
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 FINISH

令和4年11月27日思親報恩ショートコース13km男子
氏名カナ 県名

627 上田　誠人 01:03:431 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 山梨県

12 エース　栗原 01:05:102 ｴｰｽ ｸﾘﾊﾗ 山梨県

11 加藤　淳一 01:06:453 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県

607 秋葉　悠 01:13:204 ｱｷﾊﾞ ﾕｳ 静岡県

620 一ノ瀬　友紀夫 01:18:435 ｲﾁﾉｾ ﾕｷｵ 静岡県

816 河野　克昭 01:19:356
796 山上　聡 01:22:377 ﾔﾏｶﾐ ｻﾄﾙ 長野県

805 吉川　弘一郎 01:23:178 ﾖｼｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 静岡県

613 池田　史仁 01:24:189 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 福島県

695 佐藤　亮太 01:24:4410 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 神奈川県

741 野口　之男 01:24:4911 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｵ 埼玉県

649 加々美　佳斗 01:25:5612 ｶｶﾞﾐ ｹｲﾄ 山梨県

710 鈴木　優斗 01:26:3813 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 静岡県

665 菅野　弘之 01:27:2414 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 静岡県

659 金子　一美 01:28:2915 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾐ 神奈川県

685 斎藤　一智 01:28:3016 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 栃木県

808 ﾜｸﾗ ﾐﾊｲﾙ 01:30:1117 ﾜｸﾗ ﾐﾊｲﾙ 富山県

639 岡田　陽平 01:30:1618 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 静岡県

602 青木　尚也 01:32:1519 ｱｵｷ ﾅｵﾔ 神奈川県

735 中村　端寿 01:32:2720 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 東京都

611 粟野　光裕 01:32:4521 ｱﾜﾉ ﾐﾂﾋﾛ 静岡県

811 渡辺　毅 01:32:5422 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 長野県

684 近藤　智浩 01:33:1323 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県

697 佐野　慎一 01:33:2524 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ 静岡県

740 丹羽　康文 01:33:4125 ﾆﾜ ﾔｽﾌﾐ 静岡県

744 畠山　直樹 01:34:0526 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都

767 前田　涼悟 01:34:1627 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 東京都

780 宮古　裕樹 01:35:1428 ﾐﾔｺ ﾕｳｷ 山梨県

781 宮本　高広 01:35:5129 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 山梨県

803 山田　満 01:36:0930 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 愛知県

806 吉田　隆彦 01:36:1431 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 静岡県

756 藤井　健司 01:36:3632 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 山梨県

779 峯野　雅文 01:36:4533 ﾐﾈﾉ ﾏｻﾌﾐ 静岡県

647 貝瀬　修二 01:36:5134 ｶｲｾ ｼｭｳｼﾞ 山梨県

711 須田　卓馬 01:37:2135 ｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 山梨県

656 金指　正太郎 01:37:3036 ｶﾅｻﾞｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 静岡県

670 久野　優樹 01:37:3337 ｸﾉ ﾏｻｷ 静岡県

757 藤田　裕行 01:37:4538 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 静岡県

673 こいけ　さとし 01:37:4839 ｺｲｹ ｻﾄｼ 静岡県

623 岩崎　剛 01:37:5340 ｲﾜｻｷ ﾂﾖｼ 静岡県

692 佐藤　慎也 01:39:1841 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 山梨県

617 石原　悠一 01:40:0742 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 山梨県

733 永橋　武 01:40:1943 ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｹｼ 千葉県

661 上條　好人 01:41:1044 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾄ 山梨県

616 石原　伸悟 01:41:1245 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 山梨県

629 植松　穣二 01:42:0046 ｳｴﾏﾂ ｼﾞｮｳｼﾞ 静岡県

679 狐塚　勤 01:42:1747 ｺﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 山梨県

653 柏木　紀 01:42:3048 ｶｼﾜｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 山梨県

727 出口　仁司 01:42:3149 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 山梨県

783 向囿　英雄 01:43:2050 ﾑｺｳｿﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県
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797 山崎　芳敬 01:43:4151 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 愛知県

