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RESULT　【ショート10km男子】

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル

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 1001 上田 瑠偉 ｳｴﾀﾞ ﾙｲ 埼玉県 Mountain Frontier 00:51:43

2 1002 宮原 徹 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 静岡県 滝ヶ原自衛隊 00:52:18

3 1013 吉野 大和 ﾖｼﾉ ﾔﾏﾄ 群馬県 大和坂４６ 00:53:24

4 1004 横内 佑太朗 ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城県 ASICS 00:54:42

5 1006 牛田 美樹 ｳｼﾀﾞ ﾐｷ 群馬県 ＩＮＯＶ－８ 00:55:19

6 1003 須賀 暁 ｽｶﾞ ｻﾄﾙ 宮城県 Columbia Montrail 00:56:38

7 1008 甲斐 大貴 ｶｲ ﾋﾛｷ 千葉県 00:57:54

8 1009 小林 海仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野県 小林農園 00:58:20

9 1101 池田 遼一 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 新潟県 飯山高校 00:59:13

10 22 小山 祐 ｺﾔﾏ ﾕｳ 長野県 岐阜日野自動車 00:59:15

11 1005 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県 ａｄｉｄａｓ 01:00:42

12 1011 鈴木 龍弥 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾔ 群馬県 01:01:07

13 1105 岡田 裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野県 安曇野ゼロ 01:03:23

14 20 渡部 暁斗 ﾜﾀﾍﾞ ｱｷﾄ 長野県 北野建設スキークラブ 01:03:43

15 1147 池田 友基 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 長野県 01:06:14

16 21 渡部 善斗 ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾄ 長野県 北野建設スキークラブ 01:06:15

17 1142 松本 秀明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県 信州トレマン 01:08:23

18 1007 大村 一 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 長野県 癒しの森ＡＣ 01:08:33

19 1115 吉田 陽平 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 長野県 山中大地後援会 01:10:04

20 1106 岡村 颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 飯山城南中学校 01:10:11

21 1112 坂東 宗明 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｿｳﾒｲ 東京都 ＴＫランニングクラブ 01:10:42

22 1117 荒井 飛鳥 ｱﾗｲ ｱｽｶ 東京都 01:11:35

23 1103 大内 幸治 ｵｵｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 ＭＮＲＣ 01:12:10

24 1127 澤渡 知成 ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 長野県 01:13:49

25 1121 大森 裕二 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 山梨県 01:14:21

26 1196 渡辺 昭啓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 ニッポンランナーズ 01:14:50

27 1130 瀬沼 哲司 ｾﾇﾏ ｻﾄｼ 新潟県 01:14:53

28 1141 古谷 英人 ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞﾄ 長野県 ＦＵＪＩのーき 01:15:27

29 1123 岸本 俊朗 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ 長野県 01:15:28

30 1140 藤木 悠平 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 長野県 中野市陸協 01:15:57

31 1370 五十嵐 将人 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾄ 東京都 01:16:22

32 1122 岸本 莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野県 01:16:30

33 1144 柳沢 敬司 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲｼﾞ 東京都 01:16:42

34 1104 岡田 龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山城南中学校 01:16:48

35 1124 北 寿一 ｷﾀ ﾄｼｶｽﾞ 茨城県 ニッポンランナ 01:17:38

36 1102 上原 東太郎 ｳｴﾊﾗ ﾄｳﾀﾛｳ 長野県 01:18:23

37 1191 宮原 容武 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｹ 長野県 01:18:40

38 1236 中矢 大和 ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 長野県 01:19:50

39 1139 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら 01:20:06

40 1129 春原 聡 ｽﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 長野県 01:20:28
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41 1134 竹葉 隆之介 ﾀｹﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 01:21:38

42 1131 髙田 将光 ﾀｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 長野県 日本無線 01:22:17

43 1107 熊谷 尚久 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾋｻ 埼玉県 クマラン 01:22:45

44 1179 豊田 利彦 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野県 綿半 01:23:06

45 1235 中島 孝規 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 群馬県 01:23:39

46 1253 宮澤 祐二 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 長野県 01:23:40

47 1287 九里 貴大 ｸﾉﾘ ﾀｶﾋﾛ 富山県 01:23:47

48 1192 本杉 圭三 ﾓﾄｽｷﾞ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 藤原商会ＲＣ 01:23:50

