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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位 270 吉野 大和 ﾖｼﾉ ﾔﾏﾄ ＧＯＮＴＥＸ ／ ＩＮＳＴＩＮＣＴ 2:53:45
2位 187 小笠原 光研 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳｹﾝ 北海道 2:55:08
3位 271 くれいじーかろ ｸﾚｲｼﾞｰｶﾛ ＪＯＨＨＯＫＵ ＣＡＢＡＬＬＯ 3:05:14
4位 269 宮川 朋史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 3:10:58
5位 120 牛田 美樹 ｳｼﾀﾞ ﾐｷ 群馬県 3:14:19
6位 261 大瀬 和文 ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ ｓａｌｏｍｏｎ 3:16:13
7位 272 小林 海仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ＡＬＰ ＳＫＩ ＴＥＡＭ 3:18:52
8位 212 関 真二 ｾｷ ｼﾝｼﾞ 山ﾉ内町 3:25:35
9位 178 金澤 拓則 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 松本市 3:26:45

10位 274 小林 雅貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ＳＡＬＬＹＳ 3:27:45
11位 109 新地 司 ｼﾝﾁ ﾂｶｻ 群馬県 3:29:58
11位 226 サイラス ジュイ ｻｲﾗｽ ｼﾞｭｲ 埼玉県 3:29:58
13位 103 田村 健人 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 東京都 3:31:16
14位 266 浦野 裕之 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ ｓａｌｏｍｏｎ 3:35:05
15位 240 廣川 拓巳 ﾋﾛｶﾜ ﾀｸﾐ 新潟県 3:45:17
16位 124 栗原 航 ｸﾘﾊﾗ ｺｳ 群馬県 3:55:55
17位 163 北村 修二 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 山梨県 3:58:08
18位 210 宮崎 守 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾓﾙ 新潟県 3:58:35
19位 179 間野 健太郎 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 富山県 3:59:18
20位 142 伴 将史 ﾊﾞﾝ ﾏｻｼ 栃木県 4:07:11
21位 248 西山 真一 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 千葉県 4:12:03
22位 170 渡辺 司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ 長野市 4:19:53
23位 255 近藤 翔也 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 愛知県 4:20:12
24位 156 橋本 健志 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 4:28:13
25位 176 田村 豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 千葉県 4:28:37
26位 273 高橋 龍宇 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ ＢＲＩＮＧ 4:30:37
27位 121 金井 治人 ｶﾅｲ ﾊﾙﾋﾄ 東京都 4:32:35
28位 128 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 4:34:30
29位 233 浅海 良 ｱｻｳﾐ ﾘｮｳ 埼玉県 4:34:48
30位 205 西尾 文吾 ﾆｼｵ ﾌﾞﾝｺﾞ 東京都 4:39:58
31位 218 小山 正明 ｺﾔﾏ ﾏｻｱｷ 佐久市 4:40:07
32位 139 馬場 大輔 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 4:49:17
33位 136 黒瀬 博昭 ｸﾛｾ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 4:49:25
34位 107 浦川 忠郎 ｳﾗｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 東京都 4:50:07
35位 201 吉野 隆 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 新潟県 4:50:24
36位 229 林 真名歩 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 4:55:44
37位 247 内野 裕之 ｳﾁﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:55:47
38位 162 松原 俊之 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ 東京都 4:59:23
39位 191 廣瀬 史雄 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ 神奈川県 5:03:03
40位 105 印牧 恒和 ｶﾈﾏｷ ﾂﾈｶｽﾞ 福井県 5:05:34
41位 214 新井 聡 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 埼玉県 5:09:10
42位 221 阪本 直樹 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪府 5:09:15
43位 177 金沢 雅幸 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 富山県 5:11:12
44位 278 柴山 英樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ フイナム ランニング クラブ♡ 5:12:52
45位 122 中里 純也 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 栃木県 5:14:22
46位 252 川上 直之 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾕｷ 新潟県 5:15:19
47位 130 道向 望 ﾐﾁﾑｶｲ ﾉｿﾞﾑ 東京都 5:16:13
48位 228 坂井 一馬 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 小谷村 5:19:49
49位 256 那須野 由幸 ﾅｽﾉ ﾖｼﾕｷ 群馬県 5:25:09
50位 131 鈴木 雄登 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 千葉県 5:26:41
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51位 132 鹿熊 浩貴 ｶｸﾏ ﾋﾛｷ 富山県 5:28:15
52位 171 植原 康典 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 安曇野市 5:29:47
53位 113 村田 慎也 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 石川県 5:30:59
54位 245 柿澤 大輔 ｶｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 5:31:44
55位 149 小野村 圭 ｵﾉﾑﾗ ｹｲ 群馬県 5:32:07
56位 106 青山 直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 愛知県 5:33:23
57位 164 渡辺 大智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 長野市 5:34:25
58位 150 駒田 正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 大町市 5:34:32
59位 104 日比野 稜 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｮｳ 富山県 5:35:03
60位 209 尾家 真 ｵｲｴ ﾏｺﾄ 東京都 5:35:33
61位 254 市川 史郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ 長野市 5:39:05
