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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 518 横内 佑太朗 ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 4:34:46
2位 459 平沢 晋太郎 ﾋﾗｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 埼⽟県 5:13:07
3位 157 岡⽥ 裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 安曇野市 5:16:54
4位 514 佐々⽊ 跡武 ｻｻｷ ｱﾄﾑ 箕輪町 5:20:00
5位 499 ⻑⽥ 豪史 ｵｻﾀﾞ ｺﾞｳｼ 東京都 5:24:44
6位 194 ⼭⾕ 良登 ﾔﾏﾀﾆ ﾖｼﾄ 東京都 5:36:52
7位 531 ⾼野 岳彦 ｺｳﾉ ﾀｹﾋｺ 新潟県 5:41:04
8位 27 池畑 拓哉 ｲｹﾊﾀ ﾀｸﾔ 東京都 5:42:14
9位 482 吉⽥ 英晃 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 5:44:47

10位 511 横内 宣明 ﾖｺｳﾁ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 5:45:59
11位 406 ⼤野 祐⼀ ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 5:52:02
12位 82 吉村 克 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 5:57:03
13位 255 近藤 剛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 京都府 5:59:18
14位 268 倉本 武寿 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹﾄｼ 岐⾩県 6:00:03
15位 44 古賀 宏志 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 6:00:58
16位 421 細澤 良太 ﾎｿｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 松本市 6:02:05
17位 185 廣瀬 康⼀ ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 神奈川県 6:03:40
18位 219 岩⼝ 周平 ｲﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 静岡県 6:10:48
19位 301 江川 ⻑治 ｴｶﾞﾜ ﾀｹｼﾞ 福井県 6:11:12
20位 474 近藤 祐司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 6:14:42
21位 108 永井 雅樹 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ 東京都 6:15:19
22位 45 ⽔野 富夫 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾐｵ 静岡県 6:15:51
23位 284 相澤 祐毅 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 6:17:21
24位 468 ⼩池 豊 ｺｲｹ ﾕﾀｶ 安曇野市 6:23:13
25位 149 前⽥ 利家 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲｴ 茨城県 6:23:56
26位 58 松浦 弘幸 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ ⼤阪府 6:27:28
27位 520 前川 裕 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｼ 兵庫県 6:28:05
28位 523 ⾼松 均 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾄｼ 東京都 6:28:58
29位 533 遠野 祐太 ﾄｵﾉ ﾕｳﾀ 千葉県 6:30:24
30位 397 吉⽥ 晴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 6:32:29
31位 371 下鶴 真吾 ｼﾓﾂﾞﾙ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 6:34:14
32位 273 ⾼⽊ 真⼈ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ 静岡県 6:36:53
33位 389 阿部 歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 茅野市 6:37:41
34位 414 笹沼 征雄 ｻｻﾇﾏ ﾕｷｵ 東京都 6:37:44
34位 508 ⾼⽊ 恒広 ﾀｶｷﾞ ﾂﾈﾋﾛ 埼⽟県 6:37:44
36位 271 蘭 圭太 ｱﾗﾗｷﾞ ｹｲﾀ 群⾺県 6:38:47
37位 429 秋⼭ 貴廣 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 6:40:35
38位 243 ⽟⽊ 良和 ﾀﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ 三重県 6:40:56
39位 42 ⻑⾕川 晴季 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 東京都 6:42:23
40位 192 佐藤 謙介 ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 神奈川県 6:44:37
41位 250 奥野 博⼠ ｵｸﾉ ﾋﾛｼ ⻑野市 6:44:40
42位 90 ⼟井 俊明 ﾄﾞｲ ﾄｼｱｷ 愛知県 6:47:10
43位 112 新村 洋平 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 静岡県 6:48:18
44位 129 福⽥ 光俊 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 愛知県 6:51:17
45位 396 川久保 雄司 ｶﾜｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 6:52:38
46位 105 新井 康之 ｱﾗｲ ﾔｽﾕｷ 埼⽟県 6:52:49
47位 529 下平 龍平 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾍｲ 東京都 6:55:25
