
【3】ハーフ男子50歳～59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 36 野房　和彦 ﾉﾌｻ ｶｽﾞﾋｺ 新潟中央ヤクルト 東京都 江東区 1:20:36
2 58 井上　禎宏 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ ホンダオートボディー 三重県 菰野町 1:23:37
3 210 堀　潤一 ﾎﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟大学 新潟県 新潟市 1:26:29
4 248 村山　英司 ﾑﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 新潟県 新発田市 1:27:23
5 5 飯塚　明彦 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾋｺ 済生会新潟第二病院 新潟県 新潟市 1:27:41
6 187 宮内　竜一 ﾐﾔｳﾁ ﾘｭｳｲﾁ 土地家屋調査士 新潟県 長岡市 1:29:46
7 189 平澤　健太郎 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 新潟市 1:30:35
8 111 石坂　成規 ｲｼｻﾞｶ ｼｹﾞﾉﾘ 新潟県 長岡市 1:31:28
9 135 若井　勝 ﾜｶｲ ﾏｻﾙ 新潟県 南魚沼市 1:33:01
10 206 佐藤　和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 新潟県 新発田市 1:34:12
11 157 友野　浩一 ﾄﾓﾉ ｺｳｲﾁ ｔｅａｍ－Ｔ 新潟県 小千谷市 1:35:01
12 121 山澤　康秀 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ イオナズンＲＣ 新潟県 新潟市 1:35:01
13 62 石井　丈仁 ｲｼｲ ﾀｹﾋﾄ 東京都 大田区 1:35:49
14 146 四柳　章雄 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ ◆◇ダイニチＲＣ◇◆ 新潟県 新潟市 1:35:56
15 13 川嵜　裕二 ｶﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 新潟県 上越市 1:36:01
16 234 木村　正昭 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ 東京都 江東区 1:36:14
17 69 木山　洋志 ｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 世田谷区 1:36:15
18 443 小林　秀一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 新潟県 燕市 1:37:16
19 90 駒形　哲宣 ｺﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾉﾘ 新潟県 新潟市 1:38:53
20 82 小林　裕之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ チームＴ＆Ｍ 新潟県 新潟市 1:39:57
21 409 松井　富義 ﾏﾂｲ ﾄﾐﾖｼ ヤマト運輸株式会社 新潟県 燕市 1:40:03
22 553 岡田　浩司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ ＵＳＡＭＩ　ＲＣ 東京都 北区 1:40:27
23 87 吉田　智 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 新潟県 長岡市 1:40:42
24 228 城　斗志夫 ｼﾞｮｳ ﾄｼｵ 新潟大学 新潟県 新潟市 1:41:39
25 250 大野　力 ｵｵﾉ ﾂﾄﾑ ＳＵＷＡＤＡ　ＲＴ 新潟県 燕市 1:41:59
26 159 黒井　順一 ｸﾛｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ デンカ生研 新潟県 五泉市 1:42:52
27 152 西田　幸一 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 松戸市 1:43:44
28 249 若井　浩司 ﾜｶｲ ｺｳｼﾞ 新潟県 燕市 1:44:01
29 166 中山　敬介 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 新潟県 三条市 1:44:13
30 394 涌井　克彦 ﾜｸｲ ｶﾂﾋｺ あじまさラン 新潟県 新潟市 1:44:36
31 285 捧　秀次郎 ｻｻｹﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 新潟県 燕市 1:44:43
32 514 目黒　秀樹 ﾒｸﾞﾛ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 加茂市 1:45:29
33 377 石井　正俊 ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ ＷＥＬＣＯＮ 新潟県 阿賀野市 1:45:31
34 175 竹下　英夫 ﾀｹｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 新潟市 1:45:58
35 77 後藤　明 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ 新潟県 新潟市 1:46:14
36 301 小林　綱夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾅｵ 新潟県 長岡市 1:46:22
37 266 佐藤　和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ ＤＡＳＴＹ 新潟県 新潟市 1:46:44
38 378 山田　剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ はよ走らん会。 新潟県 五泉市 1:47:49
39 246 二宮　和義 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾖｼ 新潟県 新潟市 1:47:56