49 1176 田中 悠一 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 千葉県 01:24:29

50 1207 唐松 昌弘 ｶﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 01:24:39

51 1155 金成 翔史 ｶﾅﾘ ｼｮｳｼﾞ 栃木県 01:25:12

52 1180 服部 政彦 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋｺ 新潟県 ＪＪＪ 01:25:14

53 1159 黒岩 龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 長野県 01:25:21

54 1210 木村 弘幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 01:25:25

55 1128 須永 一麻 ｽﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ 茨城県 牛久走友会 01:25:33

56 1138 中室 正晴 ﾅｶﾑﾛ ﾏｻﾊﾙ 東京都 森村アスリート 01:25:35

57 1135 棚橋 勉 ﾀﾅﾊｼ ﾂﾄﾑ 新潟県 ＴＨＥ　ＯＮＥ 01:25:39

58 1219 桜井 洋輔 ｻｸﾗｲ ﾖｳｽｹ 神奈川県 01:26:17

59 1120 大谷 潤 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 京都府 01:26:24

60 1118 飯田 明夫 ｲｲﾀﾞ ｱｷｵ 富山県 上智ランナーズ 01:26:27

61 1143 宮島 光弘 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ 長野県 宮島塾 01:26:49

62 1326 武重 智治 ﾀｹｼｹﾞ ﾁﾊﾙ 長野県 01:26:56

63 1133 武井 英志 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 チューリップ組 01:27:15

64 1168 佐藤 敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 01:27:40

65 1166 佐久間 良二 ｻｸﾏ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 鶴川ユナイテッド 01:27:50

66 1137 中島 隆幸 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 ＺＢＲＣ 01:28:22

67 1206 勝家 隆 ｶﾂﾔ ﾀｶｼ 長野県 01:30:02

68 1194 山本 海斗 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 大阪府 01:30:15

69 1231 武井 正利 ﾀｹｲ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 01:31:54

70 1136 富井 救友 ﾄﾐｲ ﾔｽﾄﾓ 長野県 飯山小ＲＴＣ 01:31:59

71 1119 井上 真吾 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 群馬県 アイフィールド 01:32:39

72 1163 小林 俊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 ＭＴＲＣ 01:32:44

73 1224 清水 辰則 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾉﾘ 新潟県 妙高ＴＲＣ 01:33:04

74 1193 矢寺 建示 ﾔﾃﾗ ｹﾝｼﾞ 大阪府 01:33:45

75 1234 飛島 崇之 ﾄﾋﾞｼﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 01:34:02

76 1243 本田 泰宏 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 新潟県 第四北越銀行 01:34:22

77 1321 高野 哲生 ﾀｶﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 01:34:51

78 1162 児嶋 倫啓 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 愛知県 チームスタミナ 01:34:55

79 1261 谷口 慧介 ﾔｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 長野県 01:35:05

80 1329 田中 和拓 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 たんきち 01:35:17
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81 1214 小筆 之総 ｺﾌﾃﾞ ﾕｷﾌｻ 埼玉県 01:35:40

82 1251 水谷 正好 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 三重県 01:35:58

83 1175 田島 伸一 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 01:36:01

84 1151 伊澤 岳　 ｲｻﾞﾜ ｶﾞｸ 東京都 01:36:01

85 1185 藤井 健司 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 01:36:03

86 1298 斉木 直樹 ｻｲｷ ﾅｵｷ 新潟県 ＭＴＲＣ 01:36:19

87 1200 石野 繁 ｲｼﾉ ｼｹﾞﾙ 新潟県 01:36:19

88 1218 斉藤 史明 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 栃木県 01:36:27

89 1220 佐藤 忍 ｻﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 埼玉県 01:36:57

90 1153 牛島 光晴 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂﾊﾙ 富山県 富山銀行 01:37:08

91 1158 木戸 裕介 ｷﾄﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 プルデンシャル生命 01:37:21

92 1189 松澤 義彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 長野県 たまランクラブ 01:37:58

93 1190 丸山 和典 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県 Ｃ－ＴＥＣＨ 01:38:02

