖｼ 富山県 ｍｕｒｏ＇ｓ 01:56:41
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281 1241 後藤 眞宏 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 筑波ワンゲル 01:56:54

282 1162 大木 勇司 ｵｵｷ ﾕｳｼﾞ 千葉県 ＴＳＭ 01:56:58

283 1359 手塚 裕太 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 長野県 01:57:06

284 1445 堀 顕三 ﾎﾘ ｹﾝｿﾞｳ 新潟県 ダイセルＨＡＣ 01:57:30

285 1525 クルス ロドルフォ ﾛﾄﾞﾙﾌｫ ｸﾙｽ 長野県 01:57:30

286 1248 小林 雅史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 神奈川県 01:57:56

287 1347 谷崎 博行 ﾀﾆｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富山県 01:57:59

288 1373 中川 卓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 京都府 01:58:15

289 1454 松井 正治 ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 01:58:36

290 1213 唐木 昌則 ｶﾗｷ ﾏｻﾉﾘ 長野県 上牧ＲＣ 01:58:49

291 1379 中村 貴啓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 長野県 01:58:53

292 1491 室園 法保 ﾑﾛｿﾉ ﾉﾘﾔｽ 神奈川県 01:58:57

293 1520 吉川 彰彦 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾋｺ 茨城県 01:59:02

294 1427 平野 勇紀 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 新潟県 01:59:03

295 1343 田邉 将伯 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 富山県 田邉ペア 01:59:03

296 1506 山﨑 徹也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 神奈川県 グランプリチェア 01:59:23

297 1527 和賀 遥 ﾜｶﾞ ﾊﾙｶ 長野県 ▲山岳走破隊▲ 01:59:32

298 1279 塩田 晶紀 ｼｵﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 長野県 02:00:07

299 1110 天岸 茂 ｱﾏｷﾞｼ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 ゆでだこ 02:00:14

300 1177 岡崎 洋一 ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 （株）ランプラン 02:00:32

301 1462 松下 雄二 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ 高知県 02:00:40

302 1339 田中 荘一 ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁ 長野県 信越病院 02:01:02

303 1214 川上 淳一郎 ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長野県 02:01:49

304 1116 石井 和也 ｲｼｲ ｶｽﾞﾔ 東京都 02:02:11

305 1342 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 神奈川県 ＴＥＡＭＭＡＭ 02:03:22

306 1175 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 02:03:24

307 1337 辰巳 泰人 ﾀﾂﾐ ﾔｽﾄ 東京都 02:03:31

308 1229 久保田 雅史 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 新潟県 02:03:39

309 1429 平松 卓也 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 長野県 02:05:05

310 1493 茂手木 敦史 ﾓﾃｷﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 02:05:28

311 1515 山本 航介 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ 神奈川県 02:05:28

312 1157 遠藤 行泰 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾔｽ 東京都 02:05:44

313 1306 瀬尾 尚弘 ｾｵ ﾅｵﾋﾛ 石川県 02:06:16

314 1522 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 02:06:21

315 1368 永井 正哲 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 千葉県 02:06:50

316 1448 前木場 亮 ﾏｴｺﾊﾞ ﾘｮｳ 富山県 02:07:15

317 1482 宮村 雄 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳ 愛知県 02:07:24

318 1315 高木 博志 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 福井県 グローブ２１ 02:07:30

319 1219 木内 康雄 ｷｳﾁ ﾔｽｵ 長野県 02:08:16

320 1195 加賀 康介 ｶｶﾞ ｺｳｽｹ 長野県 02:08:34

8/92019.6.22 
ROKIN’ BEAR 黒姫トレイルランニングレース
RESULT　【ショート13km男子】



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

321 1518 結城 広昭 ﾕｳｷ ﾋﾛｱｷ 長野県 02:08:37

322 1479 宮嵜 章宏 ﾐﾔｻｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 02:08:44

323 1358 手塚 雄大 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 新潟県 有恒高校 02:10:22

324 1271 佐藤 心海 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 長野県 02:12:02

325 1321 高沼 和真 ﾀｶﾇﾏ ｶｽﾞｻ 長野県 02:12:02

326 1384 名渡山 佳紀 ﾅﾄﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 神奈川県 ＫｓｏｔａｉＱ 02:13:39

327 1470 丸山 洋一 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 新潟県 02:15:06

328 1504 山口 康昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ 長野県 02:15:28

329 1329 瀧澤 輝佳 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾙﾖｼ 長野県 02:16:00

330 1475 水野 洋 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 長野県 02:16:19

331 1311 仙敷 大樹 ｾﾝｼｷ ﾋﾛｷ 長野県 セスト 02:17:04

332 1416 原 佑一 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都 02:17:20

333 1498 柳田 泰宏 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 02:18:05

334 1487 村田 昭雄 ﾑﾗﾀ ｱｷｵ 埼玉県 02:18:58

335 1194 尾本 秀吉 ｵﾓﾄ ﾋﾃﾞｷﾁ 愛知県 02:19:07

336 1290 白木 隆介 ｼﾗｷ ﾘｭｳｽｹ 東京都 02:19:59

337 1375 中島 光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 新潟県 02:21:13

338 1442 星井 健仁 ﾎｼｲ ﾀｹﾋﾄ 新潟県 02:21:13

339 1174 大矢 康太朗 ｵｵﾔ ｺｳﾀﾛｳ 新潟県 02:21:13

340 1363 戸塚 淳 ﾄﾂｶ ｱﾂｼ 神奈川県 02:21:33

341 1250 小堀 良太 ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 栃木県 02:24:02

342 1440 古澤 篤 ﾌﾙｻﾜ ｱﾂｼ 栃木県 02:24:16

343 1257 齋藤 優介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 新潟県 トレイル・インディーズ 02:24:57

344 1268 笹沼 雅 ｻｻﾇﾏ ﾏｻｼ 栃木県 02:25:27

345 1125 一條 太郎 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 東京都 まんぼう 02:26:27

346 1412 林 貴吉 ﾊﾔｼ ﾀｶﾖｼ 愛知県 02:27:27

347 1346 谷川 敦 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 02:29:56

348 1295 杉浦 力 ｽｷﾞｳﾗ ﾁｶﾗ 愛知県 妄走碧 02:30:59

349 1264 佐々木 啓 ｻｻｷ ﾋﾗｸ 東京都 02:32:16

350 1477 宮川 賢二 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野県 積和建設信州 02:38:38

351 1207 金子 航 ｶﾈｺ ﾜﾀﾙ 東京都 ニュースクール 02:39:05

352 1265 佐々木 紘睦 ｻｻｷ ﾋﾛﾑ 神奈川県 02:39:24

353 1104 青木 伸夫 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 プレアデス 02:41:25

354 1331 竹澤 雄二 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 愛知県 03:12:15

DNF 1405 羽吹 唯人 ﾊﾌﾞｷ ﾕｲﾄ 東京都 東洋大学
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