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令和4年11月27日七面昇龍ロングコース36km男子
氏名カナ 県名 第1関門 第2関門

3 小川　壮太 04:18:011 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 03:04:3001:25:34
364 増田　忠朗 04:20:322 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 静岡県 03:09:5601:28:32
315 中居　恭平 04:28:253 ﾅｶｲ ｷｮｳﾍｲ 東京都 03:13:1201:28:45
187 金井　祐一 04:29:024 ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁ 静岡県 03:13:4201:28:35
4 志村　裕貴 04:37:195 ｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 03:18:5901:29:37

363 牧野　高大 04:40:126 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都 03:19:3501:29:05
2 久保　信人 04:52:347 ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾄ 神奈川県 03:27:2801:33:48

240 笹沼　征雄 04:56:558 ｻｻﾇﾏ ﾕｷｵ 東京都 03:27:4901:32:11
347 日野原　清志郎 05:07:459 ﾋﾉﾊﾗ ｷﾖｼﾛｳ 山梨県 03:34:4501:33:43
154 大槻　雅一 05:09:0310 ｵｵﾂｷ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 03:36:1001:37:45
414 吉村　憲彦 05:13:3811 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 東京都 03:47:0201:44:33
244 佐野　文寛 05:14:4012 ｻﾉ ﾌﾐﾋﾛ 山梨県 03:38:1101:33:47
253 志村　隆司 05:15:2413 ｼﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 03:43:0201:35:25
116 荒瀬　壮兵 05:16:2914 ｱﾗｾ ｿｳﾍｲ 東京都 03:38:0201:35:19
186 金井　晴伸 05:18:1215 ｶﾅｲ ﾊﾙﾉﾌﾞ 静岡県 03:48:5201:39:02
5 飯野　航 05:20:1816 ｲｲﾉ ﾜﾀﾙ 03:57:4201:25:42

411 由井　宏典 05:21:0017 ﾕｲ ﾋﾛﾉﾘ 長野県 03:50:2701:42:48
197 河田　英樹 05:23:2018 ｶﾜﾀ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 03:48:2601:44:59
398 箭内　紀男 05:27:3219 ﾔﾅｲ ﾄｼｵ 山梨県 03:50:3601:43:14
350 福森　慎一 05:31:3920 ﾌｸﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 04:03:2201:45:33
218 高野　岳彦 05:32:1621 ｺｳﾉ ﾀｹﾋｺ 新潟県 04:01:0501:49:17
250 清水　嘉男 05:32:5022 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 千葉県 03:59:2501:48:03
220 後藤　岳人 05:33:3423 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾋﾄ 静岡県 03:56:1201:45:04
292 田中　賢 05:33:4324 ﾀﾅｶ ｹﾝ 神奈川県 03:56:2101:41:57
377 丸野　裕介 05:34:5525 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 静岡県 03:58:3201:51:34
325 中山　崇 05:35:0226 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 山梨県 03:56:5701:44:18
249 清水　弘明 05:35:3927 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 04:00:2401:47:11
115 鮎沢　勝志 05:36:0628 ｱﾕｻﾞﾜ ｶﾂｼ 山梨県 03:59:4901:48:05
208 功刀　健至 05:40:2729 ｸﾇｷﾞ ﾀｹｼ 山梨県 04:00:2201:43:31
283 武内　和久 05:42:1330 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 04:05:3001:50:06
288 立田　章二 05:44:5531 ﾀｯﾀ ﾌﾐﾂｸﾞ 山梨県 03:49:1301:34:12
399 矢内　正和 05:45:4732 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 04:10:1501:54:57
330 西尾　真哉 05:46:4533 ﾆｼｵ ﾏｻｷ 静岡県 04:07:2101:44:22
139 上野　豊生 05:47:0134 ｳｴﾉ ﾄﾖﾅﾘ 東京都 04:02:4401:45:09
119 池内　誠 05:47:2435 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ 新潟県 04:11:3501:48:53
225 小林　竜太郎 05:48:5536 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨県 04:05:3401:46:43
353 古屋　賢一 05:49:1137 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 山梨県 04:12:1901:42:58
262 鈴木　慎一郎 05:49:1738 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 静岡県 04:02:1501:47:42
319 中川　勝 05:49:2939 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 東京都 04:22:5101:53:07
223 小林　寛晃 05:50:1440 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 東京都 04:11:2501:49:25
259 ｽｺﾛﾎﾞｶﾞﾄﾌ ｷﾘﾙ 05:51:3441 ｽｺﾛﾎﾞｶﾞﾄﾌ ｷﾘﾙ 東京都 04:09:4501:50:33