94 1277 大杉 文仁 ｵｵｽｷﾞ ﾌﾐﾋﾄ 長野県 01:38:20

95 1174 竹花 智之 ﾀｹﾊﾅ ﾄﾓﾕｷ 長野県 01:38:22

96 1173 竹下 雅之 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾕｷ 千葉県 01:38:28

97 1172 高橋 尚樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 東京都 01:38:54

98 1351 増田 高廣 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 01:39:12

99 1170 関屋 宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ 東京都 01:39:15

100 1184 深井 敦 ﾌｶｲ ｱﾂｼ 東京都 01:39:35

101 1316 鈴木 透 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 新潟県 01:39:35

102 1181 半田 英之 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 01:39:41

103 1333 田畑 剛 ﾀﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ 東京都 01:39:43

104 1167 佐々木 拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 神奈川県 鎌倉を楽しく走ろうの会 01:39:48

105 1282 鍵谷 亮 ｶｷﾞﾔ ﾘｮｳ 東京都 01:39:54

106 1157 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 01:40:05

107 1338 中林 寿之 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 長野県 01:40:21

108 1309 篠崎 元宣 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 埼玉県 ＴＴＤ 01:40:59

109 1247 松澤 和馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 長野県 01:41:12

110 1245 桝田 俊介 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京都 01:41:29

111 1213 小林 良丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 ワンドネ登山部 01:41:52

112 1369 渡邉 裕也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 長野県 01:42:41

113 1294 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 長野県 01:43:09

114 1269 市川 謙 ｲﾁｶﾜ ｹﾝ 神奈川県 01:43:34

115 1342 西舘 健 ﾆｼﾀﾞﾃ ｹﾝ 山梨県 グランドエクシブ軽井沢 01:43:56

116 1268 石原 達也 ｲｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 埼玉県 01:44:18

117 1255 三輪 康弘 ﾐﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 01:44:44

118 1340 中森 秀典 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 担々麺クラブ 01:45:06

119 1258 本井 秀史 ﾓﾄｲ ﾋﾃﾞｼ 千葉県 01:45:18

120 1357 水口 功一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 長野県 01:45:30
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121 1353 松下 敏之 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾕｷ 長野県 アトラスホーム 01:46:17

122 1212 古賀 雅治 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都 01:46:21

123 1244 前田 友行 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 01:46:24

124 1226 菅谷 亮太 ｽｶﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 ＺＢ 01:46:35

125 1319 高世 健太郎 ﾀｶｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 01:47:00

126 1293 小林 諭 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 長野県 01:47:00

127 1177 田村 誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 ZEN 01:47:03

128 1360 村澤 圭一 ﾑﾗｻﾜ ｹｲｲﾁ 長野県 屋代高陸上班ＯＢ 01:47:34

129 1286 狩谷 海志 ｶﾘﾔ ﾋﾛｼ 新潟県 01:48:01

130 1300 酒井 祐亮 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 新潟県 01:48:01

131 1297 小緑 直樹 ｺﾐﾄﾞﾘ ﾅｵｷ 長野県 株式会社アスタンス 01:48:07

132 1237 野中 剛 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ 群馬県 01:48:29

133 1164 榊原 寛司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 チームスタミナ 01:48:42

134 1232 田中 孝二郎 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 石川県 01:48:45

135 1240 原田 純太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 神奈川県 森村アスリート 01:48:53

136 1187 藤本 克彦 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 リスタート 01:49:05

137 1154 小原 卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 01:49:20

138 1201 岩崎 誠二 ｲﾜｻｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 株式会社リ・バース 01:49:32

139 1182 平賀 昭彦 ﾋﾗｶﾞ ｱｷﾋｺ 山梨県 01:49:47

140 1249 松田 豊 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 横浜市 01:50:04

141 1359 宮原 康行 ﾐﾔﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 東京都 01:50:25

142 1288 栗林 幸雄 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 千葉県 01:50:47

143 1178 戸塚 貴大 ﾄﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 東京都 01:51:12

144 1208 木ノ下 輝雄 ｷﾉｼﾀ ﾃﾙｵ 千葉県 01:51:18

145 1248 松田 敏宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 新潟県 01:51:27

146 1272 今津 直久 ｲﾏﾂﾞ ﾅｵﾋｻ 富山県 01:51:55

147 1241 樋熊 良博 ﾋｸﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 どぶ川 01:51:59

