
START LIST 【21KM】　10/23　9：30～

順位 ｾﾞｯｹﾝ 氏名 氏名カナ 都道府県名 性別 タイム

1 43 豊島 英夫 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 男性 2:34:05

2 100 江部 雅之 ｴﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 新潟県 男性 2:40:01

3 83 斉藤 茂浩 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾋﾛ 埼玉県 男性 2:47:07

4 92 千賀 純次 ｾﾝｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡県 男性 2:51:08

5 56 齋藤 宏生 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 群馬県 男性 2:56:06

6 33 吉田 髙嶺 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾈ 群馬県 男性 3:00:21

7 23 村上 泰雄 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｵ 東京都 男性 3:01:35

8 73 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟県 男性 3:01:41

9 35 石橋 恵津子 ｲｼﾊﾞｼ ｴﾂｺ 群馬県 女性 3:06:42

10 97 和田 浩 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 長野県 男性 3:12:05

11 55 大本 奈緒美 ｵｵﾓﾄ ﾅｵﾐ 群馬県 女性 3:12:36

12 72 加藤 正彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ 三重県 男性 3:13:14

13 38 竹下 正文 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾌﾐ 宮崎県 男性 3:13:37

14 1 鷲見 徹 ｽﾐ ﾄｵﾙ 愛知県 男性 3:14:04

15 34 蟻川 浩三 ｱﾘｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 群馬県 男性 3:16:07

16 22 上田 展弘 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府 男性 3:17:24

17 8 大川 新吉 ｵｵｶﾜ ｼﾝｷﾁ 長野県 男性 3:17:30

18 20 山田 徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 長野県 男性 3:18:00

19 11 杉浦 克則 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾂﾉﾘ 愛知県 男性 3:19:20

20 59 小畑 作治 ｺﾊﾞﾀｹ ｻｸｼﾞ 群馬県 男性 3:19:40

21 52 山中 暁弘 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾋﾛ 愛知県 男性 3:19:53

22 91 平岡 秀公 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 男性 3:20:43

23 71 水沢 秀二 ﾐｽﾞｻﾜ ｼｭｳｼﾞ 長野県 男性 3:21:00

24 26 亀岡 寛 ｶﾒｵｶ ﾋﾛｼ 長野県 男性 3:22:44

25 32 星野 明久 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｻ 群馬県 男性 3:23:50

26 31 橋本 知江美 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴﾐ 東京都 女性 3:23:55

27 88 服田 良元 ﾊｯﾀ ﾖｼﾕｷ 長野県 男性 3:24:48

28 60 西村 正巳 ﾆｼﾐﾗ ﾏｻﾐ 東京都 男性 3:25:14

29 46 大野 泰代 ｵｵﾉ ﾔｽﾖ 新潟県 女性 3:26:00

30 6 福島 綾子 ﾌｸｼﾏ ｱﾔｺ 東京都 女性 3:28:10

31 7 藤岡 泰子 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽｺ 東京都 女性 3:28:20

32 18 藤沢 ヒトミ ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 東京都 女性 3:28:20

33 19 山田 哲 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 長野県 男性 3:29:25

34 89 穂高 靖 ﾎﾀｶ ﾔｽｼ 長野県 男性 3:29:38

35 95 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 長野県 男性 3:32:56

36 44 大澤 光一 ｵｵｻﾜ ｺｳｲﾁ 新潟県 男性 3:33:20

37 69 土肥 貴浩 ﾄﾞﾋ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 男性 3:35:30

38 3 遊佐 亨 ﾕｻ ﾄｵﾙ 宮城県 男性 3:36:06

39 87 竹前 豪晃 ﾀｹﾏｴ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県 男性 3:38:10

40 101 近藤 正之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 静岡県 男性 3:38:35

41 12 高橋 ゆき江 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｴ 新潟県 女性 3:39:07

42 40 青木 清美 ｱｵｷ ｷﾖﾐ 長野県 女性 3:39:07



43 4 浅野 幸子 ｱｻﾉ ｻﾁｺ 東京都 女性 3:39:22

44 16 藤原 正明 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ 長野県 男性 3:39:40

45 37 加藤 繁夫 ｶﾄｳ ｼｹﾞｵ 長野県 男性 3:39:40

46 48 鶴巻 ジュディ ﾂﾙﾏｷ ｼﾞｭﾃﾞｨ 新潟県 女性 3:39:40

47 49 速水 健一 ﾊﾔﾐ ｹﾝｲﾁ 愛知県 男性 3:39:40

48 84 水野 博芳 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 男性 3:39:40

49 90 ギャラルドヒメネ 有佳梨 ｷﾞｬﾗﾙﾁﾞﾋﾒﾈ ﾕｶﾘ 長野県 女性 3:39:40

50 61 西村 恵子 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺ 東京都 女性 3:40:42

