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経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【ショート12km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

1 1186 小林 海仁 コバヤシ カイト 長野県 小林農園 00:59:40

2 1293 森 弘法 モリ ヒロノリ 静岡県 01:03:21

3 1189 小林 隆成 コバヤシ リュウセイ 東京都 東洋大学 01:03:30

4 1269 藤沢 優一 フジサワ ユウイチ 長野県 上燃 01:05:12

5 1170 北原 崇志 キタハラ タカシ 長野県 箕輪町役場産業振興課 01:07:23

6 1181 小池 隆生 コイケ タカオ 静岡県 01:08:08

7 1166 川崎 健太 カワサキ ケンタ 静岡県 浜松うましか 01:08:51

8 1241 中野 照太 ナカノ ショウタ 静岡県 01:09:56

9 1205 佐藤 拓斗 サトウ タクト 東京都 東洋大学 01:10:09

10 1201 佐々木 亮祐 ササキ リョウスケ 東京都 東洋大学 01:10:13

11 1198 酒井 和樹 サカイ カズキ 長野県 中部電力 01:11:05

12 1257 日野 龍二 ヒノ リュウジ 長野県 01:12:39

13 1294 森本 悠也 モリモト ユウヤ 静岡県 01:13:39

14 1223 竹村 泰河 タケムラ タイガ 東京都 東洋大学 01:15:02

15 1131 大嶋 利征 オオシマ トシユキ 静岡県 01:16:45

16 1195 齊藤 信司 サイトウ シンジ 長野県 ＳＣＦ 01:17:22

17 1158 亀山 尊寛 カメヤマ タカヒロ 愛知県 ヴィス 01:18:07

18 1283 丸山 海翔 マルヤマ カイト 長野県 小谷中 01:19:23

19 1175 木村 龍也 キムラ リュウヤ 東京都 東洋大学 01:19:43

20 1255 半澤 航平 ハンザワ コウヘイ 愛知県 トヨタ 01:21:11

21 1284 丸山 貴志 マルヤマ タカシ 長野県 01:22:39

22 1154 加藤 真次 カトウ シンジ 長野県 かんてんぱぱＲＣ 01:22:40

23 1271 藤森 正啓 フジモリ マサノリ 長野県 01:25:24

24 1135 大野 俊介 オオノ シュンスケ 長野県 01:25:33

25 1137 大野 幹 オオノ ミキ 長野県 チームもみじ 01:25:38

26 1190 駒瀬 隆 コマセ タカシ 長野県 01:25:43

27 1203 佐藤 伸 サトウ シン 長野県 01:25:53

28 1119 井上 真吾 イノウエ シンゴ 群馬県 若松屋 01:26:14

29 1136 大野 貴士 オオノ タカシ 岐阜県 01:26:24

30 1156 加藤 義隆 カトウ ヨシタカ 愛知県 ラスタバナナ 01:26:42

31 1258 平郡 彰 ヒラゴオリ アキラ 岐阜県 クラブＲ２中日本 01:27:11

32 1128 内川 博喜 ウチカワ ヒロキ 長野県 りきちゃんず 01:27:18

33 1310 横井 宏味 ヨコイ ヒロミ 岐阜県 大垣西濃信用金庫 01:27:20

34 1118 井上 勝喜 イノウエ カツキ 愛知県 01:27:45

35 1298 八代 一也 ヤシロ カズヤ 神奈川県 01:29:39

36 1305 山西 悠也 ヤマニシ ユウヤ 愛知県 01:30:36

37 1261 平塚 隼人 ヒラツカ ハヤト 愛知県 01:30:40

38 1169 木内 怜 キウチ リョウ 山梨県 01:30:55

39 1249 萩原 剛 ハギハラ タケシ 長野県 01:31:26

40 1129 内堀 正大 ウチボリ マサヒロ 長野県 01:32:12



2/52019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【ショート12km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