148 1262 山崎 拓馬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ 新潟県 ＪＰ 01:52:03

149 1365 山本 宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 たんきち 01:52:06

150 1266 石川 貴啓 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 ぶりんどるず 01:52:32

151 1257 米良 有玄 ﾒﾗ ﾄﾓﾊﾙ 千葉県 東洋エンジニアリング 01:52:54

152 1228 関 正明 ｾｷ ﾏｻｱｷ 新潟県 01:52:55

153 1307 篠崎 孝二 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ＴＴＤ 01:53:27

154 1304 佐藤 峻 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 長野県 01:53:53

155 1256 村沢 功 ﾑﾗｻﾜ ｲｻｵ 東京都 01:54:56

156 1211 剱持 淳志 ｹﾝﾓﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 新潟県 さそこジャパン 01:55:15

157 1285 加藤 元志 ｶﾄｳ ﾓﾄｼ 千葉県 01:55:16

158 1363 山本 智 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ 神奈川県 01:55:18

159 1260 森尻 洋介 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｳｽｹ 新潟県 01:55:18

160 1209 木下 栄 ｷﾉｼﾀ ﾋｻｼ 新潟県 01:55:31
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161 1318 清野 紘史 ｾｲﾉ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 01:56:00

162 1295 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県 01:56:00

163 1225 下條 亮 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘｮｳ 埼玉県 01:56:36

164 1332 谷井 敦哉 ﾀﾆｲ ｱﾂﾔ 長野県 01:56:50

165 1198 飯田 定行 ｲｲﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 長野県 太田屋りんごの会 01:57:35

166 1152 稲田 守生 ｲﾅﾀﾞ ﾓﾘｵ 長野県 よせながし 01:57:36

167 1349 福井 康彦 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ 大阪府 01:58:00

168 1222 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 01:58:02

169 1259 森岡 俊光 ﾓﾘｵｶ ﾄｼﾐﾂ 愛知県 01:58:09

170 1216 小山 信温 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱﾂ 長野県 走酒会 01:58:09

171 1270 一条 厚 ｲﾁｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 東京都 日本ろう自転車競技協会 01:58:22

172 1254 宮本 弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 長野県 01:58:29

173 1227 鈴木 宏昌 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 新潟県 01:58:45

174 1246 松井 祐介 ﾏﾂｲ ﾕｳｽｹ 長野県 01:58:54

175 1324 高橋 俊己 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 富山県 01:58:58

176 1265 池崎 貢司 ｲｹｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 埼玉県 たんきち 01:59:06

177 1296 小堀 真志 ｺﾎﾞﾘ ﾏｻｼ 群馬県 01:59:18

178 1217 斉藤 憲治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 長野県 マルコメＲＣ 01:59:45

179 1250 松野 太輝 ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ 長野県 かもしか倶楽部 01:59:51

180 1339 中村 貴啓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 長野県 01:59:58

181 1205 小川 博昭 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 長野県 02:01:08

182 1145 蟻川 悠貴 ｱﾘｶﾜ ﾕｳｷ 愛知県 02:01:40

183 1354 丸山 茂 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 新潟県 妙高高原ビール飲もう会 02:02:05

184 1267 石嶋 知哉 ｲｼｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 東京都 02:02:23

185 1337 中川 太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 長野県 02:02:24

186 1183 平澤 俊和 ﾋﾗｻﾜ ﾄｼｶｽﾞ 長野県 02:02:41

187 1149 伊藤 多嘉彦 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ 東京都 02:02:47

188 1306 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 Ｔ．Ａ．Ｃ． 02:03:14

189 1308 篠崎 哲 ｼﾉｻﾞｷ ﾃﾂ 神奈川県 02:03:54

190 1347 廣瀬 拓史 ﾋﾛｾ ﾀｸｼﾞ 東京都 ゴージャス 02:05:58

191 1292 小林 敬一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 長野県 02:06:07

192 1367 吉井 昭裕 ﾖｼｲ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 小川オヤジーズ 02:06:45

193 1263 横田 幸英 ﾖｺﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 神奈川県 チーム森村 02:07:04

194 1315 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 妙高高原ビール飲もう会 02:07:36