62位 141 高橋 博行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 5:42:07
63位 246 真島 奨大 ﾏｼﾏ ｼｮｳﾀ 新潟県 5:44:09
64位 230 河田 真吾 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 新潟県 5:48:20
65位 213 鈴木 啓二 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 山梨県 5:48:58
66位 182 花岡 健司 ﾊﾅｵｶ ｹﾝｼﾞ 東京都 5:49:47
67位 114 早井 史人 ﾊﾔｲ ﾌﾐﾄ 埼玉県 5:50:23
68位 173 小手 健一 ｺﾃ ｹﾝｲﾁ 山梨県 5:51:22
69位 160 児嶋 大明 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:51:52
70位 235 尾崎 良輔 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 5:52:17
71位 196 松原 弘明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県 5:53:34
72位 134 エロン マンディー ｴﾛﾝ ﾏﾝﾃﾞｨｰ 東京都 5:53:36
73位 242 百瀬 陽敏 ﾓﾓｾ ﾊﾙﾄｼ 松本市 5:54:51
74位 203 田安 章 ﾀﾔｽ ｱｷﾗ 福井県 5:56:58
75位 183 内山 千尋 ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 上田市 6:05:02
76位 186 山田 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 富山県 6:05:10
77位 143 三佐々川 豊 ﾐｻｻｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 山梨県 6:07:26
78位 108 内藤 大地 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨県 6:08:37
79位 253 桝見 英嗣 ﾏｽﾐ ﾋﾃﾞｼ 兵庫県 6:09:09
80位 237 中野 悦史 ﾅｶﾉ ｴﾂｼ 東京都 6:12:05
81位 227 三代川 晃久 ﾐﾖｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 神奈川県 6:12:11
82位 151 細井 健太郎 ﾎｿｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 6:12:22
83位 204 田安 繁晴 ﾀﾔｽ ｼｹﾞﾊﾙ 福井県 6:12:29
84位 112 皆川 貴行 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 6:12:42
85位 180 松下 哲也 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 京都府 6:15:53
86位 146 小山 務 ｺﾔﾏ ﾂﾄﾑ 神奈川県 6:16:50
87位 239 中曽 俊之 ﾅｶｿ ﾄｼﾕｷ 富山県 6:17:36
88位 199 奥井 博行 ｵｸｲ ﾋﾛﾕｷ 富山県 6:18:06
89位 165 石川 雅英 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 6:19:09
90位 154 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 6:20:11
91位 225 木村 滋 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 御代田町 6:20:33
92位 157 野池 友晶 ﾉｲｹ ﾄﾓｱｷ 長野市 6:23:00
93位 152 柴田 保博 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 6:24:40
94位 155 坪根 周平 ﾂﾎﾞﾈ ｼｭｳﾍｲ 東京都 6:24:45
95位 206 久恵 太輔 ｷｭｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 富山県 6:25:35
96位 276 功刀 慶人 ｸﾇｷﾞ ﾖｼﾄ 6:27:05
97位 198 宮田 啓友 ﾐﾔﾀ ﾋﾗﾄﾓ 東京都 6:27:59
98位 126 菰田 悟史 ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 6:28:12
99位 147 梶田 善之 ｶｼﾞﾀ ﾖｼﾕｷ 白馬村 6:28:36

100位 153 槇井 洋介 ﾏｷｲ ﾖｳｽｹ 東京都 6:34:24
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101位 231 浜島 一道 ﾊﾏｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐﾁ 愛知県 6:36:12
102位 241 楠田 岳 ｸｽﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 6:37:31
103位 185 久保田 剛 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 6:37:37
104位 188 原田 宏司 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 塩尻市 6:42:52
105位 215 東福 勝成 ﾄｳﾌｸ ｶﾂﾅﾘ 上田市 6:44:48
106位 129 井上 智明 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｱｷ 東京都 6:44:50
107位 148 折茂 英明 ｵﾘﾓ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 6:46:08
108位 197 佐々木 偉克 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶﾂ 神奈川県 6:50:10
109位 159 植木 浩司 ｳｴｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 6:52:43
110位 184 柴田 綾 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 東京都 6:54:29
111位 216 水野 秀治 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ 富山県 6:56:38
112位 169 那須 保孝 ﾅｽ ﾔｽﾀｶ 埼玉県 7:00:26
113位 193 野田 貴史 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 静岡県 7:03:00
114位 135 志村 直巳 ｼﾑﾗ ﾅｵﾐ 神奈川県 7:03:25
115位 251 山崎 亨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ 松本市 7:10:29
116位 234 岡田 清岳 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾀｹ 安曇野市 7:12:53
117位 195 加藤 雄大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 7:16:11
118位 277 山本 博史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ フイナム ランニング クラブ♡ 7:20:00
119位 158 森田 清 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 神奈川県 7:31:57
120位 217 加藤 和也 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ 静岡県 7:36:48
121位 223 江口 孝憲 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 富山県 7:47:58
122位 174 山田 修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 茅野市 7:49:12
123位 161 奥山 明弘 ｵｸﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 静岡県 7:50:16
124位 175 峰岸 治郎 ﾐﾈｷﾞｼ ｼﾞﾛｳ 東京都 7:51:50
125位 111 濱名 寛幸 ﾊﾏﾅ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 7:53:23
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