
【12】10km男子60歳以上
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 1308 阿部　昭一 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ メーヴェ 新潟県 長岡市 0:38:21
2 1301 大滝　和成 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾅﾘ アッサム会 新潟県 新潟市 0:42:59
3 1309 安達　孝一 ｱﾀﾞﾁ ｺｳｲﾁ てらスポ！ 新潟県 長岡市 0:43:37
4 1353 井川　眞 ｲｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 魚沼ＪＴＦＣ 新潟県 魚沼市 0:45:24
5 1312 佐々木　勝則 ｻｻｷ ｶﾂﾉﾘ 桜井の里福祉会 新潟県 長岡市 0:46:15
6 1333 杣木　昭一 ｿﾏｷ ｼｮｳｲﾁ 新潟県 燕市 0:46:47
7 1332 松原　俊昭 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 読売新潟 新潟県 新潟市 0:47:32
8 1318 池島　晃 ｲｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ オールバディ 千葉県 白井市 0:48:03
9 1314 小式沢　浩 ｺｼｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 新潟県 三条市 0:48:14
10 1323 目黒　正行 ﾒｸﾞﾛ ﾏｻﾕｷ 新潟県 三条市 0:48:32
11 1341 中野　次郎 ﾅｶﾉ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 入間市 0:48:40
12 1317 江部　俊樹 ｴﾍﾞ ﾄｼｷ ツバメックス 新潟県 燕市 0:49:44
13 1320 山口　利雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｵ 高峰ＲＣ 栃木県 那須烏山市 0:53:55
14 1307 直江　道人 ﾅｵｴ ﾐﾁﾝﾄﾞ 新潟県 新潟市 0:54:58
15 1343 菊池　宏 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 新潟県 新潟市 0:55:50
16 1345 白倉　照男 ｼﾗｸﾗ ﾃﾙｵ 新潟県 燕市 0:56:07
17 1310 丸山　亘 ﾏﾙﾔﾏ ﾜﾀﾙ 新潟県 三条市 0:57:22
18 1351 関川　紀雄 ｾｷｶﾜ ﾉﾘｵ 燕朝日走友会 新潟県 燕市 0:58:36
19 1315 近藤　光栄 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｴｲ 新潟県 新潟市 0:58:54
20 1342 斎藤　俊樹 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ ウルトラマンクラブ 新潟県 胎内市 1:00:11
21 1327 木津　晃次 ｷﾂ ｺｳｼﾞ 新潟県 五泉市 1:01:05
22 1329 星野　隆 ﾎｼﾉ ﾀｶｼ 新潟県 見附市 1:01:52
23 1304 赤川　三好 ｱｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾖｼ 愛知県 刈谷市 1:01:57
24 1324 斎藤　文雄 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｵ 新潟県 三条市 1:02:00
25 1319 中野　義昭 ﾅｶﾉ ﾖｼｱｷ 新潟県 長岡市 1:04:03
26 1334 川俣　眞一 ｶﾜﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 新潟県 燕市 1:04:16
27 1322 蓮沼　義行 ﾊｽﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 有限会社　蓮沼食品 新潟県 燕市 1:04:26
28 1338 伊藤　和彦 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 新潟県 弥彦村 1:04:39
29 1336 小関　彰 ｺｾｷ ｱｷﾗ ランホリ 新潟県 新潟市 1:05:58
30 1305 内野　昌栄 ｳﾁﾉ ﾏｻﾖｼ 武蔵マラソンライフ駆楽舞 埼玉県 入間市 1:07:11
31 1346 五十嵐　清春 ｲｶﾗｼ ｷﾖﾊﾙ 新潟県 三条市 1:08:04
32 1325 和田　章蔵 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 永田精機株式会社 新潟県 燕市 1:08:16
33 1347 横坂　正晴 ﾖｺｻｶ ﾏｻﾊﾙ 新潟県 長岡市 1:08:30
34 1306 本間　克志 ﾎﾝﾏ ｶﾂｼ 新潟県 新潟市 1:08:36
35 1311 小林　壮一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 新潟県 新潟市 1:09:27
36 1321 成田　隆 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ 新潟県 燕市 1:13:02
37 1350 矢代　彌一 ﾔｼﾛ ﾔｲﾁ 千葉県 市原市 1:13:09
38 1337 本田　善郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 楽走会 新潟県 燕市 1:14:45
39 1331 久力　正通 ｸﾘｷ ﾏｻﾐﾁ 新潟県 長岡市 1:16:44
40 1335 近嵐　久榮 ﾁｶｱﾗｼ ｷｭｳｴｲ 新潟県 燕市 1:18:37


