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1 2033 笠原 祥多 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野県  0:44:52

2 2116 堀川 健一 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 長野県  0:47:49

3 2079 高谷 裕治 ﾀｶﾔ ﾕｳｼﾞ 長野県  0:48:31

4 2117 堀米 結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内中学  0:49:15

5 2060 小山 孝明 ｺﾔﾏ ﾀｶｱｷ 東京都 ＪＳＴ南関東  0:50:00

6 2024 岡田 勝己 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾐ 新潟県  0:50:40

7 2130 宮本 泰佑 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 長野県 長野県  0:52:49

8 2081 竹内 隆志 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 長野県 長野赤十字病院  0:53:53

9 2095 中村 雅哉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野県  0:55:12

10 2150 鷲野 彪雅 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 長野県 飯山城南中学校  0:56:14

11 2090 寺澤 勇武 ﾃﾗｻﾜ ｲｻﾑ 長野県  0:56:40

12 2102 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら  0:57:17

13 2057 後藤 正博 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 長野県  0:57:51

14 2059 駒村 政志 ｺﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 長野県  0:57:53

15 2105 日野 龍二 ﾋﾉ ﾘｭｳｼﾞ 長野県  0:58:44

16 2123 丸山 海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷中  0:58:50

17 2104 早瀬 裕章 ﾊﾔｾ ﾋﾛｱｷ 東京都  0:59:10

18 2148 吉田 陽平 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 長野県  0:59:53

19 2049 久保田 雅志 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 長野県 ＴＧＩＦ長野  1:00:47

20 2055 児玉 俊介 ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 ツインズ  1:01:05

21 2091 登坂 匠 ﾄｻｶ ﾀｸﾐ 新潟県 雪国きのこ組合  1:03:10

22 2005 飯塚 遼 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳ 長野県  1:03:47

23 2152 森　滋孝 ﾓﾘ ｼｹﾞﾀｶ 埼玉県  1:04:42

24 2120 松永 篤也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾂﾔ 長野県  1:04:43

25 2070 杉山 航 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ 東京都 思いつきラン  1:06:07

26 2100 萩野 裕樹 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛｷ 長野県 十字屋りーす  1:08:00

27 2047 木村 正三 ｷﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 走聾魂  1:08:32

28 2021 大谷 宏章 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 東京都  1:09:12

29 2025 岡田 恒志 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼ 新潟県 上越教育大学  1:11:01

30 2094 永留 正規 ﾅｶﾞﾄﾒ ﾏｻﾉﾘ 長野県 ＮＵＩ  1:12:14

31 2076 関根 豊 ｾｷﾈ ﾕﾀｶ 埼玉県  1:12:18

32 2075 関田 雅史 ｾｷﾀ ﾏｻｼ 新潟県 上越教育大学大学院  1:12:26

33 2124 丸山 剛生 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ 長野県  1:13:12

34 2106 平井 毅 ﾋﾗｲ ﾂﾖｼ 新潟県  1:13:16

35 2030 小見 直行 ｵﾐ ﾅｵﾕｷ 新潟県  1:13:59

36 2144 山本 紘嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ 長野県  1:14:11

37 2146 横田 健人 ﾖｺﾀ ｹﾝﾄ 新潟県 上越教育大学  1:14:36

38 2066 酒井 康司 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知県  1:14:39

39 2080 高山 正史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｼ 神奈川県  1:14:49

40 2031 加賀 聖司 ｶｶﾞ ｾｲｼﾞ 千葉県  1:15:07
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41 2002 飯田 定行 ｲｲﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 長野県 太田屋りんごの会  1:15:47

42 2044 北沢 健太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 ＧＬＯＲＹ／マルイチ  1:16:34

43 2149 和賀 遥 ﾜｶﾞ ﾊﾙｶ 長野県  1:16:43

44 2093 永井 淳 ﾅｶﾞｲ ｱﾂｼ 長野県  1:16:58

45 2010 石原 元 ｲｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 富山県 西能みなみ  1:16:59

46 2096 南雲 和徳 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県 丸善食品工業  1:17:02

47 2054 児嶋 倫啓 ｺｼﾞﾏ ﾐﾁﾋﾛ 愛知県 チームスタミナ  1:17:11

48 2041 菊地 勝昭 ｷｸﾁ ｶﾂｱｷ 東京都  1:17:23

49 2074 鈴木 宏昌 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 新潟県  1:17:33

50 2138 山田 晃 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 富山県 ＴＰＳＣｏ  1:18:35

51 2067 榊原 寛司 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 チームスタミナ  1:19:21

52 2063 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 新潟県 妙高ＴＲＣ  1:19:34

53 2134 柳 勝 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾙ 群馬県  1:21:15

54 2135 柳沢 潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県  1:21:41

55 2127 峯田 穣治 ﾐﾈﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都  1:23:03

56 2052 古賀 雅治 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都  1:23:24

57 2034 梶原 徹也 ｶｼﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県  1:23:46

58 2061 小山 信温 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱﾂ 長野県  1:23:50

59 2001 秋本 猛 ｱｷﾓﾄ ﾀｹｼ 富山県  1:24:17

60 2119 増田 康 ﾏｽﾀﾞ ｺｳ 東京都  1:24:56

61 2099 西條 広悦 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾛﾖｼ 長野県  1:25:15