40 552 長谷川　亮太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ パナソニック（株） 新潟県 燕市 1:48:32
41 392 小黒　雄司 ｵｸﾞﾛ ﾕｳｼﾞ 新潟県 長岡市 1:48:54
42 357 新谷　陽一 ﾆｲﾔ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 富士見市 1:49:17
43 550 松原　陽 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 新潟県 魚沼市 1:49:57
44 153 遠山　正夫 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻｵ ＪＲ東日本 新潟県 長岡市 1:50:16
45 480 中澤　浩一 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 上田市第二給食センター 長野県 上田市 1:50:19
46 415 佐藤　孝良 ｻﾄｳ ﾀｶﾖｼ 新潟県 新潟市 1:50:25
47 212 大関　健太 ｵｵｾｷ ｹﾝﾀ 新潟県 加茂市 1:51:06
48 471 駒井　良理 ｺﾏｲ ﾖｼﾏｻ ＵＳＡＭＩＲＣ 東京都 杉並区 1:51:21
49 161 井部　達也 ｲﾍﾞ ﾀﾂﾔ 新潟市中央陸上競技協会 新潟県 新潟市 1:51:27
50 504 稲垣　茂 ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ フェニックス 新潟県 新潟市 1:52:27
51 295 松島　博 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 新潟県 柏崎市 1:52:53
52 645 西川　秀樹 ﾆｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 所沢市 1:52:54
53 380 鈴木　聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区 1:53:09
54 491 桜井　広利 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄｼ 新潟県 新潟市 1:53:59
55 547 小柳　嘉一 ｵﾔﾅｷﾞ ｶｲﾁ 新潟県 燕市 1:54:33
56 38 熊倉　淳郎 ｸﾏｸﾗ ｱﾂｵ 熊倉輪店 新潟県 三条市 1:55:13
57 509 内藤　公生 ﾅｲﾄｳ ｷﾐｵ 新潟県 上越市 1:55:16
58 344 井村　圭 ｲﾑﾗ ｷﾖｼ 埼玉県 草加市 1:55:29
59 442 竹内　義幸 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都 練馬区 1:55:33
60 403 茨木　稔 ｲﾊﾞﾗｷ ﾐﾉﾙ マイペーす 新潟県 新潟市 1:55:41
61 400 丸山　匡 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 新潟県 弥彦村 1:55:50
62 183 山崎　寿之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ 新潟県 新潟市 1:55:58
63 307 丸谷　豊 ﾏﾙﾀﾆ ﾕﾀｶ 新潟県 新潟市 1:56:00
64 91 井上　裕輔 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 新潟県 新潟市 1:56:08
65 439 崔　宰赫 ﾁｪ ｼﾞｪﾋｮｯｸ 明道メタル 新潟県 燕市 1:56:31
66 554 櫃間　崇 ﾋﾂﾏ ﾀｶｼ 新潟県 十日町市 1:56:32
67 474 大桃　宏 ｵｵﾓﾓ ﾋﾛｼ 新潟県 新潟市 1:56:35
68 261 石本　康裕 ｲｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ Ｍ．Ｄ．Ｒ 新潟県 新潟市 1:56:36
69 548 小熊　利徳 ｵｸﾞﾏ ﾄｼﾉﾘ 新潟県 三条市 1:57:01
70 505 清水　尚弥 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾔ 新潟県 長岡市 1:57:15



71 478 水島　知弘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 新潟市 1:57:22
72 258 丸山　宗一 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｲﾁ 大光銀行 新潟県 燕市 1:57:32
73 155 佐藤　浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 新潟県 長岡市 1:57:51
74 473 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 千葉県 習志野市 1:57:57
75 454 福井　崇雄 ﾌｸｲ ﾀｶｵ 新潟トーヨー株式会社 新潟県 新潟市 1:58:17
76 289 斎藤　一良 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 嘉平豆腐店 新潟県 燕市 1:58:25
77 720 佐々木　基仁 ｻｻｷ ﾓﾄﾋﾄ 新潟県 新潟市 1:58:36
78 313 高橋　宏実 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ ＨＭＲＵＮ 新潟県 三条市 1:59:06
79 125 大塚　隆行 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 多摩信用金庫 東京都 町田市 1:59:32
80 323 原田　誠樹 ﾊﾗﾀ ｾｲｷ 東北発電工業 新潟県 聖籠町 2:00:15
81 551 関矢　和哉 ｾｷﾔ ｶｽﾞﾔ 新潟中央ヤクルト 新潟県 長岡市 2:00:34
82 271 斎藤　義文 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 新潟県 新潟市 2:01:05
83 546 内田　卓利 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾄｼ 新潟県 長岡市 2:01:20
84 455 三浦　修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 新潟県 新潟市 2:01:23