51 74 内川 麻実子 ｳﾁｶﾜ ﾏﾐｺ 東京都 女性 3:40:56

52 75 内川 宙志 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 男性 3:40:56

53 96 都築 知久 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 男性 3:44:37

54 77 森山 文徳 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ 長野県 男性 3:46:09

55 15 加藤 文義志 ｶﾄｳ ﾌﾐﾖｼ 愛知県 男性 3:47:19

56 21 山本 久美夫 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｵ 愛知県 男性 3:48:05

57 39 沖重 正夫 ｵｷｼｹﾞ ﾏｻｵ 神奈川県 男性 3:48:53

58 50 近藤 加奈子 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 長野県 女性 3:49:16

59 51 宇治 春菜 ｳｼﾞ ﾊﾙﾅ 長野県 女性 3:49:16

60 98 皆川 和夫 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 福島県 男性 3:49:16

61 57 本多 珠美 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾏﾐ 群馬県 女性 3:49:27

62 58 橋本 宏子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 群馬県 女性 3:50:18

63 42 小林 あけみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ 長野県 女性 3:52:14

64 94 藤澤 梢 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｽﾞｴ 長野県 女性 3:52:14

65 5 木下 幸子 ｷﾉｼﾀ ｻﾁｺ 東京都 女性 3:52:50

66 53 関根 保 ｾｷﾈ ﾀﾓﾂ 東京都 男性 3:52:50

67 68 三浦 五月男 ﾐｳﾗ ｻﾁｵ 埼玉県 男性 3:52:50

68 85 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛知県 男性 3:52:54

69 30 小笠原 澄 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｷﾖｼ 青森県 男性 3:54:39

70 14 武藤 晴美 ﾑﾄｳ ﾊﾙﾐ 愛知県 女性 3:55:54

71 41 土屋 晴夫 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 栃木県 男性 3:57:14

72 54 丸山 知子 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ 東京都 女性 3:57:39

73 62 江口 英夫 ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 男性 3:58:30

74 25 丸島 秀明 ﾏﾙｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 男性 3:58:55

75 86 安東 広晶 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県 男性 4:06:03

76 80 河野 淳二 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 長野県 男性 4:06:12

77 81 河野 祐紀子 ｶﾜﾉ ﾕｷｺ 長野県 女性 4:06:12

78 28 吉澤 孝司 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 長野県 男性 4:10:18

79 29 吉澤 由紀子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷｺ 長野県 女性 4:10:18

80 99 井出 豊 ｲﾃﾞ ﾕﾀｶ 長野県 男性 4:12:24

81 27 藤井 京子 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳｺ 長野県 女性 4:12:52

82 82 大槻 桜子 ｵｵﾂｷ ｻｸﾗｺ 大阪府 女性 4:12:55

83 24 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 長野県 女性 4:12:57

84 45 豊島 由香 ﾄﾖｼﾏ ﾕｶ 新潟県 女性 4:18:32

85 47 柳田 加代子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶﾖｺ 新潟県 女性 4:18:32

86 10 本間 雅人 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 新潟県 男性 4:20:55

87 78 塩入 ゆうこ ｼｵｲﾘ ﾕｳｺ 長野県 女性 4:21:23

88 79 清水 一人 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄ 長野県 男性 4:21:23

89 65 桑原 さゆり ｸﾜﾊﾗ ｻﾕﾘ 長野県 女性 4:25:56

90 66 船木 澄子 ﾌﾅｷ ｽﾐｺ 長野県 女性 4:25:56

91 67 松澤 南 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 長野県 女性 4:26:12

92 2 佐藤 俊一 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県 男性 4:36:28

93 9 布田 永吉 ﾌﾀﾞ ｴｲｷﾁ 宮城県 男性 4:36:43

94 17 長井 俊明 ﾅｶﾞｲ ﾄｼｱｷ 神奈川県 男性 5:07:48



95 63 豊田 ひとみ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ 宮城県 女性 5:07:48

96 64 池庄司 典子 ｲｹｼｮｳｼﾞ ﾉﾘｺ 宮城県 女性 5:07:48

13 浅川 浩 ｱｻｶﾜ ﾋﾛｼ 長野県 男性

93 小林 隆義 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾖｼ 長野県 男子