195 1368 吉田 輝 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 02:07:51

196 1252 南 章行 ﾐﾅﾐ ｱｷﾕｷ 東京都 02:08:04

197 1221 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 長野県 02:08:10

198 1299 齋藤 恵 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾑ 愛知県 もりレデ－スクラブクリニック 02:10:43

199 1331 田中 佑典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 みずほ銀行 02:10:54

200 1350 古澤 博之 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 富山県 02:10:56
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201 1322 高橋 勝重 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼｹﾞ 富山県 02:10:57

202 1290 小関 光浩 ｺｾｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 02:11:24

203 1310 柴 博昭 ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 ＡＤ損保 02:11:56

204 1366 山本 陽介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 長野県 02:11:58

205 1323 高橋 壮太 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 長野県 02:12:22

206 1148 伊藤 空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 ＴＴＤ 02:12:23

207 1150 伊藤 春樹 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 新潟県 ＴＴＤ 02:12:23

208 1203 遠藤 行泰 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾔｽ 東京都 02:12:35

209 1302 笹 広男 ｻｻ ﾋﾛｵ 長野県 02:13:34

210 1330 田中 秀憲 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 新潟県 02:13:35

211 1197 浅見 剛 ｱｻﾐ ﾂﾖｼ 東京都 02:13:36

212 1336 土橋 清二 ﾄﾞﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 長野県 麦酒倶楽部 02:13:53

213 1303 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 02:14:21

214 1314 杉山 知義 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 富山県 02:14:29

215 1345 原田 雅史 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 静岡県 02:14:32

216 1327 田嶋 俊博 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 宇佐美ランニングクラブ 02:14:52

217 1311 渋谷 俊貴 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｷ 新潟県 02:16:35

218 1341 仲谷 善文 ﾅｶﾔ ﾖｼﾌﾐ 東京都 ボギーズ 02:17:24

219 1156 勘田 益男 ｶﾝﾀﾞ ﾏｽｵ 石川県 沖町マラソン同好会 02:18:56

220 1280 納 弘 ｵｻﾒ ﾋﾛｼ 東京都 02:19:13

221 1195 吉牟田 正行 ﾖｼﾑﾀ ﾏｻﾕｷ 長野県 02:19:20

222 1229 瀬下 貴之 ｾｼﾞﾓ ﾀｶﾕｷ 長野県 02:22:33

223 1305 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 愛知県 02:23:14

224 1328 辰巳 泰人 ﾀﾂﾐ ﾔｽﾄ 東京都 02:25:02

225 1301 榊原 幸人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｷﾋﾄ 東京都 （株）ライジングプロ 02:25:02

226 1199 石田 雅彦 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 02:26:03

227 1343 花島 晃 ﾊﾅｼﾏ ｱｷﾗ 千葉県 02:26:51

228 1358 箕浦 高之 ﾐﾉｳﾗ ﾀｶﾕｷ 岐阜県 岐阜食品 02:27:13

229 1361 山岸 武志 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ 石川県 02:28:13

230 1325 武内 一郎 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾛｳ 東京都 妙高高原ビール飲もう会 02:28:47

231 1274 臼田 健太郎 ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 02:32:49

232 1313 首藤 要介 ｼｭﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 愛知県 02:34:53

233 1279 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 02:35:05

234 1160 黒江 良次 ｸﾛｴ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 02:35:58

235 1271 井上 美孝 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ 長野県 02:36:06

236 1238 長谷川 真 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟県 02:37:38

237 1276 大久保 勇希 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 東京都 02:38:23

238 1281 落合 英男 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｵ 東京都 チーム・マグナム 02:41:49

239 1289 向後 茂樹 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞｷ 神奈川県 02:45:57

240 1223 塩見 健輔 ｼｵﾐ ｹﾝｽｹ 茨城県 メルモラン 02:46:18
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241 1364 山本 英俊 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 02:46:53

242 1346 廣岡 俊哉 ﾋﾛｵｶ ｼｭﾝﾔ 東京都 妙高高原ビール飲もう会 02:47:01

243 1312 清水 健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 静岡県 02:47:16

244 1283 加瀬 隆明 ｶｾ ﾀｶｱｷ 東京都 三菱大船ＳＣ 02:47:45

245 1320 高田 耀平 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東京都 02:56:24

246 1362 山下 拓郎 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾛｳ 長野県 03:02:07

DNF 1111 服部 真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 飯山城南中学校


