
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 1207 滝澤 漣 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 長野県 山ノ内中学校 00:46:19

2 1102 逢澤 智広 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 長野県 ＰＨＩＬＩＰＳ 00:46:49

3 1238 原田 将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 ＤＲＥＡＭ 00:47:36

4 1296 鷲野 彪雅 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 長野県 城南中 00:48:46

5 1122 永原 大樹 ｴｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 新潟県 ＪＪＪ 00:49:41

6 1156 川久保 力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 城北中学校 00:49:48

7 1160 木原 渉 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 長野県 00:50:08

8 1254 堀米 結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内中学 00:50:32

9 1244 福島 大志郎 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 長野県 おしゃれ登山部 00:50:34

10 1209 竹内 隆志 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 長野県 長野赤十字病院 00:51:51

11 1124 大井 飛翔 ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ 長野県 00:51:53

12 1264 丸山 海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷中 00:52:06

13 1224 傳田 雅也 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 長野県 エヌエフディー 00:52:14

14 1200 園川 雅樹 ｿﾉｶﾜ ﾏｻｷ 福島県 論田ランナーズ 00:52:25

15 1266 丸山 直生 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 長野県 鉢盛中学校 00:52:49

16 1258 松沢 斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 長野県 ＨＧ 00:53:17

17 1131 岡田 茂 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 新潟県 00:54:02

18 1129 大林 経基 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾂﾈﾓﾄ 長野県 軽井沢中学校 00:54:03

19 1236 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 まらくら 00:54:34

20 1262 馬目 天 ﾏﾉﾒ ﾀｶｼ 山梨県 山梨農林高校 00:55:22

21 1242 福島 章浩 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾋﾛ 長野県 おしゃれ登山部 00:56:04

22 1260 松橋 優希 ﾏﾂﾊｼ ﾕｳｷ 新潟県 00:56:16

23 1194 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 新潟県 00:56:27

24 1291 山本 将寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 長野県 信州大学 00:56:38

25 1199 瀬沼 哲司 ｾﾇﾏ ｻﾄｼ 新潟県 どぶ川係 00:56:45

26 1234 芳賀 翔太 ﾊｶﾞ ｼｮｳﾀ 長野県 00:57:54

27 1226 中澤 顕 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝ 長野県 00:58:09

28 1288 山寺 信昭 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 石川県 00:58:36

29 1188 清水 正和 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｶｽﾞ 長野県 00:58:47

30 1284 山﨑 雄也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 新潟県 00:58:47

31 1272 宮島 寛幸 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 長野県 鉢盛中学校 00:59:08

32 1184 澤田 元久 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄﾋｻ 長野県 00:59:38

33 1292 山本 雄一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 大阪府 01:00:34

34 1183 澤田 穂高 ｻﾜﾀﾞ ﾎﾀｶ 長野県 信濃小中学校 01:00:58

35 1216 田中 慎也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 長野県 01:01:01

36 1223 寺島 努 ﾃﾗｼﾏ ﾂﾄﾑ 長野県 01:01:54

37 1243 福嶋 晃 ﾌｸｼﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 かみかわＡＣ 01:02:46

38 1275 向日 宏一 ﾑｶｲ ｺｳｲﾁ 千葉県 01:03:01

39 1167 小越 剛 ｺｺﾞｼ ｺﾞｳ 北海道 01:03:13

40 1206 滝沢 俊介 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 長野県 01:03:31
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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 1190 霜田 大成 ｼﾓﾀﾞ ﾀｲｾｲ 長野県 01:04:42

42 1197 関 正明 ｾｷ ﾏｻｱｷ 新潟県 ほうれん草 01:04:46

43 1265 丸山 剛生 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ 長野県 01:04:47

44 1237 原 俊樹 ﾊﾗ ﾄｼｷ 長野県 01:05:00

45 1136 荻原 健 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 新潟県 01:05:16

46 1198 関根 豊 ｾｷﾈ ﾕﾀｶ 埼玉県 01:05:22

47 1178 阪本 しんや ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 群馬県 01:06:47