41 1236 冨田 勝 トミタ マサル 岐阜県 01:32:41

42 1143 奥原 直樹 オクハラ ナオキ 長野県 01:32:42

43 1183 小平 美一 コダイラ ヨシカズ 長野県 侍ＡＣ 01:32:57

44 1122 位田 雅俊 インデン マサトシ 愛知県 01:33:04

45 1231 樽谷 光樹 タルヤ ヒロキ 愛知県 01:34:02

46 1277 松崎 茂 マツザキ シゲル 岐阜県 チーム葵＆菫 01:34:07

47 1267 藤井 健司 フジイ ケンジ 東京都 横河電機 01:34:22

48 1262 平野 智宏 ヒラノ トモヒロ 富山県 メタルランナー 01:34:23

49 1109 荒川 智彦 アラカワ トモヒコ 長野県 ゆりの木クリニック 01:34:34

50 1264 平谷 勉 ヒラヤ ツトム 長野県 上牧ＲＣ 01:34:55

51 1121 今枝 輝也 イマエダ テルヤ 三重県 01:35:22

52 1246 縄 大一 ナワ ダイチ 長野県 01:36:13

53 1202 佐藤 匠 サトウ ショウ 長野県 ゆりの木クリニック 01:36:35

54 1268 藤沢 友博 フジサワ トモヒロ 長野県 01:36:49

55 1291 村田 淳朗 ムラタ アツオ 千葉県 01:36:56

56 1302 山﨑 貞雄 ヤマザキ サダオ 静岡県 火のない煙 01:37:29

57 1178 国友 勇樹 クニトモ ユウキ 東京都 01:37:54

58 1142 小口 直洋 オグチ ナオヒロ 静岡県 01:38:01

59 1259 平島 俊策 ヒラシマ シュンサク 長野県 上牧ＲＣ 01:38:03

60 1313 吉澤 仁 ヨシザワ ヒトシ 長野県 カメゲン 01:38:26

61 1101 青木 博和 アオキ ヒロカズ 長野県 01:38:40

62 1230 田村 貞治 タムラ サダハル 山梨県 タムちゃんズ 01:38:51

63 1185 後藤 誠 ゴトウ マコト 愛知県 01:39:32

64 1285 丸山 剛生 マルヤマ タケオ 長野県 01:39:57

65 1295 諸木 新之助 モロキ シンノスケ 長野県 01:40:29

66 1210 篠原 泰三 シノハラ タイゾウ 愛知県 チームＭＷＦ 01:40:40

67 1265 福澤 一成 フクザワ カズナリ 長野県 ＪＡ上伊那 01:41:13

68 1307 山本 浦瑠那 ヤマモト フルナ 愛知県 01:41:56

69 1290 宮原 幸春 ミヤハラ ユキハル 長野県 上牧ＲＣ 01:42:02

70 1103 赤羽 信吾 アカハネ シンゴ 長野県 01:42:43

71 1256 樋代 祐太朗 ヒダイ ユウタロウ 長野県 01:43:15

72 1199 坂本 清光 サカモト キヨミツ 愛知県 01:43:49

73 1208 佐野 一基 サノ カズキ 長野県 01:43:59

74 1177 桐原 和夫 キリハラ カズオ 長野県 01:44:11

75 1168 河邑 純一郎 カワムラ ジュンイチロウ 長野県 01:44:29

76 1125 ヴェレコープ ケース ヴェレコープ ケース 東京都 01:44:31

77 1163 唐沢 文生 カラサワ フミオ 長野県 ちいむもみじ 01:44:49

78 1116 伊藤 秀司 イトウ シュウジ 長野県 01:45:04

79 1301 山口 崇 ヤマグチ タカシ 神奈川県 ゆりの木クリニック 01:45:24

80 1161 唐木 瞭輔 カラキ リョウスケ 長野県 01:45:26
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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 1260 平嶋 真 ヒラシマ マコト 長野県 ＪＡ上伊那 01:45:31