106 秋山　茂雄 05:51:4242 ｱｷﾔﾏ ｼｹﾞｵ 山梨県 04:09:0501:52:00
180 小船井　圭 05:52:5843 ｵﾌﾞﾅｲ ｹｲ 東京都 04:11:2801:50:14
305 辻本　和道 05:53:0944 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ 千葉県 04:16:5801:52:50
153 大塚　一輝 05:53:3945 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｷ 静岡県 04:12:1701:44:13
178 小野　晴一郎 05:53:4246 ｵﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 04:08:1401:44:37
367 松浦　剛 05:54:4747 ﾏﾂｳﾗ ﾂﾖｼ 静岡県 04:17:1401:53:26
356 堀口　治彦 05:55:4148 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ 山梨県 04:09:4801:43:35
126 市川　智康 05:55:4949 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔｽ 静岡県 04:02:0601:41:46
324 中村　悠 05:55:5850 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 宮城県 04:10:1901:49:23
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185 加藤　佑輔 05:55:5951 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 静岡県 04:18:0901:51:02
268 鱸　泰治 05:57:1852 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾊﾙ 静岡県 04:13:4001:57:42
173 織田　聡 05:58:2153 ｵﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 04:20:1902:00:14
426 渡辺　直喜 05:59:0254 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 千葉県 04:10:2401:50:07
310 手塚　寛 05:59:1255 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 山梨県 04:13:5201:47:11
314 内藤　大地 05:59:2356 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨県 04:16:2001:50:46
389 望月　啓志 05:59:5857 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｼﾞ 静岡県 04:13:2601:46:48
236 櫻井　繁 06:00:5658 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞﾙ 静岡県 04:17:4901:57:53
207 工藤　恵 06:00:5759 ｸﾄﾞｳ ｹｲ 東京都 04:17:5401:51:52
318 長栄　潔 06:01:1160 ﾅｶﾞｴ ｷﾖｼ 東京都 04:00:0801:48:01
393 森　裕司郎 06:03:2561 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡県 04:11:4101:46:42
175 小高　浩靖 06:03:3962 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 04:22:5801:53:32
202 北田　英樹 06:04:1963 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 04:18:3901:48:28
214 黒谷　哲也 06:04:2564 ｸﾛﾀﾆ ﾃﾂﾔ 長野県 04:25:4001:53:02
209 久保田　真平 06:06:4265 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 静岡県 04:13:3001:49:54
338 濱名　武彦 06:06:4766 ﾊﾏﾅ ﾀｹﾋｺ 東京都 04:19:4501:52:40
312 苫田　晋司 06:07:1867 ﾄﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 04:25:0801:50:49
168 小川　真吾 06:08:1268 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 静岡県 04:17:4401:52:57
396 矢澤　雅樹 06:08:2169 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻｷ 東京都 04:26:0901:52:42
416 吉行　慶一郎 06:09:1970 ﾖｼﾕｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 04:17:3201:50:05
221 小長谷　健 06:10:1571 ｺﾅｶﾞﾔ ｹﾝ 静岡県 04:36:2001:46:56
419 若林　弦也 06:10:5172 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾔ 東京都 04:22:0101:54:29
252 志村　恵介 06:11:5873 ｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 山梨県 04:20:0701:45:53
110 足立　文昭 06:12:1474 ｱﾀﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 静岡県 04:23:4201:51:35
345 菱山　毅 06:13:1675 ﾋｼﾔﾏ ﾂﾖｼ 群馬県 04:23:3901:57:00
339 早川　裕一 06:13:3676 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 北海道 04:26:0201:45:02
380 三井　伸太郎 06:15:0077 ﾐﾂｲ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 04:32:1302:00:12
293 田中　孝貴 06:16:4978 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 福岡県 04:21:0801:25:36
138 植田　友和 06:17:0179 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡県 04:29:0901:53:48
