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1位 2135 杉⼭ 喜紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 静岡県 0:58:42
2位 2111 加藤 淳⼀ ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⼭梨県 1:04:10
3位 2072 清⽔ 慎也 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ 松本市 1:07:17
4位 2128 若井 ⾄⼈ ﾜｶｲ ﾖｼﾄ 静岡県 1:08:29
5位 2160 ⼭⼝ 賢治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 安曇野市 1:10:41
6位 2154 古⾕ 英⼈ ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞﾄ 飯⼭市 1:11:36
7位 2068 ⼩池 惇⼆ ｺｲｹ ｼﾞｭﾝｼﾞ 新潟県 1:12:59
8位 2066 松本 秀明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ ⻑野市 1:13:11
9位 2114 松下 孝洋 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:16:07
9位 2086 蓬⽥ ⾹介 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ｺｳｽｹ 飯⽥市 1:16:07

11位 2076 吉川 知明 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ ⽩⾺村 1:17:14
12位 2019 出井 仁 ｲﾃﾞｲ ﾋﾄｼ 埼⽟県 1:17:39
13位 2163 糸⽒ 琉⼈ ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ ⽩⾺村 1:17:46
14位 606 ⼭⽥ ⼤夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ ⽩⾺村 ⽩⾺中学校職員 1:19:34
15位 2050 清⽔ 正也 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 松本市 1:19:37
16位 2161 ⼩林 亮介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本市 1:19:41
17位 2126 永瀬 譲⼆ ﾅｶﾞｾ ｼﾞｮｳｼﾞ 神奈川県 1:19:42
18位 2150 隅野 英樹 ｽﾐﾉ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:20:25
19位 2112 安達 和栄 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｴｲ 新潟県 1:20:29
20位 2063 宮澤 祐⼆ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ ⻑野市 1:20:42
21位 2734 安養 壇 ｱﾝﾖｳ ﾀﾞﾝ ⽩⾺村 クロス部 1:21:55
22位 2156 町⽥ 満宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 埼⽟県 1:22:15
23位 2736 ⼭⽥ 縁美 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ ⽩⾺村 クロス部 1:23:18
24位 2102 ⾕地 吉⼈ ﾔﾁ ﾖｼﾄ 埼⽟県 1:23:54
25位 15 ⼩⼭ 廉⽃ ｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ ⽩⾺村 クロス部 1:25:39
26位 2069 武井 英志 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ ⻑野市 1:27:19
27位 2143 福⽥ 稔樹 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｷ 東京都 1:27:47
28位 2165 なかごみ つよし ﾅｶｺﾞﾐ ﾂﾖｼ ⼭梨県 1:28:08
29位 16 松沢 迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ ⽩⾺村 クロス部 1:28:31
30位 2103 吉冨 光紀 ﾖｼﾄﾐ ﾐﾂｷ 愛知県 1:28:34
31位 21 コワル ⼤良 ｺﾜﾙ ﾀｲﾗ ⽩⾺村 アルペン部 1:28:43
32位 2002 ⼤森 英⼀郎 ｵｵﾓﾘ ｴｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 Ｒｕｎｔｒｉｐ 1:28:48
33位 2127 中森 健太 ﾅｶﾓﾘ ｹﾝﾀ 静岡県 1:28:58
34位 2152 松永 雄⼤ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 埼⽟県 1:29:01
35位 2110 伊藤 裕隆 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 京都府 1:29:37
36位 607 荻原 純平 ｵｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ⼤町市 ⽩⾺中学校職員 1:30:04
37位 2124 藤⽥ 涼雅 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 愛知県 1:30:21
38位 2106 佐藤 智明 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 東京都 1:30:25
39位 2138 ⽥川 陸 ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ ⻑野市 1:31:19
40位 2158 両川 厚輝 ﾘｮｳｶﾜ ｱﾂｷ 松川村 1:31:52
41位 2132 増⽥ 誉⼤ ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:32:09
42位 2118 福間 慶⼈ ﾌｸﾏ ｹｲﾄ 東京都 1:32:12
43位 2153 ⼩林 章夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ 東京都 1:32:26
44位 2155 町⽥ 満敬 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 埼⽟県 1:34:04
45位 2030 中原 巧 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾐ ⼤阪府 1:34:05
46位 2139 ⽵内 裕⾏ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:35:58
47位 2137 江⼝ 湧真 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾏ ⻑野市 1:36:04
48位 2735 飯森 春⼈ ｲｲﾓﾘ ﾊﾙﾄ ⽩⾺村 クロス部 1:36:08
49位 2140 浅野 ⼤造 ｱｻﾉ ﾀｲｿﾞｳ 松本市 1:38:14