62 2084 武田 将基 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 新潟県  1:25:21

63 2012 井出 卓弥 ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 長野県  1:25:39

64 2037 金子 祐樹 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 長野県 信州トレマン＆千福  1:25:40

65 2128 三宅 邦仁 ﾐﾔｹ ｸﾆﾋﾄ 愛知県  1:25:47

66 2022 大野 択生 ｵｵﾉ ﾀｸﾐ 長野県  1:25:51

67 2051 黒田 芳史 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 愛知県  1:26:51

68 2140 山寺 博幸 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 長野県  1:26:53

69 2032 笠原 聖 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 新潟県  1:27:02

70 2035 粕谷 一正 ｶｽﾔ ｲｯｾｲ 長野県  1:27:27

71 2007 石井 俊治 ｲｼｲ ﾄｼﾊﾙ 群馬県  1:29:35

72 2088 鶴味 良潔 ﾂﾙﾐ ﾖｼﾕｷ 東京都  1:29:42

73 2107 平野 勇紀 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 新潟県  1:30:02

74 2020 大蔵 浩樹 ｵｵｸﾗ ﾋﾛｷ 長野県  1:30:15

75 2071 鈴木 圭亮 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 千葉県 山猿  1:30:32

76 2064 斉藤 保典 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 長野県 まる環  1:32:35

77 2017 内村 純一郎 ｳﾁﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 長野県 上牧ＲＣ  1:33:21

78 2023 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都  1:33:28

79 2092 鳥畑 敏雄 ﾄﾘﾊﾀ ﾄｼｵ 山梨県  1:34:24

80 2038 唐木 昌則 ｶﾗｷ ﾏｻﾉﾘ 長野県 上牧ＲＣ  1:35:11
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81 2121 松本 多希馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｷﾏ 長野県  1:36:01

82 2077 高木 克之 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾕｷ 千葉県  1:36:15

83 2003 飯塚 和幸 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ 長野県  1:36:22

84 2050 倉澤 昌秀 ｸﾗｻﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 長野県 長野走ろう会  1:36:40

85 2019 大内 実 ｵｵｳﾁ ﾐﾉﾙ 千葉県  1:36:44

86 2132 森川 日出男 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 大阪府  1:38:10

87 2068 桜井 幸宏 ｻｸﾗｲ ﾕｷﾋﾛ 新潟県  1:38:17

88 2069 城 崇之 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 東京都 ベロンベロン会  1:39:01

89 2129 宮本 邦康 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾔｽ 東京都  1:39:10

90 2136 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 長野県 信州トレマン  1:39:22

91 2073 鈴木 智幸 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 岐阜県  1:40:38

92 2126 溝呂木 諒弥 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ﾘｮｰﾔ 山梨県  1:40:56

93 2042 菊地 大 ｷｸﾁ ﾀﾞｲ 東京都  1:40:59

94 2006 池田 茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 キョロ玉団  1:41:00

95 2125 丸山 洋一 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 新潟県  1:41:25

96 2009 石橋 秀悟 ｲｼﾊﾞｼ ｼｭｳｺﾞ 茨城県  1:41:48

97 2053 小島 英司 ｺｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ 愛知県  1:42:08

98 2111 藤縄 辰朗 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾀﾂﾛｳ 長野県  1:42:10

99 2118 牧野 良平 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜県 飛騨高山ＴＲＣ  1:42:49

100 2085 竹之内 秀行 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都  1:42:52

101 2028 奥 健太郎 ｵｸ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県  1:43:03

102 2101 初山 弘行 ﾊﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 ＵＳＡＭＩＲＣ  1:44:45

103 2039 神田 昭治 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 富山県  1:45:06

104 2147 横山 計 ﾖｺﾔﾏ ｹｲ 長野県  1:47:24

105 2098 西 毅 ﾆｼ ﾀｹｼ 神奈川県  1:48:33

106 2110 藤田 伸 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝ 新潟県  1:50:46

107 2029 小野寺 洋 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 岩手県  1:52:11

108 2133 谷中 順平 ﾔﾅｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 栃木県  1:55:04

109 2082 武島 幸市 ﾀｹｼﾏ ｺｳｲﾁ 栃木県  1:55:04

110 2122 松本 裕功 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 栃木県  1:55:04

111 2018 大出 貴之 ｵｵｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県  1:55:05

112 2086 竹本 清彦 ﾀｹﾓﾄ ｷﾖﾋｺ 長野県  1:55:53

113 2103 林 貴吉 ﾊﾔｼ ﾀｶﾖｼ 愛知県  1:57:35

114 2016 上野 清忠 ｳｴﾉ ｷﾖﾀﾀﾞ 長野県  1:57:58

115 2056 後藤 雅夫 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｵ 埼玉県 ファティマ・マイト  1:58:47

116 2142 山本 悟 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ 長野県 アクア  1:59:16

117 2089 手塚 仁 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾄｼ 新潟県  1:59:35

118 2027 岡野 宏俊 ｵｶﾉ ﾋﾛﾄｼ 熊本県  2:04:45

119 2048 串本 忠男 ｸｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ 東京都  2:07:35

120 2046 北原 健一 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 長野県  2:08:41
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121 2139 山田 航太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 長野県  2:10:20

122 2131 村山 航太 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県  2:23:47

123 2108 廣田 潤一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県  2:27:32

124 2013 伊藤 義治 ｲﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 愛知県  2:38:43