82 1115 出田 宏和 イデタ ヒロカズ 長野県 01:45:32

83 1117 伊藤 政司 イトウ マサシ 長野県 01:45:44

84 1232 塚原 直紀 ツカハラ ナオキ 長野県 山走 01:46:19

85 1280 松田 豊 マツダ ユタカ 神奈川県 横浜市 01:46:43

86 1297 矢島 英明 ヤジマ ヒデアキ 愛知県 01:47:13

87 1244 中村 航 ナカムラ ワタル 神奈川県 01:47:39

88 1144 奥村 拓也 オクムラ タクヤ 長野県 01:47:51

89 1279 松下 伊織 マツシタ イオリ 長野県 01:47:53

90 1222 竹松 豊成 タケマツ トヨナリ 長野県 01:48:44

91 1252 林 浩一 ハヤシ コウイチ 長野県 01:48:46

92 1123 植田 幸作 ウエダ コウサク 東京都 01:48:57

93 1209 品田 正人 シナダ マサト 神奈川県 01:49:15

94 1306 山本 智 ヤマモト サトル 神奈川県 走るクラブ＠鴨居 01:49:41

95 1146 小坂 正志 オサカ マサシ 長野県 01:49:56

96 1200 佐々木 高太郎 ササキ コウタロウ 愛知県 01:50:07

97 1187 小林 諭 コバヤシ サトル 長野県 01:50:23

98 1316 渡辺 秩 ワタナベ サトシ 長野県 ＣＭＢ 01:50:25

99 1104 赤羽 利彦 アカハネ トシヒコ 長野県 天竜川ＲＵＮ歩 01:50:39

100 1130 内山 智司 ウチヤマ サトシ 静岡県 落合自動車 01:50:52

101 1242 中野 敏廣 ナカノ トシヒロ 長野県 チーム仁人 01:50:58

102 1216 鈴木 成治 スズキ シゲハル 東京都 青学山岳部 01:51:03

103 1105 赤平 健太 アカヒラ ケンタ 福井県 01:51:52

104 1102 赤沼 尊信 アカヌマ タカノブ 神奈川県 01:51:59

105 1147 小澤 修治 オザワ シュウジ 長野県 01:52:21

106 1152 春日 聡 カスガ サトシ 長野県 つどいきらりあ 01:52:25

107 1304 山田 豊 ヤマダ ユタカ 愛知県 01:52:30

108 1315 和田 治 ワダ オサム 石川県 かおらん 01:52:37

109 1220 鷹野 太重 タカノ ヒロシゲ 長野県 タカノ株式会社 01:53:08

110 1174 君島 充朗 キミジマ アツロウ 静岡県 01:53:19

111 1155 加藤 大二 カトウ ダイジ 静岡県 ＥＳＳ 01:53:31

112 1314 六波羅 裕司 ロクハラ ユウジ 長野県 01:53:41

113 1214 鈴木 清秀 スズキ キヨヒデ 長野県 わくわく 01:54:17

114 1289 宮林 一成 ミヤバヤシ カズナリ 長野県 長野しんきん 01:54:57

115 1270 藤田 弘行 フジタ ヒロユキ 埼玉県 01:55:21

116 1228 種岡 幸人 タネオカ ユキト 長野県 01:55:28

117 1193 菰田 郁人 コモダ イクト 愛知県 01:55:38

118 1151 加賀谷 海成 カガヤ カイセイ 長野県 ゆりの木クリニック 01:55:56

119 1113 石黒 康英 イシグロ ヤスヒデ 愛知県 01:56:41

120 1164 河合 裕歩 カワイ ユウホ 愛知県 01:56:58
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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