641 小川　恭平 01:44:1752 ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 山梨県

664 菅野　智也 01:44:3553 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 静岡県

674 小池　則貴 01:44:5854 ｺｲｹ ﾉﾘﾀｶ 静岡県

792 ﾓﾛｿﾞﾌﾞ ﾀﾞﾆｰﾙ 01:45:2355 ﾓﾛｿﾞﾌﾞ ﾀﾞﾆｰﾙ 東京都

749 原　佑一 01:45:2656 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都

677 小坂　有司 01:45:3457 ｺｻｶ ﾕｳｼﾞ 神奈川県

696 佐野　公人 01:45:3858 ｻﾉ ｷﾐﾋﾄ 山梨県

798 山下　大介 01:46:1859 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県

725 田村　武将 01:46:2160 ﾀﾑﾗ ﾀｹﾏｻ 静岡県

721 忠内　貴直 01:46:3261 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾀｶﾅｵ 神奈川県

650 笠井　恒汰 01:47:2062 ｶｻｲ ｺｳﾀ 山梨県

778 丸山　英一郎 01:47:2163 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 長野県

716 高山　孝志 01:47:2264 ﾀｶﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県

730 DOLININ SERGEI 01:47:2665 ﾄﾞﾘﾆﾝ ｾﾙｹﾞｲ 神奈川県

691 佐武　隆一 01:47:2866 ｻﾀｹ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県

658 金塚　良和 01:47:3567 ｶﾅﾂｶ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県

723 舘林　康行 01:47:5768 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 東京都

813 八木　伸樹 01:48:0469 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県

791 森田　愼一 01:48:0970 ﾓﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 山梨県

675 小泉　昌起 01:48:3171 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 山梨県

794 柳原　泰弘 01:48:4172 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 群馬県

712 関　博 01:49:0073 ｾｷ ﾋﾛｼ 東京都

628 植松　聖鷹 01:49:2574 ｳｴﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 静岡県

728 手塚　智之 01:49:5875 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾕｷ 山梨県

694 佐藤　尚雄 01:50:3476 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 静岡県

715 高山　勝智 01:51:0877 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 静岡県

799 山下　晴大 01:51:2578 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾄ 静岡県

801 山下　義弘 01:51:2579 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 静岡県

732 中野　真也 01:51:2880 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 静岡県

699 澤　真一 01:51:4081 ｻﾜ ｼﾝｲﾁ 静岡県

734 中村　智明 01:52:0782 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 神奈川県

652 柏木　勝也 01:52:3183 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾔ 東京都

643 小椋　美登志 01:52:3884 ｵｸﾞﾗ ﾐﾄｼ 東京都

751 平出　正典 01:53:0085 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾏｻﾉﾘ 山梨県

736 名取　正樹 01:53:0486 ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ 山梨県

707 杉崎　秀俊 01:53:0687 ｽｷﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県

748 早川　和也 01:53:0688 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾔ 山梨県

671 黒川　知哉 01:53:3589 ｸﾛｶﾜ ﾄﾓﾔ 静岡県

676 小泉　亘 01:53:5590 ｺｲｽﾞﾐ ﾜﾀﾙ 静岡県

626 上田　拓弥 01:54:3991 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 山梨県

612 安藤　典高 01:54:4592 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾀｶ 静岡県

742 野田　貴史 01:56:0193 ﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 静岡県

766 前田　和久 01:56:1594 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県

646 越智　隆広 01:56:1795 ｵﾁ ﾀｶﾋﾛ 静岡県

621 一ノ宮　俊人 01:56:2396 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾄｼﾋﾄ 静岡県

743 袴田　泰輔 01:56:4497 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 静岡県

604 青砥　健太郎 01:57:2098 ｱｵﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県

618 市川　真也 01:57:2899 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾔ 静岡県

738 西　克之 01:57:31100 ﾆｼ ｶﾂﾕｷ 長野県
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690 笹目　喜之 01:57:46101 ｻｻﾒ ﾖｼﾕｷ 茨城県

745 羽鳥　裕介 01:57:51102 ﾊﾄﾘ ﾕｳｽｹ 高知県

638 大村　重信 01:58:02103 ｵｵﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 静岡県

636 大井　利広 01:58:33104 ｵｵｲ ﾄｼﾋﾛ 静岡県

631 内山　健治 01:58:41105 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都

739 二宮　山也 01:58:52106 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾔ 山梨県

605 赤井　雄二郎 01:59:03107 ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡県

648 加々美　修 01:59:37108 ｶｶﾞﾐ ｵｻﾑ 山梨県

773 松浦　真吾 02:00:11109 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｺﾞ 静岡県