85 618 丸山　英裕 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 新潟県 長岡市 2:01:34
86 518 星名　隆 ﾎｼﾅ ﾀｶｼ オスポック 新潟県 十日町市 2:01:36
87 350 吉田　雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 新潟県 新潟市 2:01:38
88 423 梁取　将史 ﾔﾅﾄﾞﾘ ﾏｻｼ 新武会 新潟県 新潟市 2:03:20
89 320 佐藤　俊一 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 新潟県 新潟市 2:05:40
90 484 小川　修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ ◆クミクミ◆ 新潟県 新潟市 2:06:07
91 435 矢島　則幸 ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ チームミント 新潟県 出雲崎町 2:06:11
92 270 岩橋　和彦 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 新潟県 新潟市 2:06:35
93 693 渡辺　豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 新潟県 長岡市 2:06:48
94 786 深海　隆彰 ﾌｶｳﾐ ﾀｶｱｷ 新潟県 燕市 2:07:47
95 743 小判　浩和 ｺﾊﾞﾝ ﾋﾛｶｽﾞ 石川県 かほく市 2:09:01
96 251 宮川　展幸 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ パナソニック（株） 新潟県 三条市 2:09:24
97 486 西條　勇 ﾆｼｼﾞｮｳ ｲｻﾑ くびき野 新潟県 上越市 2:10:33
98 291 長井　武稔 ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄｼ 新潟県 三条市 2:11:46
99 788 森川　誠 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ パナソニック（株） 新潟県 燕市 2:12:14
100 737 木田　茂男 ｷﾀﾞ ｼｹﾞｵ かしわきた 新潟県 柏崎市 2:13:14
101 785 小林　桂悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 新潟県 燕市 2:14:42
102 441 土田　直文 ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 新潟県 燕市 2:16:00
103 14 高橋　康夫 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ ＵＳＡＭＩランニングクラブ 埼玉県 草加市 2:16:55
104 704 加藤　直昭 ｶﾄｳ ﾅｵｱｷ 新潟県 長岡市 2:20:01
105 787 堀川　清海 ﾎﾘｶﾜ ｷﾖﾐ 新潟県 新潟市 2:21:33
106 426 田邉　圭祐 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 新潟県 燕市 2:21:49
107 425 山崎　光男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｵ 新潟県 燕市 2:21:56
108 639 家永　敏郎 ｲｴﾅｶﾞ ﾄｼﾛｳ 新潟県 長岡市 2:23:40
109 635 柄澤　豐 ｶﾗｻﾜ ﾕﾀｶ 新潟県 新潟市 2:25:48
110 729 坂上　松則 ｻｶｶﾞﾐ ﾏﾂﾉﾘ Ｔｅａｍｋｏｄａ 新潟県 新潟市 2:26:36
111 784 森口　徹仁 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾄ 新潟県 燕市 2:28:23
112 589 斎藤　和也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 新潟県 五泉市 2:29:47
113 275 谷　明久 ﾀﾆ ｱｷﾋｻ 新潟県 新潟市 2:30:35
114 621 神田　哲也 ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新潟県 燕市 2:30:56
115 660 宮本　昭 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ 新潟県 新潟市 2:30:59
116 789 二平　芳信 ﾆﾍｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 燕市教育委員会 新潟県 新潟市 2:38:00
117 470 加藤　幸治 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ きらり勝ッパ 富山県 南砺市 2:38:01
118 598 古川　敦義 ﾌﾙｶﾜ ｱﾂﾖｼ 株式会社　野田 新潟県 三条市 2:38:08
119 594 塚越　慶和 ﾂｶｺﾞｼ ﾖｼｶｽﾞ 新潟県 新潟市 2:38:36
120 770 岩村　秀明 ｲﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府 茨木市 2:40:03
121 606 高沢　清継 ﾀｶｻﾜ ｷﾖﾂｸﾞ 長野県 塩尻市 2:42:31
122 310 伊東　正巳 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ ハッスルマッスル 新潟県 新潟市 2:43:42
123 734 中嶋　良一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 長野県 飯綱町 2:44:02
124 603 細貝　岳 ﾎｿｶｲ ﾀｶｼ 新潟県 燕市 2:44:20
125 670 関塚　一司 ｾｷﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ 柏原製作所 新潟県 柏崎市 2:49:15
126 326 石坂　博之 ｲｼｻﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 東吾妻町 2:52:09


