
順位 ナンバー 氏　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

The 4100Dマウンテントレイル　in　野沢温泉 2014年7月20-21日

23kmソロ男子

1011 太田 光平 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ  2:13:471
1045 中村 文彦 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ  2:22:122
1003 井川 智之 ｲｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ  2:25:043
1055 丸山 正夫 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ  2:35:584
1013 貝瀬 健太 ｶｲｾ ｹﾝﾀ  2:39:365
1021 小島 敬 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ  2:47:126
1049 西方 太地 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ  2:49:167
1024 駒原 幸雅 ｺﾏﾊﾗ ﾕｷﾏｻ  3:07:498
1035 武井 大樹 ﾀｹｲ ﾀﾞｲｷ  3:18:239
1060 森　俊紀 ﾓﾘ ﾄｼｷ  3:24:1610
1061 八木 啓佑 ﾔｷﾞ ｹｲｽｹ  3:34:4911
1033 高堂 純 ﾀｶﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ  3:36:2812
1062 山崎 馨 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｵﾙ  3:37:0313
1066 岡本 夕  3:43:4214
1002 井内 一憲 ｲｳﾁ ｶﾂﾞﾉﾘ  3:55:0915
1008 江場田　邦淳 ｴﾊﾞﾀ ｸﾆｱｷ  3:56:4516
1040 谷川 源長 ﾀﾆｶﾜ ﾓﾄﾅｶﾞ  3:59:0617
1006 稲葉 義男 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ  3:59:2118
1037 田中 明信 ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾌﾞ  3:59:5019
1027 佐藤 直 ｻﾄｳ ﾁｮｸ  4:03:4920
1065 VELLEKOOP CEES VELLEKOOP CEES  4:14:4221
1058 村松 芳彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾋｺ  4:21:1022
1026 酒井 千裕 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ  4:26:1723
1054 藤吉 祐介 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｳｽｹ  4:27:3424
1022 小竹 健一 ｺﾀｹ ｹﾝｲﾁ  4:27:4425
1064 渡辺 高英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ  4:32:5526
1059 望月 俊雄 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｵ  4:36:2927
1041 月岡 真二 ﾂｷｵｶ ｼﾝｼﾞ  4:38:0228
1043 寺澤 健治 ﾃﾗｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ  4:39:1629
1018 窪田 英紀 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ  4:39:4030
1039 棚橋 勉 ﾀﾅﾊｼ ﾂﾄﾑ  4:46:1531
1004 池田 健一 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  4:53:4032
1014 梶野 公平 ｶｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ  4:55:4533
1012 奥薗 雅史 ｵｸｿﾞﾉ ﾏｻｼ  4:56:2834
1048 中山 章三 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ  5:04:4235
1032 瀬戸 秀紀 ｾﾄ ﾋﾃﾞｷ  5:07:1136
1030 砂川 博昭 ｽﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ  5:07:2637
1051 芳賀 俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ  5:08:5438
1017 木村 洋介 ｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ  5:15:0439
1025 齋藤 優介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  5:16:0240
1029 柴田 亮 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ  5:19:0241
1016 木戸 一人 ｷﾄﾞ ｶｽﾞﾋﾄ  5:23:2142
1046 中山 和博 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  5:39:3043
1005 池田 昇 ｲｹﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ  5:39:4044
1057 宮本 裕巳 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ  5:45:3445
1056 水越 悠太 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾀ  5:47:1746
1009 江原 光次 ｴﾊﾞﾗ ﾐﾂｼﾞ  5:59:0747
1036 立花 貴弘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾋﾛ  6:08:5148
1050 根岸 賢志 ﾈｷﾞｼ ｹﾝｼﾞ  6:25:0149
1063 渡邉 和也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ  6:34:4050
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順位 ナンバー 氏　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

The 4100Dマウンテントレイル　in　野沢温泉 2014年7月20-21日

23kmソロ男子

1015 北村 達也 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ  6:35:1851
1047 中山 清 ﾅｶﾔﾏ ｷﾖｼ  6:36:4852
1010 近江 浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞDNF

1023 児玉 清一 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｲﾁDNF

1034 田口 克也 ﾀｸﾞﾁ ｶﾂﾔDNF

1052 蛭田 晃仁 ﾋﾙﾀ ｱｷﾋﾄDNF

1001 油谷 高士 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾀｶｼDNS

1007 植竹 信二 ｳｴﾀｹ ｼﾝｼﾞDNS

1019 栗林 浩貴 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷDNS

1020 国府田　正雄 ｺｳﾀﾞ ﾏｻｵDNS

1028 佐貫 一成 ｻﾇｷ ｶｽﾞｼｹﾞDNS

1031 関塚 健太郎 ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳDNS

1038 田中 伸和 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞDNS

1042 出村 嘉章 ﾃﾞﾑﾗ ﾖｼｱｷDNS

1044 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷDNS

1053 藤田 弘行 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷDNS

1067 石川 航 ｲｼｶﾜ ｺｳDNS

1068 坂　靖幸 ｻｶ ﾔｽﾕｷDNS

1069 田上 裕起 ﾀｶﾞﾐ ﾕｳｷDNS
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