619 市川　大吾 02:00:23110 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 静岡県

706 杉浦　健 02:00:27111 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝ 静岡県

788 望月　良介 02:00:50112 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨県

688 坂田　倫昭 02:01:01113 ｻｶﾀ ﾐﾁｱｷ 静岡県

777 松永　充弘 02:01:11114 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾋﾛ 静岡県

795 柳本　譲 02:01:29115 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 山梨県

810 渡邊　健人 02:01:40116 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾄ 静岡県

668 紀平　雄志 02:01:44117 ｷﾋﾗ ﾕｳｼﾞ 埼玉県

644 尾崎　剛 02:02:21118 ｵｻﾞｷ ﾂﾖｼ 静岡県

770 増田　喜行 02:02:54119 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 東京都

705 白倉　英紀 02:03:05120 ｼﾗｸﾗ ﾋﾃﾞｷ 山梨県

765 細山田　翼 02:03:42121 ﾎｿﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 静岡県

762 渕上　昭男 02:03:48122 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷｵ 千葉県

709 鈴木　宗伸 02:04:47123 ｽｽﾞｷ ﾑﾈﾉﾌﾞ 静岡県

606 赤池　秀昭 02:04:50124 ｱｶｲｹ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨県

761 二又川　幸夫 02:05:11125 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ﾕｷｦ 静岡県

802 山田　誠 02:05:39126 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 千葉県

776 松田　央 02:06:01127 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県

750 原田　賢一 02:06:59128 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県

720 竹村　博之 02:07:07129 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 山梨県

772 松井　祐樹 02:07:15130 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 埼玉県

689 櫻田　誠一郎 02:07:19131 ｻｸﾗﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 山梨県

625 植田　幸作 02:09:51132 ｳｴﾀﾞ ｺｳｻｸ 東京都

630 植松　秀則 02:10:03133 ｳｴﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡県

634 遠藤　憲治 02:10:06134 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 東京都

782 向井　啓雄 02:10:29135 ﾑｶｲ ﾋﾛｵ 静岡県

731 内藤　基弘 02:10:41136 ﾅｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 東京都

800 山下　正幸 02:11:21137 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県

640 岡本　和之 02:12:26138 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県

637 大石　圭吾 02:14:00139 ｵｵｲｼ ｹｲｺﾞ 静岡県

768 真崎　達也 02:14:34140 ﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 静岡県

807 吉田　益巳 02:15:53141 ﾖｼﾀﾞ ﾏｽﾐ 静岡県

724 田中　総明 02:16:24142 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ 山梨県

622 伊東　良之 02:16:45143 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県

752 平野　伸 02:18:13144 ﾋﾗﾉ ｼﾝ 静岡県

717 竹内　敬紀 02:18:27145 ﾀｹｳﾁ ｹｲｷ 静岡県

755 福地　智 02:18:28146 ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ 静岡県

635 遠藤　延之 02:18:36147 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県

722 立花　裕也 02:18:40148 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾔ 静岡県

662 川口　純 02:19:41149 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 静岡県

682 小山　真人 02:19:51150 ｺﾔﾏ ﾏｻﾄ 愛知県
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687 坂倉　誠 02:19:52151 ｻｶｸﾗ ﾏｺﾄ 山梨県

763 古川　雄貴 02:20:05152 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 静岡県

758 藤原　辰巳 02:21:28153 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾂﾐ 山梨県

678 小嶋　法晴 02:22:09154 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘﾊﾙ 神奈川県

760 藤本　滋寛 02:22:33155 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 山梨県

610 有井　寛人 02:23:01156 ｱﾘｲ ﾋﾛﾋﾄ 山梨県

790 森　聖史 02:23:09157 ﾓﾘ ﾏｻﾌﾐ 静岡県

754 福井　史晃 02:23:11158 ﾌｸｲ ﾌﾐｱｷ 静岡県

708 鈴木　孝次 02:23:12159 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 千葉県

683 近藤　高史 02:23:20160 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ 静岡県

698 佐野　智也 02:24:20161 ｻﾉ ﾄﾓﾔ 山梨県

747 濵村　靖 02:24:25162 ﾊﾏﾑﾗ ﾔｽｼ 静岡県

693 佐藤　剛 02:24:34163 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 愛知県

729 時田　儀猛 02:24:38164 ﾄｷﾀ ﾖｼﾀｹ 東京都

701 塩澤　昌吾 02:24:56165 ｼｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 静岡県