48 1110 石川 紳 ｲｼｶﾜ ｼﾝ 長野県 池田町陸上クラブ 01:07:17

49 1164 小池 克宏 ｺｲｹ ｶﾂﾋﾛ 長野県 ちの技研 01:07:54

50 1221 鶴味 良潔 ﾂﾙﾐ ﾖｼﾕｷ 東京都 01:08:02

51 1176 酒井 康司 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 01:08:10

52 1138 奥寺 進 ｵｸﾃﾞﾗ ｽｽﾑ 千葉県 ビッグ 01:08:42

53 1114 市川 実 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾙ 長野県 01:08:52

54 1191 白倉 敏春 ｼﾗｸﾗ ﾄｼﾊﾙ 新潟県 01:08:57

55 1142 加賀 聖司 ｶｶﾞ ｾｲｼﾞ 千葉県 01:09:30

56 1185 塩練 祐栄 ｼｵﾈﾘ ﾏｻｴ 新潟県 01:09:34

57 1204 高橋 泰史 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 茨城県 牛久走友会 01:09:56

58 1294 米澤 輝 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 長野県 01:09:58

59 1205 瀧 直也 ﾀｷ ﾅｵﾔ 長野県 01:10:17

60 1281 柳澤 将秀 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 長野県 01:10:30

61 1233 南雲 芳夫 ﾅｸﾞﾓ ﾖｼｵ 埼玉県 地球防衛軍 01:11:39

62 1173 齋藤 駿一 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 長野県 01:11:50

63 1267 丸山 光 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 新潟県 01:12:00

64 1103 渥美 雅俊 ｱﾂﾐ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 一休 01:12:05

65 1217 田中 辰秀 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾋﾃﾞ 千葉県 01:12:23

66 1108 池田 聡 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 千葉県 01:12:46

67 1171 斉藤 伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 新潟県 新井中学校 01:12:47

68 1152 上條 覚 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 長野県 Ｔｅａｍ　Ｙｕ３ 01:12:57

69 1286 山田 晃 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 富山県 ＴＰＳＣｏ 01:13:48

70 1210 竹島 博行 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 東日本旅客鉄道 01:13:56

71 1135 荻原 琴太郎 ｵｷﾞﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 新潟県 01:13:58

72 1163 黒岩 文明 ｸﾛｲﾜ ﾌﾐｱｷ 長野県 チームＣＹ 01:14:01

73 1245 藤井 健司 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 横河電機 01:14:02

74 1106 飯田 定行 ｲｲﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 長野県 ■太田屋りんごの会■ 01:14:07

75 1182 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 長野県 01:14:23

76 1196 鈴木 宏昌 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 新潟県 01:14:24

77 1301 南雲 和徳 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾉﾘ 長野県 丸善食品工業 01:14:33

78 1121 上原 航輔 ｳｴﾊﾗ ｺｳｽｹ 長野県 林檎園うえはら 01:14:56

79 1239 原山 豊 ﾊﾗﾔﾏ ﾕﾀｶ 長野県 Ｆ野球クラブ 01:15:08

80 1255 増田 康 ﾏｽﾀﾞ ｺｳ 東京都 01:15:48
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81 1280 柳沢 潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 01:16:35

82 1166 古賀 雅治 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都 01:16:43

83 1203 高橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 長野県 01:17:05

84 1300 渡邉 能成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ 新潟県 01:17:22

85 1261 松原 大輔 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜県 山頂カフェ 01:17:52

86 1229 中條 幹夫 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｷｵ 群馬県 01:18:03

87 1212 田嶋 芳幸 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 静岡県 ＮＡＣ 01:18:16

