
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 2022 坂口　和也 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 長野県 長野市消防局 00:44:00

2 2040 古谷　英人 ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞﾄ 長野県 ＦＵＪＩのーき 00:46:27

3 2043 松本　秀明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県 信州トレマン 00:46:38

4 2052 五十嵐　将人 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾄ 東京都 チキンハート 00:47:24

5 2025 島田　正吾 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 長野県 00:49:54

6 2008 臼杵　峻輔 ｳｽｷ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 00:51:57

7 2037 林　健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら 00:52:11

8 2015 黒岩　龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 長野県 00:56:14

9 2023 桜井　浩勝 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｶﾂ 長野県 荒波ノルディック 00:58:02

10 2017 越　勇虎 ｺｼ ﾊﾔﾄ 長野県 00:59:14

11 2012 北澤　大輔 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 00:59:50

12 2042 星野　正仁 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾄ 新潟県 01:00:02

13 2007 牛田　稔一 ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 富山県 01:00:43

14 2005 井上　真吾 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 群馬県 チーム若松屋ｓ＆ｓ 01:00:59

15 2019 小山　穂高 ｺﾔﾏ ﾎﾀｶ 茨城県 ＠たーざん＠ 01:02:32

16 2004 石田　秀和 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野県 高見澤 01:02:44

17 2006 今田　好則 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 アイフィールド 01:03:03

18 2047 柳　薫 ﾔﾅｷﾞ ｶｵﾙ 長野県 01:04:18

19 2051 渡辺　雄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 長野県 市川自動車 01:05:14

20 2035 武田　将基 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 新潟県 宴会隊 01:05:57

21 2039 布施　洋 ﾌｾ ﾋﾛｼ 新潟県 01:06:23

22 2030 須田　知身 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾐ 群馬県 アイフィールド 01:10:56

23 2002 秋谷　浩 ｱｷﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 01:11:15

24 2036 田島　哲也 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 長野県 01:12:55

25 2016 幸崎　正彦 ｺｳｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 長野県 01:13:19

26 2045 三木　弘之 ﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 01:13:45

27 2027 清水　正人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾄ 群馬県 アイフィールド 01:15:49

28 2010 鎌田　渉 ｶﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 長野県 01:16:25

29 2048 山田　篤 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 01:16:37

30 2044 丸山　修 ﾏﾙﾔﾏ ｵｻﾑ 群馬県 01:17:55

31 2013 北原　健一 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 長野県 01:22:51

32 2009 永髙　道徳 ｴｲﾀｶ ﾐﾁﾉﾘ 新潟県 宴会隊熟年部 01:23:09

33 2018 五味　義明 ｺﾞﾐ ﾖｼｱｷ 長野県 01:25:05

34 2034 田久保　仁土 ﾀｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 千葉県 美走ランニングクラブ 01:25:14

35 2001 青木　徹 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 長野県 荒波ノルディック 01:25:19

36 2050 横田　勝 ﾖｺﾀ ﾏｻﾙ 埼玉県 01:26:27

37 2020 酒井　寿和 ｻｶｲ ﾄｼｶｽﾞ 群馬県 01:26:53

38 2038 福井　康彦 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ 大阪府 01:32:43

39 2029 鈴木　康仁 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼﾞ 愛知県 01:33:44

40 2046 宮内　快治 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾊﾙ 長野県 01:38:47
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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 2032 住田　賢俊 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 神奈川県 インサイドアウト 01:39:38

42 2026 清水　健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 静岡県 01:56:40

43 2041 星野　雅史 ﾎｼﾉ ﾏｻｼ 東京都 01:56:44
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