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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 都道府県名 所 属 記 録
1 1050 山上 聡 ﾔﾏｶﾐ ｻﾄﾙ 上田市 0:53:24
2 1015 松本 秀明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 長野市 0:53:55
3 1033 五十嵐 美博 ｲｶﾗｼ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 0:54:41
4 1010 武山 潤 ﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 京都府 0:58:40
5 1037 佐伯 倫明 ｻｴｷ ﾐﾁｱｷ 熊本県 0:59:32
6 1011 宮下 弘文 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県 1:06:38
7 1001 春日 尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ 東京都 1:07:53
8 1041 神田 真司 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 富山県 1:08:33
9 1034 隅野 英樹 ｽﾐﾉ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:08:42

10 1055 中村 拓人 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 新潟県 1:08:51
11 1047 佐久間 隆 ｻｸﾏ ﾀｶｼ 山梨県 1:09:26
12 1018 武井 英志 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野市 1:11:15
13 1032 今井 大輝 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ 白馬村 1:11:21
14 1051 塚本 晃久 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋｻ 東京都 1:12:22
15 1044 小原 卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 1:14:53
16 1024 石川 紳 ｲｼｶﾜ ｼﾝ 池田町 1:18:27
17 1026 小福 隆夫 ｺﾌｸ ﾀｶｵ 安曇野市 1:18:32
18 1007 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:23:04
19 1019 石川 忠史 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 山梨県 1:26:07
20 1101 石田 道寛 ｲｼﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 1:26:37
21 1028 大井 喜幸 ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ 佐久市 1:26:53
22 1008 井上 正志 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 愛知県 1:26:55
23 1025 清野 秀治 ｾｲﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 1:27:21
24 1036 野田 恵誉 ﾉﾀﾞ ｹｲﾄ 静岡県 1:28:15
25 1038 池田 武 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 石川県 1:29:17
26 1023 横田 博和 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 富山県 1:29:32
27 1029 後藤 忠 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:29:47
28 1046 宮澤 裕一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 新潟県 1:29:50
29 1054 市川 満 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ 安曇野市 1:31:34
30 1022 瀬々 寛視 ｾｾ ﾋﾛﾐ 群馬県 1:35:20
31 1040 野々垣 達郎 ﾉﾉｶﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 東京都 1:35:33
32 1053 田村 嘉邦 ﾀﾑﾗ ﾖｼｸﾆ 長野市 1:36:07
33 1052 山岸 陸弘 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ 長野市 1:36:09
34 1039 宮本 紳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪府 1:39:48
35 1013 田村 純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 長野市 1:40:38
36 1017 湊 強志 ﾐﾅﾄ ﾂﾖｼ 富山県 1:41:22
37 1048 穎川 剛志 ｴｶﾞﾜ ﾀｹｼ 東京都 1:41:51
38 1031 川上 顕生 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 大町市 1:44:12
39 1045 山口 賢治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 安曇野市 1:44:30
40 1027 児島 智紀 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 東京都 1:44:43
41 1003 武野 文昭 ﾀｹﾉ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 1:50:54
42 1102 榎本 一生 ｴﾉﾓﾄ ｲｯｾｲ フイナム ランニング クラブ♡ 1:50:59
43 1016 下条 嘉秀 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 伊那市 1:51:06
44 1042 星野 栄 ﾎｼﾉ ｻｶｴ 新潟県 2:00:48
45 1035 森田 知樹 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｷ 東京都 2:46:49
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