281 滝沢　篤 06:17:4480 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂｼ 静岡県 04:23:0601:48:43
362 牧野　禎也 06:18:2081 ﾏｷﾉ ｼﾝﾔ 静岡県 04:10:5501:44:51
147 遠藤　快征 06:18:2882 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 山梨県 04:31:0101:52:37
111 阿部　史生 06:18:4083 ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ 神奈川県 04:39:5001:51:19
256 杉下　博俊 06:19:3684 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 三重県 04:29:5501:54:49
368 松尾　裕介 06:20:0185 ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ 茨城県 04:31:3701:54:37
382 宮崎　祐輔 06:20:2286 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 静岡県 04:19:1801:53:30
418 米山　隆 06:20:5587 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｶｼ 山梨県 04:29:2001:57:21
120 伊澤　忠支 06:21:3688 ｲｻﾜ ﾀﾀﾞｼ 東京都 04:30:3701:54:57
112 阿部　正寛 06:25:2889 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 04:40:5102:03:49
131 井上　昌信 06:26:2290 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 04:35:1102:00:48
321 永澤　正義 06:26:3591 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾖｼ 静岡県 04:32:1902:00:36
183 梶本　淳一 06:28:1492 ｶｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 04:32:2401:55:57
322 永嶋　章二 06:28:3293 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 静岡県 04:30:4901:50:20
204 木次　善彦 06:28:5694 ｷﾂｷﾞ ﾖｼﾋｺ 長野県 04:33:1601:58:14
123 石原　幸生 06:29:1295 ｲｼﾊﾗ ﾕｷｵ 静岡県 04:32:3302:04:40
190 金子　勝 06:30:5696 ｶﾈｺ ﾏｻﾙ 東京都 04:35:1601:52:25
352 藤原　裕 06:32:2297 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ 山梨県 04:47:4902:04:06
341 早野　晋 06:32:5098 ﾊﾔﾉ ｽｽﾑ 神奈川県 04:50:3402:02:06
301 田村　俊之 06:33:2799 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 山梨県 04:35:3901:52:01
285 田島　走 06:34:05100 ﾀｼﾞﾏ ｿｳ 東京都 04:14:4301:42:38
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378 丸山　眞一 06:34:47101 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 山梨県 04:45:3502:07:18
357 本郷　浩史 06:35:35102 ﾎﾝｺﾞｳ ｺｳｼﾞ 埼玉県 04:39:0601:56:15
291 田所　洋貴 06:35:45103 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｷ 茨城県 04:45:3602:04:13
302 塚本　健二 06:36:21104 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 静岡県 04:47:4902:03:27
165 小笠原　正仁 06:36:38105 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ 静岡県 04:43:2002:07:11
359 本多　雄一郎 06:37:00106 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 04:40:2601:52:47
150 大迫　岳志 06:37:43107 ｵｵｻｺ ｶﾞｸｼ 静岡県 04:49:1801:57:37
135 岩崎　智彦 06:38:06108 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 04:53:2602:07:26
286 田代　あきよし 06:39:32109 ﾀｼﾛ ｱｷﾖｼ 静岡県 04:38:5801:53:51
394 森崎　一哉 06:39:57110 ﾓﾘｻｷ ｶｽﾞﾔ 東京都 04:45:4501:53:45
192 神谷　秀樹 06:40:32111 ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 04:43:2502:05:13
427 渡辺　正克 06:40:59112 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 千葉県 04:47:3302:04:50
121 石川　健 06:42:34113 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 山梨県 04:24:2901:52:44
161 大林　正和 06:42:49114 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 04:41:2201:54:19
189 金澤　秀樹 06:42:52115 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 04:57:4202:05:47
373 松永　英治 06:43:08116 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 静岡県 04:45:3201:59:39
379 水嶋　弘 06:44:05117 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 04:43:4502:02:59