48位 3 朝⻑ 拓也 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 東京都 Ｔｒｉｐｐｅｒｓ 6:56:06
49位 362 ⾦江 奨悟 ｶﾅｴ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 6:57:38
50位 390 ⻑⾕部 務 ﾊｾﾍﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 6:58:04

2022.9.4 SUN

出走数：482　フィニッシュ数：235　完走率：48.8%



白馬国際クラシック

50kmソロ男子

Print: 2022/09/04 17:29:35 2 / 5 ページ Official Timer & Result By RBS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ ⽒ 名 ⽒名(ｶﾅ) 都道府県名 所 属 記 録
51位 25 権瓶 岳史 ｺﾞﾝﾍﾟｲ ﾀｹｼ 東京都 6:58:40
52位 252 ⼤浦 貴史 ｵｵｳﾗ ﾀｶｼ 埼⽟県 6:58:55
53位 244 松村 俊和 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 6:59:26
54位 458 荻原 和弘 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟県 6:59:44
55位 241 妹尾 友紀 ｾﾉｵ ﾄﾓﾄｼ 滋賀県 7:00:32
56位 385 籠⾕ 嘉紘 ｶｺﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 福井県 7:00:56
57位 338 江澤 賢治 ｴｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 千葉県 7:01:25
58位 369 岡⽥ 武史 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 7:05:11
59位 324 寺林 崇 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 富⼭県 7:05:52
60位 455 松浪 光倫 ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾂﾄﾓ ⼤阪府 7:07:02
61位 46 久保 正彦 ｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 7:08:45
62位 277 後藤 昭雄 ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ 千葉県 7:09:23
63位 260 Ｒａｚａ ＡｈｍｅｅｒＦｒａｎｃｉｓ ﾗｻﾞ ｱﾐｱﾌﾗﾝｼｽ 神奈川県 7:11:05
64位 259 松⽥ 貴博 ﾏﾂﾀ ﾀｶﾋﾛ ⼭形県 7:11:08
65位 342 君⼭ 義顕 ｷﾐﾔﾏ ﾖｼｱｷ 神奈川県 7:12:27
66位 123 佐々部 ⼀宏 ｻｻﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 7:13:20
67位 528 奥村 慎 ｵｸﾑﾗ ｼﾝ 岐⾩県 7:14:04
68位 184 北村 健⼆ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ⼤阪府 7:14:09
69位 287 徳⽥ 将⼈ ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾄ ⽯川県 7:14:11
70位 346 ⾕⼝ 友彦 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 7:14:40
71位 525 角 真⼀ ｶﾄﾞ ｼﾝｲﾁ 富⼭県 7:16:08
72位 264 ⼤角 ⼀⽣ ｵｵｽﾐ ｶｽﾞｵ 福井県 7:16:42
73位 701 遠藤 達弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 静岡県 7:17:26
74位 375 井龍 哲朗 ｲﾘｭｳ ﾃﾂﾛｳ 佐久市 7:17:45
75位 407 エリンジェ オリビエ ｴﾘﾝｼﾞｪ ｵﾘﾋﾞｴ 東京都 7:21:10
76位 464 永⽥ 淳 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 7:21:38
77位 165 ⽯塚 宏⼀郎 ｲｼﾂｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 7:22:24
78位 319 ⼤⻄ 良和 ｵｵﾆｼ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 7:22:51
79位 484 笠島 浩孝 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 福井県 7:23:02
80位 213 筆⾕ 浩司 ﾌﾃﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ 愛知県 7:24:40
81位 549 植原 康典 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 安曇野市 7:24:47
82位 430 中島 ⼤輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 7:26:20
83位 187 堀⽥ 芳弘 ﾎｯﾀ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 7:26:52
84位 457 ⼩⾕ 知弘 ｺﾀﾞﾆ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 7:26:57
85位 1 ⾼橋 龍宇 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳ 東京都 ＢＲＩＮＧ 7:27:19
86位 48 相原 孝介 ｱｲﾊﾗ ｺｳｽｹ 東京都 7:27:46
87位 279 ⼩杉 尊道 ｺｽｷﾞ ﾀｶﾐﾁ 東京都 7:28:02
88位 195 井村 仁郎 ｲﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 原村 7:30:15
89位 492 坂井 ⼀⾺ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ⼩⾕村 7:30:29
90位 405 加藤 友紀 ｶﾄｳ ﾕｳｷ ⼭梨県 7:31:03
91位 121 奥村 幸治 ｵｸﾑﾗ ｺｳｼﾞ 埼⽟県 7:31:59
92位 2 ⻘⽊ 隼吾 ｱｵｷ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県 7:33:25
