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1 815 春日　耀介 ｶｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 大阪府 プリン隊  0:39:24

2 848 星野　隆成 ﾎｼﾉ ﾘｭｳｾｲ 大阪府 プリン隊  0:39:27

3 831 津田　修也 ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 東京都 ＣＫＰＪＴ  0:41:28

4 810 梅澤　孟 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｹｼ 茨城県  0:41:56

5 813 小笠原　航洋 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾖｳ 大阪府  0:42:03

6 832 寺田　敦 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野県 日本大学  0:45:05

7 817 萱津　寛章 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 長野県 上水内陸協  0:47:37

8 856 湯本　憲一 ﾕﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 長野県 武田長野  0:48:54

9 803 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県  0:51:40

10 804 赤地　好教 ｱｶﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県  0:51:49

11 834 戸頃　志宣 ﾄｺﾛ ｼﾉﾌﾞ 茨城県  0:52:04

12 850 本藤　寛巳 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 長野県 ヒロミャ～ズ  0:52:16

13 846 久冨　正人 ﾋｻﾄﾐ ﾏｻﾄ 千葉県  0:53:03

14 843 林　健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら  0:53:08

15 808 伊藤　春樹 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 新潟県 伊藤ファミリー  0:55:46

16 839 中山　豪 ﾅｶﾔﾏ ｺﾞｳ 長野県 つたや  0:55:53

17 801 青木　香興 ｱｵｷ ﾀｶﾌｻ 神奈川県  0:56:25

18 857 湯本　庸介 ﾕﾓﾄ ﾖｳｽｹ 群馬県 ＪＡＦ  0:56:34

19 809 今田　好則 ｲﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 アイフィールド  0:57:09

20 825 佐々木　勇二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 富山県  0:57:14

21 859 田村　誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都  0:59:26

22 842 馬場　崇 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｼ 東京都 ＦＢＳ  1:00:30

23 830 武井　英志 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 東長野病院  1:00:33

24 806 飯塚　峻吾 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県  1:00:53

25 854 水口　明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 福島県  1:01:53

26 828 高橋　昌彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 東京都 ハリアーズ  1:02:01

27 858 森　滋孝 ﾓﾘ ｼｹﾞﾀｶ 埼玉県  1:03:54

28 823 河野　晃久 ｺｳﾉ ｱｷﾋｻ 長野県 ＨＢＤ  1:07:30

29 816 勝山　剛 ｶﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 長野県  1:07:34

30 820 桐原　弘 ｷﾘﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都  1:07:37

31 841 長谷川　裕 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 新潟県 大島病院  1:09:27

32 802 青木　祐志 ｱｵｷ ﾕｳｼ 長野県  1:10:33

33 824 小島　嘉之 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 埼玉県  1:11:16

34 807 池田　英夫 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 霧積麦藁走  1:13:28

35 847 古田　匠 ﾌﾙﾀ ﾀｸﾐ 愛知県  1:14:06

36 853 三木　弘之 ﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都  1:15:24

37 833 照沼　龍也 ﾃﾙﾇﾏ ﾀﾂﾔ 神奈川県  1:15:25

38 827 清水　正士 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼ 長野県  1:15:45

39 849 堀　雅也 ﾎﾘ ﾏｻﾔ 神奈川県  1:15:51

40 822 倉地　時彦 ｸﾗﾁ ﾄｷﾋｺ 愛知県  1:16:48
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41 838 中村　真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県  1:17:50

42 818 北郷　慶太 ｷﾀｺﾞｳ ｹｲﾀ 神奈川県  1:18:50

43 805 飯塚　和幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ 長野県  1:19:50

44 851 増田　哲也 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神奈川県 無所属  1:20:57

45 835 土信田　隆志 ﾄｼﾀﾞ ﾀｶｼ 長野県 ＦＩＣＴ  1:20:57

46 814 押越　重利 ｵｼｺｼ ｼｹﾞﾄｼ 千葉県 シダスジャパン  1:24:34

47 821 久保田　拓真 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾐ 大阪府  1:28:07

48 844 原　佑一 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都 芝郵便局  1:29:51

49 829 滝沢　昌樹 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｷ 長野県  1:38:01

DNF 852 丸野　裕介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 静岡県 浜松うましか