354 古屋　卓麿 06:44:15118 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 山梨県 04:40:5501:53:24
388 村山　健吾 06:44:27119 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 04:49:1202:04:24
170 奥村　雄一朗 06:44:38120 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 04:48:4202:05:03
271 関　貴 06:46:11121 ｾｷ ﾀｶｼ 長野県 05:02:1801:48:52
229 齊藤　和博 06:46:48122 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 04:43:4001:57:22
118 井口　敏郎 06:47:03123 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 静岡県 05:02:3002:06:15
113 阿部　泰久 06:47:49124 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡県 04:50:2102:07:18
212 黒瀬　博昭 06:48:53125 ｸﾛｾ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 04:52:4502:00:23
174 小高　貴之 06:51:01126 ｵﾀﾞｶ ﾀｶﾕｷ 千葉県 04:53:1201:55:03
109 畔柳　寿行 06:52:32127 ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 静岡県 04:51:4601:57:22
254 喰田　弘興 06:52:41128 ｼｮｸﾀ ﾋﾛｵｷ 長野県 05:05:3402:09:31
287 田代　孝一 06:53:30129 ﾀｼﾛ ｺｳｲﾁ 静岡県 04:57:2102:02:14
127 伊東　周一郎 06:54:01130 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 04:53:3702:10:53
234 斎藤　祐治 06:54:25131 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 04:51:3402:01:18
313 友本　隆義 06:54:37132 ﾄﾓﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 茨城県 04:56:5302:10:10
117 飯沼　義照 06:55:30133 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾃﾙ 愛知県 04:56:0302:07:56
397 清田　安信 06:56:10134 ﾔｽﾉﾌﾞ ｷﾖﾀ 千葉県 04:58:2502:06:05
403 山﨑　直樹 06:56:49135 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 静岡県 05:02:2602:06:52
199 菊池　伸明 06:57:11136 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 04:55:3402:04:54
105 赤嶋　知行 06:57:14137 ｱｶｼﾏ ﾄﾓﾕｷ 山梨県 04:55:0301:58:21
251 清水　龍正 06:57:30138 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨県 04:46:1801:55:43
171 尾澤　正和 06:57:40139 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 山梨県 05:00:3102:09:51
420 若山　大樹 06:58:02140 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 04:56:5701:57:49
366 松井　豊 06:58:39141 ﾏﾂｲ ﾕﾀｶ 千葉県 04:59:1902:04:35
194 亀谷　統一 06:58:50142 ｶﾒﾔ ﾂﾈｲﾁ 茨城県 05:04:4002:09:57
424 渡辺　篤 06:59:59143 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 静岡県 04:58:5001:58:31
390 望月　健二 07:00:02144 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ 山梨県 05:01:1102:02:51
344 氷熊　拓也 07:01:35145 ﾋｸﾞﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 04:54:0201:58:54
191 神本　賢吾 07:02:03146 ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 山梨県 04:49:2401:47:51
370 松下　正吾 07:02:15147 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 静岡県 05:03:0402:15:32
248 島田　正和 07:02:20148 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 05:00:4102:04:47
355 細川　浩洋 07:02:28149 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾖｳ 千葉県 04:57:4302:07:32
125 市川　貴 07:03:58150 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 静岡県 05:02:0401:56:27
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279 田上　英治 07:04:13151 ﾀｶﾞﾐ ｴｲｼﾞ 埼玉県 04:58:0002:11:21
169 沖村　賢司 07:04:28152 ｵｷﾑﾗ ｹﾝｼ 長野県 05:01:0802:10:24
346 日高　正信 07:04:59153 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 05:10:4902:14:55
243 佐野　和弘 07:05:13154 ｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 05:05:3202:13:50
269 鈴木　芳人 07:05:18155 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 静岡県 05:06:3502:07:03
349 平田　篤嗣 07:06:04156 ﾋﾗﾀ ｱﾂｼ 大阪府 05:10:0302:07:43
