
【10】10km男子40歳～49歳
順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 フィニッシュタイム

1 1105 佐久間　隆司 ｻｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 新潟県 村上市 0:39:15
2 1123 渋木　信寿 ｼﾌﾞｷ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 新潟県 燕市 0:39:33
3 1141 山田　勉 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ 美雪園 新潟県 長岡市 0:39:49
4 1120 野島　健文 ﾉｼﾞﾏ ﾀｹﾌﾐ 新潟県 燕市 0:42:14
5 1118 鶴巻　護 ﾂﾙﾏｷ ﾏﾓﾙ チームなめくじ 新潟県 新潟市 0:42:40
6 1134 石附　秀一 ｲｼﾂﾞｷ ｼｭｳｲﾁ ＦＲＣヤンバラーズ 新潟県 五泉市 0:42:57
7 1108 深海　大 ﾌｶｳﾐ ﾋﾛｵ 桜燕ランナーズ 新潟県 燕市 0:42:58
8 1104 稲田　裕二 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＳＳＶＳＳ 新潟県 三条市 0:43:17
9 1130 川崎　健介 ｶﾜｻｷ ｹﾝｽｹ 新潟県 燕市 0:43:50
10 1145 中山　敏克 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｶﾂ 新潟県 燕市 0:45:33
11 1109 小菅　竜馬 ｺｽｹﾞ ﾘｮｳﾏ 新潟県 燕市 0:46:21
12 1106 渡辺　透 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ まるやＲＣ 新潟県 関川村 0:48:42
13 1137 大原　正宏 ｵｵﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 新潟県 燕市 0:49:45
14 1143 石村　亮 ｲｼﾑﾗ ﾘｮｳ 新潟県 燕市 0:50:54
15 1102 兼松　一平 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県 犬山市 0:51:01
16 1127 吉田　徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ しげおーズ 新潟県 柏崎市 0:51:06
17 1119 中原　忍 ﾅｶﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ 新潟県 燕市 0:51:59
18 1112 渡辺　和雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 新潟県 燕市 0:52:37
19 1148 遠藤　栄吉 ｴﾝﾄﾞｳ ｴｲｷﾁ 山崎金属工業 新潟県 燕市 0:52:49
20 1146 稲田　征浩 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 新潟市 0:53:07
21 1140 高橋　利幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ チーム朝日山 新潟県 長岡市 0:53:23
22 1133 吉田　剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 新潟県 新発田市 0:53:34
23 1115 中野　悦宏 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 三条市 0:54:14
24 1111 五十嵐　伸康 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾌﾞﾔｽ 無我ＲＣ 福島県 会津若松市 0:54:48
25 1122 渡辺　龍一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 新潟県 新潟市 0:55:44
26 1132 松田　雅晴 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 新潟県 柏崎市 0:55:48
27 1114 大澤　康弘 ｵｵｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 新潟県 新潟市 0:55:53
28 1128 近山　義郁 ﾁｶﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 新潟県 燕市 0:56:14
29 1125 柏櫓　正征 ｶｼﾔｸﾞﾗ ﾏｻﾕｷ イーコミュニケーションズ 新潟県 新潟市 0:56:19
30 1129 森島　将 ﾓﾘｼﾏ ﾏｻﾙ 兵庫県 尼崎市 0:56:37
31 1142 安藤　壽生 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 燕ジョグ 新潟県 三条市 0:57:34
32 1117 真田　陽介 ｻﾅﾀﾞ ﾖｳｽｹ ＪＭ　ＲＵＮ 新潟県 新潟市 0:57:37
33 1110 佐藤　崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ＭＲＣ 福島県 会津若松市 0:59:44
34 1136 田口　浩司 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 出中６０会 新潟県 出雲崎町 1:00:46
35 1121 春川　望 ﾊﾙｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 新潟県 南魚沼市 1:01:05
36 1131 佐々木　竜哉 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 新潟県 出雲崎町 1:01:42
37 1138 佐藤　弘道 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 新潟県 燕市 1:03:26
38 1124 竹内　克史 ﾀｹｳﾁ ｶﾂｼ 新潟県 燕市 1:04:35
39 1135 西村　優 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾙ 新潟県 燕市 1:04:36
40 1147 斉子　和則 ｻｲｼ ｶｽﾞﾉﾘ 磨き屋　斉子 新潟県 燕市 1:05:04
41 1126 長沢　実 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾉﾙ 新潟県 新潟市 1:06:19
42 1113 多賀　貴幸 ﾀｶﾞ ﾀｶﾕｷ 新潟県 新潟市 1:07:09
43 1116 橋本　康 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｼ ＪＭ　ＲＵＮ 群馬県 高崎市 1:08:08
44 1144 山口　裕彰 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 新潟県 新潟市 1:15:55
45 1107 池田　洋邦 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｸﾆ 宇佐美ランニングクラブ 埼玉県 朝霞市 1:19:02