654 片桐　洋介 02:24:57166 ｶﾀｷﾞﾘ ﾖｳｽｹ 静岡県

726 為国　健 02:25:27167 ﾀﾒｸﾆ ﾀｹｼ 神奈川県

793 柳沢　猛 02:27:12168 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹｼ 神奈川県

812 渡邉　秀明 02:28:13169 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県

814 張　成道 02:28:48170 ﾁｬﾝ ･ ｿﾝﾄﾞ 千葉県

784 村松　良保 02:32:40171 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾎ 静岡県

769 増田　峰夫 02:32:41172 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｵ 静岡県

704 ZHAKHIN ZHANAT 02:33:40173 ｼﾞｬﾋﾝ ｼﾞｬﾅｯﾄ 埼玉県

764 星野　和之 02:34:09174 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾕｷ 静岡県

615 石井　敦 02:36:30175 ｲｼｲ ｱﾂｼ 山梨県

660 兼平　靖夫 02:38:24176 ｶﾈﾋﾗ ﾔｽｵ 神奈川県

809 渡邉　一史 02:39:23177 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 山梨県

815 野々山　晴之 02:40:32178 ﾉﾉﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 千葉県

686 齊藤　克成 02:41:02179 ｻｲﾄｳ ｶﾂｼｹﾞ 静岡県

608 芦澤　和生 02:42:12180 ｱｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 静岡県

737 南谷　哲雄 02:42:35181 ﾅﾝﾔ ﾃﾂｵ 岐阜県

759 藤巻　寛 02:45:05182 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛｼ 山梨県

614 池田　雄 02:47:26183 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 静岡県

632 海野　浩 02:47:45184 ｳﾝﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県

719 竹内　寧 02:56:39185 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 愛知県

785 望月　明浩 03:08:30186 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋﾛ 山梨県

713 関口　浩 03:10:03187 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 茨城県

633 蛯原　秀典 03:15:16188 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山梨県

787 望月　俊宏 03:27:14189 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 山梨県

672 黒田　雪男 03:39:46190 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 富山県

666 神部　達雄 03:55:25191 ｶﾝﾍﾞ ﾀﾂｵ 神奈川県

601 青木　真吾 ｱｵｷ ｼﾝｺﾞ 静岡県DNS
603 青木　秀剛 ｱｵｷ ﾖｼﾀｹ 静岡県DNS
609 阿部　圭佑 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 東京都DNS
624 岩田　晋之介 ｲﾜﾀ ｼﾝﾉｽｹ 静岡県DNS
642 小川　恭弘 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県DNS
645 小島　博勝 ｵｼﾞﾏ ﾋﾛｶﾂ 山梨県DNS
651 葛西　秀美 ｶｻｲ ﾋﾃﾞﾐ 神奈川県DNS
655 加藤　剛士 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 愛知県DNS
657 金澤　誠 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 福島県DNS
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663 川島　邦彦 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋｺ 静岡県DNS
667 稀代　誠 ｷﾀｲ ﾏｺﾄ 山梨県DNS
669 金原　匡利 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻﾄｼ 静岡県DNS
680 小林　健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 神奈川県DNS
681 小山　眞樹 ｺﾔﾏ ﾏｻｷ 神奈川県DNS
700 澤　慎二郎 ｻﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ 東京都DNS
702 清水　瑛大 ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀﾞｲ 東京都DNS
703 下藤　和弘 ｼﾓﾌｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県DNS
714 高橋　ともひろ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 長野県DNS
718 竹内　耕次 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 静岡県DNS
746 花田　宗幸 ﾊﾅﾀﾞｼｭｳｺｳ 山梨県DNS
753 平野　雄一 ﾋﾗﾉ ﾕｳｲﾁ 静岡県DNS
771 町田　順市 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨県DNS
774 松尾　圭哉 ﾏﾂｵ ﾖｼﾁｶ 青森県DNS
775 松澤　義彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 長野県DNS
786 望月　利英 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾃﾞ 山梨県DNS
789 本山　進 ﾓﾄﾔﾏ ｽｽﾑ 千葉県DNS
804 山本　祐輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼玉県DNS
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