334 長谷川　重良 07:06:27157 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｹﾞﾖｼ 山梨県 04:52:0402:10:24
151 大迫　勉 07:06:41158 ｵｵｻｺ ﾂﾄﾑ 愛知県 05:06:4802:03:59
369 松坂　政仁 07:06:57159 ﾏﾂｻｶ ﾏｻﾋﾄ 山梨県 05:00:1101:57:12
387 村松　将人 07:06:59160 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾄ 静岡県 05:02:5301:54:42
242 佐藤　誠一 07:08:34161 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 福島県 05:06:1402:09:36
239 笹　良志 07:09:00162 ｻｻ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 05:03:1302:07:35
228 小山　陽平 07:09:05163 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 新潟県 05:03:0702:14:45
166 岡部　貴広 07:09:11164 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 05:11:4001:54:55
400 山口　健輔 07:09:47165 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 静岡県 05:07:5502:09:04
413 吉田　吉徳 07:11:12166 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 05:06:3701:59:55
412 吉田　紀明 07:11:33167 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 千葉県 04:59:3202:06:04
108 芦川　雅哉 07:13:43168 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾔ 静岡県 05:16:0402:13:10
406 山田　大介 07:13:46169 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 富山県 05:20:3102:18:48
294 田中　英昭 07:14:06170 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 05:05:3702:04:29
210 久保田　剛 07:14:32171 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 05:13:4002:24:23
188 金久保　輝彦 07:14:50172 ｶﾅｸﾎﾞ ﾃﾙﾋｺ 神奈川県 05:07:1702:10:59
198 河村　知彦 07:16:34173 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 静岡県 05:05:5902:13:41
303 塚本　仁 07:16:35174 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 05:16:5102:07:43
422 鷲山　裕一 07:17:09175 ﾜｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 静岡県 05:19:0902:20:07
374 松原　克明 07:18:56176 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾂｱｷ 埼玉県 05:18:3702:03:05
196 河合　圭一 07:19:02177 ｶﾜｲ ｹｲｲﾁ 千葉県 05:27:3202:24:01
296 田中　秀幸 07:19:29178 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 05:15:5402:06:08
429 水越　悠太 07:19:42179 ﾐｽﾞｺｼﾕｳﾀ 神奈川県 05:21:0702:21:40
237 櫻澤　康 07:19:57180 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾔｽｼ 新潟県 05:12:3702:16:14
107 浅野　倫雄 07:20:34181 ｱｻﾉ ﾐﾁｵ 愛知県 05:23:0202:17:05
104 青柳　秀明 07:20:45182 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 05:06:0401:59:20
275 高瀬　治夫 07:20:53183 ﾀｶｾ ﾊﾙｵ 東京都 05:18:0302:11:24
162 大間　康弘 07:21:00184 ｵｵﾏ ﾔｽﾋﾛ 山梨県 05:15:0501:58:39
326 那須野　公輔 07:24:42185 ﾅｽﾉ ｺｳｽｹ 静岡県 04:52:5402:01:38
159 大橋　清文 07:24:48186 ｵｵﾊｼ ｷﾖﾌﾐ 東京都 05:08:3502:01:32
200 岸　正仁 07:25:29187 ｷｼ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 05:11:2802:09:40
335 波多野　達夫 07:25:32188 ﾊﾀﾉ ﾀﾂｵ 山梨県 05:14:0102:04:14
361 前田　明男 07:25:47189 ﾏｴﾀﾞ ｱｷｵ 山梨県 05:06:0602:11:27
342 原口　貴 07:25:56190 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京都 05:19:1902:15:52
290 伊達　由樹 07:26:31191 ﾀﾞﾃ ﾖｼｷ 千葉県 05:07:4902:14:03
273 曽根　純生 07:26:46192 ｿﾈ ｽﾐｵ 静岡県 05:06:2601:59:14
264 鈴木　徹 07:26:54193 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 愛知県 05:18:1302:09:26
386 村松　直巳 07:27:45194 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵﾐ 静岡県 05:18:0002:14:38
401 山口　剛 07:28:38195 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 埼玉県 05:13:3202:13:13
128 伊藤　卓 07:29:11196 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 長野県 05:19:2102:06:45
