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1 1055 北原　弘司 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 長野県 北原家三男  0:35:57

2 1001 浦野　裕之 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 長野県 サロモン/インサイドアウト  0:36:36

3 1067 澤田　真也 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 長野県 まつもと医療  0:38:14

4 1093 橋本　健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 アラタＰＪ  0:39:35

5 1022 泉川　拓 ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸ 千葉県  0:41:34

6 1015 阿部　泰洋 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 北海道 みしょにょ  0:41:44

7 1026 市村　優太郎 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山北スキー部  0:42:44

8 1038 大橋　聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄﾙ 埼玉県 秩父さとあつ  0:43:05

9 1012 赤地　好教 ｱｶﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県  0:43:38

10 1046 小山田　隆二 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 山梨県 ブーメラン  0:43:45

11 1134 山田　洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 長野県 須坂市役所  0:44:06

12 1029 稲葉　公威 ｲﾅﾊﾞ ｷﾐﾀｹ 栃木県 ＰＩＧＮＯＳＥ  0:44:40

13 1032 牛山　純一 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 茅野市役所  0:45:53

14 1037 大塚　俊勝 ｵｵﾂｶ ﾄｼｶﾂ 新潟県 大塚鍼灸治療院  0:45:54

15 1083 田中　圭 ﾀﾅｶ ｹｲ 東京都  0:46:47

16 1133 山下　慎一郎 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都  0:47:20

17 1047 柿沼　直人 ｶｷﾇﾏ ﾅｵﾄ 埼玉県 ＲＵＮ塾  0:47:49

18 1141 渡抜　貴史 ﾜﾀﾇｷ ﾀｶﾌﾐ 東京都 ラン★ネクサス  0:47:51

19 1085 田中　智哉 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 京都府 佛教大学  0:47:59

20 1013 浅岡　剛 ｱｻｵｶ ｺﾞｳ 長野県  0:48:48

21 1091 中村　太士 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ 長野県 アラタＰＪ  0:49:34

22 1090 長嶋　良男 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ 新潟県 ＴＥＡＭ松永  0:49:38

23 1135 山本　英永 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 神奈川県  0:49:39

24 1014 阿部　俊介 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 北海道 長沼中学校  0:50:04

25 1130 両角　龍士 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀﾂｱｷ 東京都  0:50:14

26 1097 広瀬　裕三 ﾋﾛｾ ﾕｳｿﾞｳ 愛知県  0:50:17

27 1089 中島　秀雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 長野県  0:50:41

28 1066 佐野　卓也 ｻﾉ ﾀｸﾔ 静岡県 富士宮信用金庫  0:50:50

29 1034 江口　博 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 静岡県  0:51:47

30 1118 水島　孝明 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 成徳ランナーズ  0:51:59

31 1060 号刀　勝之 ｺﾞｳﾅﾀ ｶﾂﾕｷ 東京都 大和ハウス多摩  0:52:07

32 1039 岡田　雄大 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中学校  0:52:21

33 1140 渡辺　雄吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 新潟県  0:53:08

34 1108 俣木　洋一 ﾏﾀｷ ﾖｳｲﾁ 千葉県  0:53:10

35 1084 田中　健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 成徳ランナーズ  0:53:16

36 1139 渡邉　佑城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 埼玉県  0:53:50

37 1077 高司　智貴 ﾀｶｼﾞ ﾄﾓｷ 千葉県  0:53:52

38 1138 和田　智秀 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 新潟県  0:55:15

39 1114 丸山　和也 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 長野県 ＡＣＴＤＯＯＲ  0:55:28

40 1028 稲田　光弘 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都  0:56:08
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41 1045 小幡　真司 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨県 ＳＵＮＤＡＹ  0:56:21

42 1051 鴨下　琢也 ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ 茨城県 日立化成下館  0:56:34

43 1023 市川　実 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾙ 長野県  0:56:50

44 1102 藤原　胡史 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｻｼ 千葉県 成徳ランナーズ  0:57:01

45 1101 藤田　慎一郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 ゴーストラン  0:57:11

46 1020 石田　誠 ｲｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 大和ハウス多摩  0:57:22

47 1121 宮澤　賢史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 長野県  0:57:24

48 1127 森加　路彦 ﾓﾘｶ ﾐﾁﾋｺ 愛知県  0:57:38

49 1131 安田　純 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 ホノルル会♪  0:57:55

50 1080 高橋　宏 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 愛知県  0:58:01

51 1136 油井　伸介 ﾕｲ ｼﾝｽｹ 長野県  0:58:07

52 1100 福村　公博 ﾌｸﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ 長野県  0:58:13

53 1076 関谷　裕孝 ｾｷﾔ ﾋﾛﾀｶ 東京都 宇野クラブ  0:58:32

54 1071 白井　利和 ｼﾗｲ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県 成田  0:58:49

55 1056 金原　永典 ｷﾝﾊﾞﾗ ｴｲｽｹ 東京都 成徳ランナーズ  0:58:59

56 1058 汲田　憲彦 ｸﾐﾀ ﾉﾘﾋｺ 東京都 成徳ランナーズ  0:59:03

57 1062 小林　紀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 東京都 ＡＥＲＯＲＵＮ  1:00:19