50位 2131 寺⽥ 直加 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵｶ 神奈川県 1:38:28
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51位 2024 松浦 康弘 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽﾋﾛ ⼤阪府 1:38:32
52位 2054 浜中 優樹 ﾊﾏﾅｶ ﾕｳｷ 静岡県 1:38:58
53位 2095 川⻄ 善郎 ｶﾜﾆｼ ﾖｼﾛｳ ⼤阪府 1:39:25
54位 2049 ⼭崎 芳敬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 1:39:36
55位 2059 川島 昭光 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾐﾂ 栃⽊県 1:39:45
56位 2001 ⽊幡 真⼈ ｺﾊﾀ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:39:51
57位 2129 太⽥ 真司 ｵｵﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:40:53
58位 2060 ⼤⼭ 英樹 ｵｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 埼⽟県 1:41:21
59位 2025 ⻘⽊ 康⼈ ｱｵｷ ﾔｽﾋﾄ 滋賀県 1:42:16
60位 2100 市⽑ 龍毅 ｲﾁｹﾞ ﾘｭｳｷ 京都府 1:42:56
61位 2098 佐藤 ⼤介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:43:24
62位 2134 ⻘⽊ 徹太 ｱｵｷ ﾃﾂﾀ 埼⽟県 1:43:37
63位 2092 伊藤 ⼤輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:44:12
64位 2113 藤澤 政昭 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｱｷ ⻑野市 1:44:24
65位 2109 横井 茂 ﾖｺｲ ｼｹﾞﾙ 埼⽟県 1:44:37
66位 2073 紙野 圭 ｶﾐﾉ ｹｲ 千葉県 1:45:28
67位 2047 喜多羅 滋夫 ｷﾀﾗ ｼｹﾞｵ 神奈川県 1:45:46
68位 2075 三上 武⽂ ﾐｶﾐ ﾀｹﾉﾘ 愛知県 1:45:59
69位 2038 奥 裕⼀ ｵｸ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:46:18
70位 2097 杉⼭ 明 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 静岡県 1:46:40
71位 2087 ⼩関 光浩 ｺｾｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:47:32
72位 2157 徳岡 慧 ﾄｸｵｶ ｻﾄｼ 千葉県 1:48:24
73位 2091 岸川 洋昭 ｷｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:48:43
74位 2077 デュラント ポール ﾃﾞｭﾗﾝﾄ ﾎﾟｰﾙ 愛知県 1:48:57
75位 2159 諏訪 学 ｽﾜ ﾀｹﾙ ⼩⾕村 1:49:03
76位 2141 渡壁 翼 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 松本市 1:49:37
77位 2018 ⾦指 琢也 ｶﾈｻﾞｼ ﾀｸﾔ 愛知県 1:49:50
78位 2093 ⼾塚 貴⼤ ﾄﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:50:36
79位 2107 マックァイア ポール ﾏｯｸｧｲｱ ﾎﾟｰﾙ 東京都 1:50:51
80位 2015 加藤 誠也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 神奈川県 1:51:37
81位 2071 森永 哲郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 1:52:13
82位 2099 ⼋尋 永祐 ﾔﾋﾛ ｴｲｽｹ 福岡県 1:52:35
83位 2080 ⼭野 壮平 ﾔﾏﾉ ｿｳﾍｲ ⼤阪府 1:53:09
84位 2147 ⽩⼜ 賢⼆ ｼﾗﾏﾀ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:53:55
84位 2148 ⽩⼜ 颯⾺ ｼﾗﾏﾀ ﾌｳﾏ 千葉県 1:53:55
86位 2117 ⼤⻄ 崇太 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 福井県 1:54:02
87位 2064 ⻄村 正樹 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻｷ 千葉県 1:54:03
88位 2012 河野 克幸 ｺｳﾉ ｶﾂﾕｷ 野沢温泉村 1:54:19
89位 2062 三⽥ 雅史 ﾐﾀ ﾏｻｼ 群⾺県 1:54:37
90位 2164 降旗 尚樹 ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵｷ 松川村 1:55:57
91位 2058 井上 量平 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾍｲ 埼⽟県 1:55:58
92位 2053 市川 満 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ 安曇野市 1:56:53
93位 2029 ⾕⽥ 智哉 ﾀﾆﾀﾞ ﾄﾓﾔ ⼤阪府 1:57:37
94位 2028 鈴⽊ 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 静岡県 1:57:42
95位 2052 佐々⽊ 優⼀ ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:00:59
96位 2057 ⽶本 省吾 ﾖﾈﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 栃⽊県 2:01:01
97位 2133 ⻫藤 保典 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ ⻑野市 2:01:08
98位 2021 前嶋 史樹 ﾏｴｼﾞﾏ ﾌﾐｷ ⼤阪府 2:01:26
99位 2067 菅野 風太 ｽｶﾞﾉ ﾌｳﾀ 兵庫県 2:02:09

100位 2074 ⾼野 惣太 ﾀｶﾉ ｿｳﾀ 埼⽟県 2:02:34
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101位 2085 浅⾒ 剛 ｱｻﾐ ﾂﾖｼ 東京都 2:02:42
102位 2149 植松 智則 ｳｴﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 2:04:40
103位 2027 ⽥中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:04:52
104位 2004 ⽔澤 優介 ﾐｽﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 2:05:54