247 島崎　亮平 07:30:43197 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 05:19:4302:10:14
181 開道　雅晴 07:31:05198 ｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 大阪府 05:27:1402:09:33
410 山本　佳史 07:32:00199 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾞﾐ 神奈川県 05:22:1002:18:56
156 大野　施文 07:32:10200 ｵｵﾉ ｾﾌﾞﾝ 東京都 05:22:5702:13:07
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431 田代　宗雄 07:32:48201 ﾀｼﾛ ﾑﾈｵ 東京都 05:20:0102:16:48
295 田中　秀英 07:33:04202 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾌｻ 東京都 05:23:2502:18:17
155 大坪　慎司 07:33:48203 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 05:24:3002:07:32
101 藍澤　明道 07:34:39204 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾐﾁ 群馬県 05:19:5202:14:06
140 上野　洋輔 07:35:28205 ｳｴﾉ ﾖｳｽｹ 静岡県 05:16:4902:15:48
421 和久井　章人 07:35:34206 ﾜｸｲ ｱｷﾋﾄ 茨城県 05:23:2202:14:34
137 上杉　浩敏 07:36:54207 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛﾄｼ 静岡県 05:31:3002:16:08
385 村越　康弘 07:38:35208 ﾑﾗｺｼ ﾔｽﾋﾛ 静岡県 05:14:2402:04:25
372 松苗　明 07:39:46209 ﾏﾂﾅｴ ｱｷﾗ 静岡県 05:30:0602:03:01
284 竹林　照光 07:40:24210 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾐﾂ 東京都 05:15:5902:18:10
219 小澤　太一 07:40:32211 ｺｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 東京都 05:21:0902:03:08
328 難波　隆宏 07:40:53212 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 05:15:0702:11:10
195 加茂　好清 07:41:05213 ｶﾓ ﾖｼｷﾖ 静岡県 05:12:4302:11:24
227 小山　勝彦 07:41:05214 ｺﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 茨城県 05:24:3302:01:56
129 稲田　和恵 07:41:54215 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 長野県 05:34:2002:16:10
152 大滝　和史 07:42:51216 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾌﾐ 静岡県 05:28:1102:15:28
233 斎藤　勇一 07:42:59217 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 茨城県 05:31:4202:15:10
300 玉井　雅人 07:43:13218 ﾀﾏｲ ﾏｻﾄ 静岡県 05:16:4202:07:18
177 小野　勝弥 07:43:57219 ｵﾉ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 05:23:3102:10:00
241 佐藤　修一 07:44:42220 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 東京都 05:38:5002:21:11
272 関　裕信 07:44:43221 ｾｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 05:39:2602:21:10
158 大場　雄介 07:46:10222 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 千葉県 05:37:1502:13:49
267 鈴木　英明 07:46:32223 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 05:38:1002:03:03
245 佐野　嘉昭 07:47:08224 ｻﾉ ﾖｼｱｷ 静岡県 05:27:5502:07:42
144 梅原　剛 07:47:15225 ｳﾒﾊﾗ ﾀｹｼ 静岡県 05:34:3602:11:52
270 須山　富雄 07:48:47226 ｽﾔﾏ ﾄﾐｵ 千葉県 05:35:5802:24:37
205 木村　正之 07:48:56227 ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 05:40:0402:16:43
402 山越　准司 07:49:18228 ﾔﾏｺｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 05:38:5102:15:41
215 黒本　大輔 07:49:38229 ｸﾛﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 05:30:4802:19:54
308 綱川　順一 07:50:12230 ﾂﾅｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 05:31:1302:15:33
360 前川　昌吾 07:50:32231 ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 静岡県 05:28:5002:19:57
149 大江　達也 07:53:11232 ｵｵｴ ﾀﾂﾔ 茨城県 05:37:2602:24:45
201 岸江　賢一 07:54:38233 ｷｼｴ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 05:30:5802:14:05
176 小棚木　康晴 07:55:30234 ｵﾀﾞﾅｷﾞ ﾔｽﾊﾙ 東京都 05:36:0102:14:49
276 高野　智史 07:57:43235 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾋﾄ 山梨県 05:36:1301:56:52