93位 442 早野 晋 ﾊﾔﾉ ｽｽﾑ 神奈川県 7:34:43
94位 392 三重野 武彦 ﾐｴﾉ ﾀｹﾋｺ 安曇野市 7:36:42
95位 122 中村 洋輔 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 埼⽟県 7:37:18
96位 383 中村 仁志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 埼⽟県 7:38:23
97位 355 吉崎 貴夫 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｶｵ 東京都 7:39:02
98位 258 安藤 ⼤ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ ⼤阪府 7:40:02
99位 10 ⽊村 圭輝 ｷﾑﾗ ｹｲｷ 東京都 7:40:16

100位 356 細⼭ 雄⼀ ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 7:40:22
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101位 541 ⾦⼦ 雄哉 ｶﾈｺ ﾕｳﾔ 東京都 7:41:14
102位 6 ⼋⾕ 由⼈ ﾔﾀｶﾞｲ ﾖｼﾄ 埼⽟県 7:41:27
103位 60 ⽥中 亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 千葉県 7:41:41
104位 265 ⾦⼦ ⼀美 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 7:41:55
105位 5 ⼭村 拓 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸ 神奈川県 7:42:12
106位 144 エロン マンディー ｴﾛﾝ ﾏﾝﾃﾞｨｰ 東京都 7:42:18
107位 141 ⼭下 直⾼ ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾀｶ 京都府 7:42:41
108位 382 神⾕ 英⼈ ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 7:42:53
109位 532 星野 達郎 ﾎｼﾉ ﾀﾂﾛｳ 群⾺県 7:44:50
110位 139 川⼝ 太希 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 東京都 7:44:55
111位 289 吉澤 健太 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 駒ヶ根市 7:45:38
112位 94 岸川 達⼠ ｷｼｶﾜ ﾀﾂｼ 東京都 7:46:09
113位 96 ⼭内 裕 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾀｶ 富⼭県 7:46:37
114位 307 友松 亮 ﾄﾓﾏﾂ ﾘｮｳ 神奈川県 7:46:42
115位 456 ⽊下 洋和 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ ⼭梨県 7:47:25
116位 524 久連⽯ 真 ｸﾚｲｼ ﾏｺﾄ 奈良県 7:47:26
117位 373 松本 強 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 神奈川県 7:48:02
118位 230 今⽥ 充浩 ｺﾝﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 7:48:14
119位 498 熊川 秀幸 ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ ⻑野市 7:48:57
120位 215 野⼝ 満太 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾝﾀ 三重県 7:49:33
121位 71 鈴⽊ 昭⽂ ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 愛知県 7:50:02
122位 386 ⿊⾕ 哲也 ｸﾛﾀﾆ ﾃﾂﾔ 上⽥市 7:50:30
123位 221 浦川 忠郎 ｳﾗｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 東京都 7:51:16
124位 512 ⻲井 忠裕 ｶﾒｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 7:51:27
125位 420 ⾕⼝ 正孝 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 東京都 7:51:44
126位 522 ⽮⽥ 修⼤ ﾔﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 東京都 7:51:56
127位 434 ⼭崎 隆泰 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾔｽ 神奈川県 7:52:31
128位 491 宮⽵ 秀治 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾃﾞﾊﾙ ⽯川県 7:53:07
129位 76 望⽉ 啓志 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｼﾞ 静岡県 7:53:14
130位 472 三浦 洋之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 7:54:11
131位 276 清野 和明 ｷﾖﾉ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 7:54:13
132位 293 村椿 隆太 ﾑﾗﾂﾊﾞｷ ﾘｭｳﾀ 東京都 7:54:43
133位 403 村⼭ 清治 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 千曲市 7:55:10
134位 254 宇敷 洋道 ｳｼｷ ﾋﾛﾐﾁ ⻑野市 7:56:02
135位 93 蕪⽊ 和重 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 7:56:04
136位 130 久野 貴⽮ ﾋｻﾉ ﾀｶﾔ 兵庫県 7:56:43
137位 417 後川 恵太郎 ｱﾄｶﾜ ｹｲﾀﾛｳ 奈良県 7:57:10
138位 462 古⾕野 宏⼀ ｺﾔﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県 7:57:42
139位 308 品⽥ 宗太郎 ｼﾅﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 松本市 7:57:44