88 1201 高草木 恵司 ﾀｶｸｻｷ ｹｲｼﾞ 群馬県 あくてぃ部 01:18:34

89 1175 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 新潟県 妙高ＴＲＣ 01:19:29

90 1299 渡邉 優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 新潟県 01:19:32

91 1283 山崎 繁一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞｶｽﾞ 富山県 01:19:46

92 1193 杉山 英雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 ＳＳＩ 01:20:16

93 1186 重野 利彰 ｼｹﾞﾉ ﾄｼｱｷ 長野県 01:20:24

94 1150 金子 祐樹 ｶﾈｺ ﾕｳｷ 長野県 01:20:43

95 1116 井出 卓弥 ｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 長野県 01:20:56

96 1240 樋熊 良博 ﾋｸﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 どぶ川係 01:20:57

97 1111 石川 貴啓 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 01:21:40

98 1149 金子 常幸 ｶﾈｺ ﾂﾈﾕｷ 長野県 01:21:58

99 1143 笠原 聖 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 新潟県 01:23:02

100 1297 渡邊 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 長野県 01:23:51

101 1161 久保田 明仁 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾄ 長野県 01:23:52

102 1162 久保田 雅史 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 新潟県 01:24:05

103 1127 大月 眞樹 ｵｵﾂｷ ﾏｻｷ 長野県 01:24:11

104 1253 堀 顕三 ﾎﾘ ｹﾝｿﾞｳ 新潟県 ダイセルＨＡＣ 01:24:32

105 1214 田中 健介 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 東京都 一休 01:24:54

106 1123 大井 伸司 ｵｵｲ ｼﾝｼﾞ 長野県 01:24:55

107 1219 児野 徹 ﾁｺﾞﾉ ﾄｵﾙ 長野県 木曽町走友会 01:25:07

108 1140 尾島 淳 ｵｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野県 01:25:11

109 1298 渡辺 正人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 長野県 01:25:13

110 1133 小川 博昭 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 長野県 01:26:05

111 1290 山本 聡 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 長野県 チームやまもと 01:26:17

112 1271 宮嶋 哲也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 長野県 01:27:48

113 1289 山寺 博幸 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 長野県 01:27:56

114 1192 新谷 昌彦 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 長野県 01:28:27

115 1115 一ノ尾 政勲 ｲﾁﾉｵ ﾏｻﾋﾛ 長野県 01:28:27

116 1113 石田 顕司 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 Ｃｏｍｍｏｎ 01:28:41

117 1249 古川 正和 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 01:29:02

118 1225 永井 良 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳ 長野県 東長野病院 01:29:11

119 1170 小林 剛 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｵ 長野県 01:29:21

120 1139 押川 宗成 ｵｼｶﾜ ﾑﾈﾅﾘ 富山県 01:29:35
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121 1157 川崎 純一 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 01:29:45

122 1141 小野山 洋身 ｵﾉﾔﾏ ﾋﾛﾐ 長野県 クラブ　ヒロ 01:30:24

123 1220 塚原 直紀 ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ 長野県 01:30:58

124 1293 結城 広昭 ﾕｳｷ ﾋﾛｱｷ 長野県 01:31:01

125 1119 岩田 佳宏 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 01:31:14

126 1112 石黒 康英 ｲｼｸﾞﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 01:31:19

127 1273 宮本 弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 長野県 01:31:49

128 1189 下田 喜久雄 ｼﾓﾀﾞ ｷｸｵ 群馬県 あくてぃ部 01:32:53

129 1165 古宇田 大介 ｺｳﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 あくてぃ部 01:32:54

130 1282 山内 章裕 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 静岡県 01:33:16

131 1232 中村 貴啓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 長野県 01:33:41

132 1195 鈴木 丞 ｽｽﾞｷ ﾀｽｸ 東京都 01:34:59

133 1145 加須屋 弘己 ｶｽﾔ ﾋﾛｷ 新潟県 じょんのび 01:35:31

134 1230 永瀬 康介 ﾅｶﾞｾ ｺｳｽｹ 新潟県 01:35:33

135 1134 荻原 一博 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長野県 01:35:42

136 1155 河上 敏之 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾕｷ 富山県 01:35:46