343 坂東　泰男 07:57:59236 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 神奈川県 05:39:1902:11:40
332 橋本　邦彦 07:58:55237 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 05:40:0402:21:54
337 馬場　満 07:59:25238 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾂﾙ 埼玉県 05:30:3402:11:49
182 風岡　達也 07:59:25239 ｶｻﾞｵｶ ﾀﾂﾔ 静岡県 05:23:2402:09:17
299 谷口　尚五 07:59:26240 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京都 05:16:3502:04:57
404 山下　義人 08:00:01ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾄ 静岡県TO 05:35:2902:13:41
365 増本　秀崇 08:00:34ﾏｽﾓﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県TO 05:36:1602:16:35
102 青木　寿博 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 福島県DNF 05:57:0702:21:35
103 青田　久夫 ｱｵﾀ ﾋｻｵ 東京都DNF 05:47:1102:20:44
114 天野　慎 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 山梨県DNF 04:13:3301:48:41
132 井野口　明秀 ｲﾉｸﾞﾁ ｱｷﾋﾃﾞ 群馬県DNF 02:38:47
136 岩瀬　和宏 ｲﾜｾ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県DNF 07:04:1102:28:36
146 遠藤　伸通 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾐﾁ 静岡県DNF 02:30:38
148 生山　佳照 ｵｲﾔﾏ ﾖｼﾃﾙ 山梨県DNF 06:04:3002:13:46
163 大森　洋介 ｵｵﾓﾘ ﾖｳｽｹ 山梨県DNF 02:36:33
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167 岡本　雅裕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 静岡県DNF 02:15:26
172 尾関　啓一 ｵｾﾞｷ ｹｲｲﾁ 千葉県DNF 02:32:53
179 小畑　勝敏 ｵﾊﾞﾀ ｶﾂﾄｼ 静岡県DNF 02:35:44
184 加藤　健介 ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 東京都DNF 05:57:1202:25:38
193 神谷　弘昭 ｶﾐﾔ ﾋﾛｱｷ 愛知県DNF 05:55:3902:20:51
203 北村　修二 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 山梨県DNF 04:13:0201:28:34
206 久慈　茂樹 ｸｼﾞ ｼｹﾞｷ 東京都DNF 02:34:44
211 久保田　悦央 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 千葉県DNF 05:44:0602:13:57
213 黒田　学 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 富山県DNF 06:26:5102:22:23
217 高口　剛介 ｺｳｸﾞﾁ ｺﾞｳｽｹ 静岡県DNF 01:26:22
224 小林　雅人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 東京都DNF 02:40:25
226 小室　尚久 ｺﾑﾛ ﾅｵﾋｻ 千葉県DNF 06:39:2302:28:27
230 斉藤　潮未 ｻｲﾄｳ ｼｵﾐ 東京都DNF 02:40:44
232 斉藤　浩之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 静岡県DNF 08:02:2202:20:04
235 斎藤　陽介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 東京都DNF 05:49:2502:27:53
238 佐子　貴良 ｻｺ ｷﾖｼ 岡山県DNF 02:39:39
257 杉本　昭次 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 長野県DNF 05:49:4602:22:23
260 鈴木　清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 千葉県DNF 06:00:1902:21:00
261 鈴木　茂雄 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 静岡県DNF 05:56:2502:24:26
263 鈴木　大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県DNF 05:56:5402:15:55
265 鈴木　俊親 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾁｶ 静岡県DNF 05:57:0002:17:38
274 高嶋　聖大 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県DNF 06:09:5402:21:25
277 高橋　理 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 東京都DNF 06:00:3002:28:21
282 滝下　泰民 ﾀｷｼﾀ ﾔｽﾀﾐ 神奈川県DNF
289 伊達　一樹 ﾀﾞﾃ ｶｽﾞｷ 千葉県DNF 05:27:1701:46:45
298 谷川　直純 ﾀﾆｶﾜ ﾅｵｽﾞﾐ 山梨県DNF 05:24:4401:59:59
304 辻　光太 ﾂｼﾞ ｺｳﾀ 茨城県DNF 06:03:2402:17:54
306 土屋　貴義 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾖｼ 静岡県DNF 05:52:0502:25:28
309 常本　英夫 ﾂﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 千葉県DNF 02:39:24
311 土居　憲明 ﾄﾞｲ ﾉﾘｱｷ 兵庫県DNF 05:59:1102:27:11
317 中飯田　明秀 ﾅｶｲｲﾀﾞ ﾐｮｳｼｭｳ 山梨県DNF 06:50:2702:29:45
329 NI MING ﾆｲ ﾐｲﾝ 東京都DNF 05:46:4702:24:13