140位 513 彦坂 靖之 ﾋｺｻｶ ﾔｽﾕｷ 栃⽊県 7:57:47
141位 127 ⼩出 泰紀 ｺｲﾃﾞ ﾔｽﾉﾘ 松本市 7:58:40
142位 333 ⻄⽥ 徳親 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾁｶ 神奈川県 7:59:26
143位 297 ⼭地 洋樹 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 兵庫県 7:59:52
144位 61 塚本 徹 ﾂｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 東京都 8:00:34
145位 24 杉⼭ 敏樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｷ 愛知県 8:01:49
146位 118 ⽔⾕ 謙⼆ ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 8:02:07
147位 153 ⾚池 龍⼆ ｱｶｲｹ ﾘｭｳｼﾞ 新潟県 8:02:16
148位 22 坂本 洋⼆ ｻｶﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 東京都 8:02:18
149位 347 中川 淳 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ 神奈川県 8:03:51
150位 354 ⻄岡 道広 ﾆｼｵｶ ﾐﾁﾋﾛ 東京都 8:03:55
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151位 274 伊東 周⼀郎 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 8:04:33
152位 435 ⻑⾕川 清⼀郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 8:05:02
153位 97 三浦 容嗣 ﾐｳﾗ ﾖｳｼﾞ ⼤阪府 8:05:07
154位 280 久保⻄ ⼒ ｸﾎﾞﾆｼ ﾂﾄﾑ 東京都 8:07:52
155位 180 佐々⽊ 茂 ｻｻｷ ｼｹﾞﾙ 新潟県 8:08:04
156位 384 神⽥ 政志 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 東京都 8:08:09
157位 217 浜⽥ 享征 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 8:08:34
157位 226 熊⽥ 慶司 ｸﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 8:08:34
159位 145 ⽇⾼ 正信 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 8:09:03
160位 119 橋本 純⼀ ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 8:09:45
160位 363 漆畑 ⽃志雄 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 静岡県 8:09:45
162位 471 保⾕ 武 ﾎﾔ ﾀｹｼ 埼⽟県 8:12:29
163位 422 ⽵⽥ 幸⽣ ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｵ 静岡県 8:14:01
164位 503 柏崎 徹也 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 茨城県 8:14:20
165位 500 岡本 雅裕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 8:16:12
166位 329 ⻄巻 篤秀 ﾆｼﾏｷ ﾄｸﾋﾃﾞ 東京都 8:16:14
167位 263 島⽥ 雄⼤ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 神奈川県 8:16:22
168位 450 角 知哉 ｶｸ ﾄﾓﾔ ⽯川県 8:17:00
169位 110 ⼩出 哲也 ｺｲﾃﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 8:17:37
170位 201 菅沼 哲郎 ｽｶﾞﾇﾏ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 8:18:15
171位 240 伊藤 利彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 愛知県 8:20:56
172位 4 ⼭本 陸 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 福井県 8:21:21
172位 358 ⾼橋 佐多弥 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾔ 福井県 8:21:21
174位 125 ⾼鷲 ⼤介 ﾀｶﾜｼ ﾀﾞｲｽｹ ⼭梨県 8:21:34
175位 539 秋元 圭介 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ 東京都 8:21:41
176位 278 ムキ アブカーシュ ﾑｷ ｱﾌﾞｶｰｼｭ 神奈川県 8:22:00
176位 451 ⼭本 由仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾝ 東京都 8:22:00
178位 290 ⻘⽊ 清和 ｱｵｷ ｷﾖｶｽﾞ 愛知県 8:22:17
179位 170 船⽊ 伸⼀ ﾌﾅｷ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 8:22:32
180位 530 後藤 仁⼠ ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 愛知県 8:22:33
181位 502 ⼩保⽅ 泰⾏ ｵﾎﾞｶﾀ ﾔｽﾕｷ 群⾺県 8:22:47
182位 409 富居 聡 ﾄﾐｲ ｻﾄｼ 東京都 8:23:17
183位 424 ⼭本 晃弘 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 静岡県 8:24:09
184位 543 ⽯澤 淳 ｲｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ⽊曽町 8:24:19
185位 340 ⻑崎 康伸 ﾅｶﾞｻｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼⽟県 8:24:23
186位 318 ⻲⾕ 統⼀ ｶﾒﾔ ﾂﾈｲﾁ 茨城県 8:24:24
187位 275 太⽥ 直也 ｵｵﾀ ﾅｵﾔ 神奈川県 8:24:40