58 1094 林　春樹 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 埼玉県  1:00:24

59 1035 大蔵　実 ｵｵｸﾗ ﾐﾉﾙ 長野県  1:00:34

60 1040 小川原　均 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 長野県  1:00:55

61 1109 松倉　光 ﾏﾂｸﾗ ｱｷﾗ 富山県  1:01:06

62 1043 小澤　寛徳 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県  1:01:21

63 1070 清水　典幸 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ 長野県  1:01:37

64 1132 山岸　良範 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 カジマック  1:01:43

65 1078 高根沢　直柔 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾅｵﾅﾘ 東京都 成徳ランナーズ  1:02:00

66 1054 岸本　詳司 ｷｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 京都府 ＫＣＧ  1:02:06

67 1033 宇野　祥平 ｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 東京都 宇野クラブ  1:02:30

68 1050 金子　陽平 ｶﾈｺ ﾖｳﾍｲ 埼玉県  1:02:46

69 1064 阪井　敏男 ｻｶｲ ﾄｼｵ 新潟県 新潟県  1:02:51

70 1079 髙野　實 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 埼玉県 流域ＲＣ  1:03:04

71 1113 馬目　滉 ﾏﾉﾒ ﾋﾛｼ 山梨県 甲西中  1:03:24

72 1124 望月　春輝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 長野県 新町病院  1:03:28

73 1105 星名　孝修 ﾎｼﾅ ﾀｶﾉﾌﾞ 新潟県 ラッツ  1:03:43

74 1103 古林　宏基 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 神奈川県  1:03:53

75 1068 渋谷　友和 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｶｽﾞ 新潟県  1:04:16

76 1044 小野澤　治 ｵﾉｻﾞﾜ ｵｻﾑ 新潟県  1:04:50

77 1112 馬目　武浩 ﾏﾉﾒ ﾀｹﾋﾛ 山梨県 日立ＡＭＳ山梨  1:04:56

78 1107 前野　博志 ﾏｴﾉ ﾋﾛｼ 東京都  1:04:57

79 1129 森山　勝人 ﾓﾘﾔﾏ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 ライズウィンド  1:05:18

80 1025 市古　健治 ｲﾁｺﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県  1:05:35
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81 1072 神藤　忠夫 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｵ 愛知県 豊橋楽走連  1:06:00

82 1116 水上　大助 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 チームトロ  1:07:07

83 1082 多田　真樹 ﾀﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知県 ＮＲＣ  1:07:08

84 1048 加藤　進弥 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 愛知県  1:07:38

85 1128 森谷　賢司 ﾓﾘﾔ ｹﾝｼﾞ 愛知県  1:07:42

86 1036 大津　こうじ ｵｵﾂ ｺｳｼﾞ 東京都  1:07:55

87 1125 元井　亨 ﾓﾄｲ ﾄｵﾙ 埼玉県  1:07:57

88 1104 保坂　昌伸 ﾎｻｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 新潟県 魚沼病院  1:08:27

89 1099 深澤　伸朗 ﾌｶｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 ＭＤＹ同好会  1:08:38

90 1126 モラザ二　シルバン ﾓﾗｻﾞﾆ ｼﾙﾊﾞﾝ 東京都  1:09:43

91 1052 川崎　諭志 ｶﾜｻｷ ｻﾄｼ 神奈川県  1:11:48

92 1120 宮腰　朋行 ﾐﾔｺｼ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 チームｔｏｍｏ  1:12:20

93 1065 里見　壮 ｻﾄﾐ ｿｳ 東京都 大和ハウス多摩  1:12:36

94 1087 土山　広志 ﾂﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 リビタ  1:12:45

95 1030 岩崎　真吾 ｲﾜｻｷ ｼﾝｺﾞ 埼玉県  1:13:26

96 1086 田丸　靖之 ﾀﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 東京都 大和ハウス多摩  1:16:04

97 1049 金子　治範 ｶﾈｺ ﾊﾙﾉﾘ 長野県  1:16:10

98 1123 村西　隆 ﾑﾗﾆｼ ﾀｶｼ 大阪府  1:17:23

99 1098 廣田　栄基 ﾋﾛﾀ ﾋﾃﾞｷ 大阪府  1:18:12

100 1019 池畑　郁人 ｲｹﾊﾀ ﾌﾐﾄ 新潟県  1:19:08

101 1096 引山　高志 ﾋｷﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 宇野クラブ  1:19:41

102 1073 杉浦　駿 ｽｷﾞｳﾗ ｼｭﾝ 東京都 成徳ランナーズ  1:22:06

103 1122 村澤　英己 ﾑﾗｻﾜ ﾋﾃﾞﾐ 千葉県  1:24:08

104 1021 石原　洋一 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 群馬県 みなみＦＳ  1:24:15

105 1061 小林　真哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 栃木県  1:25:06

106 1053 菊入　勝志 ｷｸｲﾘ ｶﾂｼ 新潟県  1:26:02

107 1041 奥村　一行 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府 サムズアップ  1:30:47

108 1057 功刀　敬太 ｸﾇｷﾞ ｹｲﾀ 山梨県 ＳＵＮＤＡＹ  1:37:17

109 1110 松本　将卓 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 宮城県 ＪＲ東日本  1:41:27

110 1095 林　勇二 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 愛知県 チームモンテ  1:46:14
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