137 1109 池田 茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 ＴＥＡＭピカ 01:36:07

138 1227 中嶋 一樹 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 長野県 01:36:52

139 1270 水野 洋 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 長野県 01:37:21

140 1268 丸山 洋一 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 新潟県 01:37:55

141 1144 笠原 学 ｶｻﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 01:38:08

142 1252 星井 健仁 ﾎｼｲ ﾀｹﾋﾄ 新潟県 01:38:51

143 1228 中島 光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 新潟県 01:38:51

144 1147 葛綿 義行 ｶﾂﾜﾀ ﾖｼﾕｷ 東京都 01:39:25

145 1130 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 01:39:34

146 1169 後藤 雅夫 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｵ 埼玉県 ファティマ・マイト 01:40:24

147 1213 辰巳 泰人 ﾀﾂﾐ ﾔｽﾄ 東京都 ティップ下井草ＲＣ 01:40:34

148 1208 滝田 浩二 ﾀｷﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 01:40:44

149 1215 田中 菖平 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ 東京都 チーム竹之内 01:41:22

150 1154 唐木 秀敏 ｶﾗｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 01:41:27

151 1151 鎌倉 祥太郎 ｶﾏｸﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 01:42:05

152 1159 北原 健一 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 長野県 01:42:07

153 1202 高相 学 ﾀｶｿｳ ﾏﾅﾌﾞ 長野県 ひまわり 01:42:47

154 1126 大蔵 浩樹 ｵｵｸﾗ ﾋﾛｷ 長野県 01:42:47

155 1177 坂本 邦春 ｻｶﾓﾄ ｸﾆﾊﾙ 埼玉県 01:43:03

156 1187 志田 信也 ｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 千葉県 流山ホトケーズ 01:43:07

157 1179 相良 太 ｻｶﾞﾗ ﾌﾄｼ 大阪府 01:44:07

158 1278 安井 仁 ﾔｽｲ ｼﾞﾝ 東京都 チーム竹之内 01:44:42

159 1256 松井 正治 ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 01:44:49

160 1248 藤原 純 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 01:45:23
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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

161 1153 加門 宏荘 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 長野県 白馬郵便局 01:45:45

162 1180 佐々木 基安 ｻｻｷ ﾓﾄﾔｽ 富山県 01:47:32

163 1269 三浦 裕司 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 東京都 01:47:58

164 1137 奥 健太郎 ｵｸ ｹﾝﾀﾛｳ 長野県 チーム竹之内 01:48:06

165 1211 竹之内 秀行 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 チーム竹之内 01:50:11

166 1247 藤本 彰 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 長野県 01:50:20

167 1172 斎藤 邦夫 ｻｲﾄｳ ｸﾆｵ 千葉県 01:50:31

168 1250 古澤 博之 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 富山県 01:50:44

169 1101 相川 雅和 ｱｲｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 01:51:18

170 1259 松下 義男 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｵ 静岡県 01:53:33

171 1158 北澤 琢也 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長野県 01:53:43

172 1251 古谷 弘之 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 合同合同 01:54:25

173 1107 池内 翔 ｲｹｳﾁ ｼｮｳ 長野県 01:54:28

174 1257 松岡 正人 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ 東京都 01:55:39

175 1274 三輪 一尊 ﾐﾜ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 チーム竹之内 01:55:55

176 1231 中村 隆司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 富山県 タロウズ 01:57:52

177 1105 伊井 達也 ｲｲ ﾀﾂﾅﾘ 神奈川県 02:01:01

178 1279 矢田 英之 ﾔﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 02:02:28

179 1174 齋藤 太 ｻｲﾄｳ ﾌﾄｼ 山形県 02:07:28

180 1263 丸田 周一 ﾏﾙﾀ ｼｭｳｲﾁ 長野県 （株）広和 02:09:30
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