121 1215 鈴木 健太 スズキ ケンタ 愛知県 01:56:58

122 1206 佐藤 誠 サトウ マコト 埼玉県 ゆりの木クリニック 01:57:21

123 1319 渡邉 信 ワタナベ マコト 長野県 廣瀬建設工業 01:57:25

124 1110 井内 孝昭 イウチ タカアキ 長野県 チーム大野明男 01:57:51

125 1127 潮 陽平 ウシオ ヨウヘイ 愛知県 01:58:25

126 1162 唐沢 貴博 カラサワ タカヒロ 長野県 01:58:32

127 1108 芦部 邦晴 アシベ クニハル 長野県 ＪＡ上伊那 01:58:43

128 1273 古田 匠 フルタ タクミ 愛知県 01:59:07

129 1171 北原 仁 キタハラ ヒトシ 長野県 01:59:30

130 1321 原 守人 ハラ モリト 長野県 経ヶ岳友の会 01:59:31

131 1292 本杉 誠 モトスギ マコト 静岡県 ＢＥＥＲＵＮ 01:59:36

132 1124 上田 哲央 ウエダ テツオ 神奈川県 01:59:44

133 1148 尾澤 直斗 オザワ ナオト 長野県 02:00:33

134 1219 高瀬 陽介 タカセ ヨウスケ 長野県 02:01:06

135 1112 石井 秀昭 イシイ ヒデアキ 愛知県 02:01:18

136 1145 尾坂 隆男 オザカ タカオ 長野県 02:01:20

137 1176 許 凱 キョ カイ 岐阜県 02:01:31

138 1276 牧野 修尚 マキノ ノブタカ 長野県 02:02:51

139 1149 尾澤 亮太 オザワ リョウタ 長野県 02:02:53

140 1211 下門 信太郎 シモカド シンタロウ 兵庫県 02:03:17

141 1282 松村 慎一 マツムラ シンイチ 愛知県 02:03:26

142 1217 須藤 謙一 スドウ ケンイチ 埼玉県 株式会社アマナ 02:03:29

143 1167 川崎 純一 カワサキ ジュンイチ 東京都 02:03:30

144 1224 田中 孝二郎 タナカ コウジロウ 石川県 02:04:12

145 1299 屋田 翔太 ヤダ ショウタ 長野県 フリーフロート 02:04:18

146 1140 岡沢 長治 オカザワ ナガハル 長野県 無し 02:05:13

147 1248 信本 昇二 ノブモト ショウジ 愛知県 02:05:52

148 1263 平松 康栄 ヒラマツ ヤスエ 長野県 02:06:32

149 1287 三原 喜一 ミハラ ヨシカズ 長野県 02:06:53

150 1221 竹内 聡 タケウチ サトシ 愛知県 02:07:07

151 1182 小池 哲志 コイケ テツシ 長野県 クランプＲＣ 02:07:28

152 1194 斉藤 淳志 サイトウ アツシ 長野県 02:07:30

153 1132 太田 明 オオタ アキラ 滋賀県 02:07:30

154 1196 齊藤 正視 サイトウ マサシ 富山県 02:09:01

155 1226 谷井 敦哉 タニイ アツヤ 石川県 02:09:14

156 1179 熊谷 健太郎 クマガイ ケンタロウ 長野県 ＴＬＣ 02:09:27

157 1238 鳥畑 敏雄 トリハタ トシオ 山梨県 02:09:50

158 1188 小林 優 コバヤシ ユウ 長野県 02:10:25

159 1138 大櫃 丈司 オオビツ ジョウジ 愛知県 02:10:52

160 1318 渡辺 智文 ワタナベ トモフミ 長野県 飯田市立病院 02:10:56
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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

161 1150 小野 國明 オノ クニアキ 長野県 小野体協 02:11:11

162 1212 下手 拓郎 シモテ タクロウ 長野県 02:11:32

163 1173 木下 貴文 キノシタ タカフミ 長野県 千栄ランナーズ 02:11:36

164 1207 佐藤 雪雄 サトウ ユキオ 長野県 ゆりの木クリニック 02:12:27

165 1157 蟹江 一樹 カニエ カズキ 愛知県 02:12:32

166 1296 八木 国久 ヤギ クニヒサ 長野県 02:12:39

167 1245 永安 浩一 ナガヤス コウイチ 長野県 02:14:08

168 1227 谷口 徳喜 タニグチ ノリキ 愛知県 ＯＲＴ 02:14:12

169 1239 中島 崇 ナカジマ タカシ 長野県 02:14:39

170 1278 松崎 陽介 マツザキ ヨウスケ 長野県 02:14:43

171 1165 川上 淳一郎 カワカミ ジュンイチロウ 長野県 02:14:46

172 1250 萩元 緑朗 ハギモト ロクロウ 長野県 飯田市立病院 02:14:49

173 1234 出来 俊昭 デキ トシアキ 長野県 02:15:11

174 1266 福島 聖司 フクシマ セイジ 長野県 02:15:25

175 1133 大野 明男 オオノ アキオ 長野県 チーム大野明男 02:15:26

176 1275 堀口 修治 ホリグチ シュウジ 山梨県 02:16:03

177 1160 唐木 秀敏 カラキ ヒデトシ 神奈川県 02:16:12

178 1311 横田 健人 ヨコタ ケント 新潟県 上越教育大学 02:16:26

179 1229 玉田 洋一 タマダ ヨウイチ 石川県 02:17:43

180 1253 原 利之 ハラ トシユキ 長野県 02:22:29

181 1303 山田 徹 ヤマダ トオル 長野県 02:23:19

182 1233 土屋 健太 ツチヤ ケンタ 愛知県 02:24:07

183 1114 石澤 洋平 イシザワ ヨウヘイ 山梨県 恭平会 02:24:39

184 1126 宇佐川 元巳 ウサガワ モトミ 長野県 あらばしり 02:26:57

185 1247 西村 卓真 ニシムラ タクマ 長野県 ゆりの木クリニック 02:27:03

186 1272 藤森 雅仁 フジモリ マサヒト 愛知県 02:27:56

187 1213 杉浦 敦 スギウラ アツシ 愛知県 02:28:10

188 1159 加門 宏荘 カモン コウゾウ 長野県 白馬郵便局 02:29:29

189 1281 松谷 佳宏 マツタニ ヨシヒロ 神奈川県 02:30:51

190 1288 宮下 克弘 ミヤシタ カツヒロ 長野県 ゆりの木クリニック 02:31:17

191 1204 佐藤 信一 サトウ シンイチ 埼玉県 ゆりの木クリニック 02:34:14

192 1243 中村 満彦 ナカムラ ミツヒコ 長野県 02:34:21

193 1134 大野 健次 オオノ ケンジ 愛知県 02:37:18

194 1218 相馬 崇博 ソウマ タカヒロ 長野県 ゆりの木クリニック 02:38:22

195 1320 向山 孝一 ムカイヤマ コウイチ 長野県 KOA株式会社 02:47:11

196 1107 浅野 真志 アサノ シンジ 岐阜県 02:50:45

197 1192 小松 勇三 コマツ ユウゾウ 長野県 02:55:00

198 1106 浅田 和昭 アサダ カズアキ 長野県 ゆりの木クリニック 02:55:44