188位 257 ⽥中 真 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 東京都 8:25:35
189位 538 ⻄村 直⼈ ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 東京都 8:25:59
190位 351 永井 政⾏ ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 埼⽟県 8:26:04
191位 437 川⻄ 央 ｶﾜﾆｼ ﾋｻｼ 滋賀県 8:26:29
192位 448 菱⽥ 尚司 ﾋｼﾀﾞ ﾋｻｼ 滋賀県 8:26:32
193位 261 阿部 正寛 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼⽟県 8:26:40
194位 336 楠⽥ 岳 ｸｽﾀﾞ ﾀｹｼ 埼⽟県 8:26:51
195位 89 奥野 治男 ｵｸﾉ ﾊﾙｵ 東京都 8:27:02
196位 208 仲内 光広 ﾅｶｳﾁ ﾐﾂﾋﾛ 軽井沢町 8:27:17
197位 476 吉冨 康多 ﾖｼﾄﾐ ｺｳﾀ 東京都 8:27:36
198位 68 ⽇⽐野 稜 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｮｳ 富⼭県 8:27:57
199位 353 菊池 基之 ｷｸﾁ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 8:28:25
200位 350 ⾼橋 充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 神奈川県 8:29:29
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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
201位 133 伊岐⾒ ⼀敏 ｲｷﾐ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県 8:29:49
202位 300 森⽥ 俊明 ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ 神奈川県 8:30:40
203位 393 ⽔野 武朗 ﾐｽﾞﾉ ﾀｹｵ 東京都 8:33:46
204位 480 伊藤 進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 愛知県 8:34:37
205位 493 潮 仁 ｳｼｵ ﾋﾄｼ 千葉県 8:35:00
206位 80 夫⾺ 勲 ﾌﾏ ｲｻｵ 愛知県 8:36:39
207位 495 古⾕ 真紘 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 8:37:04
208位 410 千葉 隼⼈ ﾁﾊﾞ ﾊﾔﾄ 神奈川県 8:37:49
209位 295 ⻄⼭ 和典 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 8:38:30
210位 50 設楽 篤史 ｼﾀﾞﾗｸ ｱﾂｼ ⼭梨県 8:38:40
211位 57 ⻄川 隆寛 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 京都府 8:38:58
212位 189 北河 豊⼈ ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾖﾋﾄ 三重県 8:39:52
213位 311 桂川 幹直 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾓﾄﾅｵ 岐⾩県 8:39:55
214位 212 ⼤迫 真⼀ ｵｵｻｺ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 8:41:10
215位 372 岡本 晋⼆ ｵｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 飯島町 8:41:14
216位 452 杉俣 ⼤祐 ｽｷﾞﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 8:42:09
217位 52 前⽥ 紀志 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 沖縄県 8:42:16
218位 440 松尾 淳史 ﾏﾂｵ ｱﾂｼ 東京都 8:42:23
219位 182 中須賀 健⼆ ﾅｶｽｶﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 8:43:15
220位 126 舘 正尚 ﾀﾁ ﾏｻﾅｵ 神奈川県 8:43:48
221位 315 久松 陽⼀ ﾋｻﾏﾂ ﾖｳｲﾁ ⽯川県 8:44:17
222位 309 ⻘⽊ 隆 ｱｵｷ ﾀｶｼ 神奈川県 8:44:36
223位 488 ⽩⽯ 忠章 ｼﾗｲｼ ﾀﾀﾞｱｷ 茨城県 8:45:22
224位 496 中曽 俊之 ﾅｶｿ ﾄｼﾕｷ 富⼭県 8:45:30
225位 432 ⼩野瀬 雄也 ｵﾉｾ ﾕｳﾔ 東京都 8:46:31
226位 75 ⽥辺 陽平 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 千葉県 8:47:43
227位 416 ⿊澤 幸正 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾏｻ 神奈川県 8:48:08
228位 368 佐藤 尚希 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 群⾺県 8:48:35
229位 55 駒⽥ 正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ ⼤町市 8:49:13
230位 497 永⽥ 昌義 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 愛知県 8:49:25
231位 248 渡邉 範好 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 8:51:12
232位 262 笹⽥ 浩⼀ ｻｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ 滋賀県 8:54:06
233位 441 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 8:58:58
234位 198 ⼭下 洋平 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾍｲ 東京都 9:02:19
235位 494 ⼭本 浩 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 9:02:55
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