331 野村　隆 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都DNF 06:14:3802:14:09
336 服部　茂 ﾊｯﾄﾘ ｼｹﾞﾙ 東京都DNF 05:57:1702:11:25
340 林　武靖 ﾊﾔｼ ﾀｹﾔｽ 静岡県DNF 06:27:0002:19:35
348 日野原　眞一 ﾋﾉﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 山梨県DNF 06:05:2302:26:20
351 藤田　洋平 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 静岡県DNF 05:48:0002:19:48
375 松本　知雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｵ 神奈川県DNF 05:48:1102:14:08
381 宮崎　長郷 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｶﾞｻﾄ 東京都DNF 06:36:3602:18:11
383 宮澤　努 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 静岡県DNF 06:09:1902:20:25
384 三好　勝久 ﾐﾖｼ ｶﾂﾋｻ 千葉県DNF 06:10:1702:29:12
391 望月　武 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県DNF 06:00:1702:16:37
392 森　寿彦 ﾓﾘ ﾄｼﾋｺ 静岡県DNF 06:08:5302:25:24
407 山野井　正 ﾔﾏﾉｲ ﾀﾀﾞｼ 東京都DNF 06:44:1302:24:35
408 山本　茂士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾄ 埼玉県DNF 06:34:2902:26:02
409 山本　佑介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｰｽｹ 静岡県DNF 06:16:3102:18:39
417 依田　博樹 ﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨県DNF 02:32:13
430 此下　竜矢 ｺﾉｼﾀ ﾀﾂﾔ 東京都DNF 02:30:26
1 牧野　公則 ﾏｷﾉ ﾏｻﾉﾘ 山梨県DNS
6 三浦　裕一 ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁDNS
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122 石塚　宏幸 ｲｼﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 茨城県DNS
124 伊田　州男 ｲﾀﾞ ｸﾆｵ 千葉県DNS
130 井上　直斗 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ 埼玉県DNS
133 岩尾　義裕 ｲﾜｵ ﾖｼﾋﾛ 山梨県DNS
134 岩崎　友則 ｲﾜｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 静岡県DNS
141 ｳｫﾙｼｭ ｴｲﾃﾞﾝ ｳｫﾙｼｭ ｴｲﾃﾞﾝ 山梨県DNS
142 氏家　達也 ｳｼﾞｲｴ ﾀﾂﾔ 山梨県DNS
143 内田　晃 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡県DNS
145 越膳　英喜 ｴﾂｾﾞﾝ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県DNS
157 大場　恒明 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ 静岡県DNS
160 大畑　守 ｵｵﾊﾀ ﾏﾓﾙ 静岡県DNS
164 小笠原　一裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県DNS
216 桑田　晴敬 ｸﾜﾀ ﾊﾙﾀｶ 静岡県DNS
222 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ 静岡県DNS
231 齊藤　健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京都DNS
246 七里　亮介 ｼﾁﾘ ﾘｮｳｽｹ 東京都DNS
255 菅沼　淳 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 静岡県DNS
258 杉本　健 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都DNS
266 鈴木　俊成 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅﾘ 神奈川県DNS
278 高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 静岡県DNS
280 滝口　隆幹 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｶｷ 山梨県DNS
297 田中　裕二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 長野県DNS
307 土屋　幸雄 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 静岡県DNS
316 中井　敬太 ﾅｶｲ ｹｲﾀ 東京都DNS
320 中込　佑介 ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｳｽｹ 山梨県DNS
323 中原　豪 ﾅｶﾊﾗ ｺﾞｳ 神奈川県DNS
327 鍋倉　功次 ﾅﾍﾞｸﾗ ｺｳｼﾞ 東京都DNS
333 橋本　貴全 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 愛知県DNS
358 本田　一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 静岡県DNS
371 松島　暁 ﾏﾂｼﾏ ｻﾄﾙ 静岡県DNS
376 的野　猛 ﾏﾄﾉ ﾀｹｼ 福岡県DNS
405 山田　恵輔 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 富山県DNS
415 吉村　行智 ﾖｼﾑﾗ ﾕｷﾄﾓ 東京都DNS
423 和田　俊則 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 千葉県DNS
425 渡辺　和志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 埼玉県DNS
428 野々山　晴之 ﾉﾉﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 千葉県DNS
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