105位 2116 ⽥村 純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ ⻑野市 2:06:03
106位 2010 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:07:47
107位 2005 河合 崇郎 ｶﾜｲ ﾀｶｵ 神奈川県 2:07:48
108位 2039 ⼋⽊ 隆 ﾔｷﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 2:08:56
109位 2094 中⼭ 雄⼀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:11:11
110位 2032 伊藤 賢治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:11:23
111位 2108 今野 英治 ｺﾝﾉ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:13:03
112位 2121 阿部 浩⼆ ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 松本市 2:14:20
113位 2146 ⽶倉 誠 ﾖﾈｸﾗ ﾏｺﾄ 安曇野市 2:14:59
114位 2055 筧 将成 ｶｹﾋ ﾏｻﾅﾘ 愛知県 2:15:40
115位 2040 ⽟川 冬紀 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾌﾕｷ 埼⽟県 2:15:42
116位 2104 相吉 崇 ｱｲﾖｼ ﾀｶｼ 群⾺県 2:15:45
117位 2078 丸⼭ 康太 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 東京都 2:15:48
118位 2070 武部 敬三 ﾀｹﾍﾞ ｹｲｿﾞｳ 島根県 2:16:03
119位 2048 後藤 直幸 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾕｷ 千葉県 2:16:29
120位 2034 新⽥ 成 ﾆｯﾀ ｼﾞｮｳ 静岡県 2:16:34
121位 2006 ⻫⽊ 健⼆ ｻｲｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:17:05
122位 2142 池⽥ 浩昭 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:17:16
123位 2016 向⼭ 忍 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 2:17:35
124位 2151 宮本 紳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ⼤阪府 2:17:37
125位 2056 鴛尾 正徳 ｵｼｵ ﾏｻﾉﾘ 安曇野市 2:17:40
126位 2043 村上 亮太 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ 東京都 2:18:00
127位 2136 ⽻⿃ 歩 ﾊﾄﾘ ｱﾕﾑ 埼⽟県 2:18:10
128位 2083 ⼤⻄ 良和 ｵｵﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 2:18:38
129位 2122 垣⾒ 洋 ｶｷﾐ ﾋﾛｼ 上⽥市 2:19:33
130位 2125 萬澤 義男 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ 東京都 2:21:31
131位 2009 佐々⽊ 紀和 ｻｻｷ ﾉﾘｶｽﾞ 東京都 2:24:41
132位 2026 ⼟井⽥ 悟 ﾄｲﾀﾞ ｻﾄﾙ 埼⽟県 2:25:08
133位 2041 トープ ランドン ﾄｰﾌﾟ ﾗﾝﾄﾞﾝ 東京都 2:25:45
134位 2011 ⽯⽥ 満 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 北海道 2:26:27
135位 2044 荒船 雄⼆ ｱﾗﾌﾈ ﾕｳｼﾞ 埼⽟県 2:26:59
136位 2061 ⼭本 聡 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 松本市 2:27:27
137位 2144 中村 光之 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾕｷ 栃⽊県 2:27:46
138位 2022 ⽯尾 慶⼀郎 ｲｼｵ ｹｲｲﾁﾛｳ ⼤阪府 2:30:19
139位 2014 倉⽔ 孝樹 ｸﾗﾐｽﾞ ﾀｶｷ 東京都 2:33:19
140位 2045 野澤 ⽐⽇樹 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 東京都 2:33:40
141位 2042 ⽩砂 晃 ｼﾗﾏｻ ｱｷﾗ 東京都 2:33:41
142位 2162 阿部 俊郎 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ ⽩⾺村 2:36:35
143位 2051 ⽇⽐ 浩太 ﾋﾋﾞ ｺｳﾀ 神奈川県 2:37:41
144位 2123 須藤 保 ｽﾄｳ ﾀﾓﾂ 東京都 2:40:38
145位 2007 渡邉 徳郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｸﾛｳ 東京都 2:41:27
146位 2081 ⽵内 寧 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 愛知県 2:41:30
147位 2084 榊原 幸⼈ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｷﾋﾄ 東京都 2:43:23
148位 2013 井上 尚志 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 千葉県 2:51:31
149位 2031 横⽥ 賢⼀ ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:51:32
150位 2008 ⾦⼦ 将⼤ ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 東京都 2:56:51
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151位 2003 南保 光城 ﾅﾝﾎﾟ ﾐﾂｼﾛ 東京都 2:57:07
152位 2082 池上 隆蔵 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳｿﾞｳ 東京都 3:08:14
153位 2035 名倉 伸泰 ﾅｸﾞﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 3:08:22
154位 2017 ⼩松原 顕⼀ ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 愛知県 3:25:33
155位 2036 百⾜ 靖 ﾑｶﾃﾞ ﾔｽｼ 千葉県 3:27:58
156位 2130 ⼭下 拓郎 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾛｳ ⻑野市 3:32:48
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