
10km男子高校生～39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 1017 松田　賢知 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 新潟県 燕市 0:33:36
2 1006 鴻巣　隼人 ｺｳﾉｽ ﾊﾔﾄ ＪＡ会津よつば 福島県 会津美里町 0:33:53
3 1066 涌井　圭介 ﾜｸｲ ｹｲｽｹ 新潟中央ヤクルト 埼玉県 戸田市 0:34:36
4 1033 斎藤　和樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 長岡技術科学大学 新潟県 燕市 0:35:36
5 1070 長谷川　聡一 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 長岡技術科学大学 新潟県 三条市 0:36:23
6 1072 岩倉　駿 ｲﾜｸﾗ ｼｭﾝ 重川材木店 新潟県 新潟市 0:37:03
7 1038 永山　義信 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 坂下走友会 福島県 会津坂下町 0:38:39
8 1041 清水　恭輔 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｽｹ 東京都 江戸川区 0:38:43
9 1039 根岸　徹弥 ﾈｷﾞｼ ﾃﾂﾔ 群馬県 大泉町 0:39:53
10 1005 和田　昌明 ﾜﾀﾞ ﾏｻｱｷ 新潟県 長岡市 0:40:39
11 1029 高浪　琢三 ﾀｶﾅﾐ ﾀｸﾐ 燕市陸協 新潟県 燕市 0:41:06
12 1008 中山　諭 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ ＪＭ 新潟県 新潟市 0:41:11
13 1011 岩渕　邦宏 ｲﾜﾌﾞﾁ ｸﾆﾋﾛ ＪＭ　ＲＵＮ 新潟県 新発田市 0:41:59
14 1044 木村　周平 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 新潟大学 新潟県 三条市 0:42:25
15 1056 富所　将士 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾏｻｼ 新潟県 燕市 0:42:41
16 1002 風間　紘毅 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ 新潟県 三条市 0:42:45
17 1020 源川　幸祐 ﾐﾅｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 新潟県 新潟市 0:43:57
18 1034 河合　武之 ｶﾜｲ ﾀｹﾕｷ ホテル飛鳥 新潟県 長岡市 0:44:04
19 1055 細山　敦史 ﾎｿﾔﾏ ｱﾂｼ 新潟県 新潟市 0:44:06
20 1065 関根　幸平 ｾｷﾈ ｺｳﾍｲ 新潟中央ヤクルト 東京都 府中市 0:44:18
21 1047 西村　嘉晃 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 大阪府 岸和田市 0:44:35
22 1051 白川　幸伯 ｼﾗｶﾜ ﾕｷﾉﾘ 白川幸伯 新潟県 新潟市 0:44:44
23 1003 近藤　洋輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ スズケン 新潟県 新潟市 0:46:08
24 1004 山後　隼人 ｻﾝｺﾞ ﾊﾔﾄ （株）新越ワークス 新潟県 燕市 0:46:40
25 1067 橋本　亮介 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 新潟中央ヤクルト 東京都 世田谷区 0:46:56
26 1054 松井　勇生 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 新潟県 長岡市 0:47:07
27 1040 長井　貴大 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 柏崎市 0:47:51
28 1001 大滝　諒史 ｵｵﾀｷ ｱｷﾌﾐ 新潟県 新潟市 0:49:12
29 1036 宮島　悠輔 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ＳＯＮにいがた 新潟県 新潟市 0:49:32
30 1022 新井田　直樹 ﾆｲﾀﾞ ﾅｵｷ 明道メタル 新潟県 新潟市 0:49:38
31 1049 阿部　憲一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 新潟食料農業大学 新潟県 胎内市 0:49:55
32 1042 江原　享平 ｴﾊﾞﾗ ｷｮｳﾍｲ 群馬県 高崎市 0:50:12
33 1064 中村　拓真 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 新潟中央ヤクルト 東京都 八王子市 0:50:19
34 1035 小船井　寛行 ｵﾌﾞﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 長岡市 0:50:22
35 1043 中村　俊輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 新潟市 0:50:42
36 1046 小林　一樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 新潟県 燕市 0:51:04
37 1023 杉崎　公則 ｽｷﾞｻｷ ﾏｻﾉﾘ 明道メタル 新潟県 燕市 0:51:41
38 1048 月橋　未来 ﾂｷﾊｼ ﾐﾗｲ 新潟県 燕市 0:52:42
39 1012 平野　勇紀 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 新潟県 妙高市 0:53:02
40 1021 宮嶋　良 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳ 新潟県 新潟市 0:53:03
41 1069 佐藤　達矢 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 新潟県 燕市 0:53:32
42 1030 山田　司 ﾔﾏﾀﾞ ﾂｶｻ 新潟県 三条市 0:53:42
43 1057 石黒　桂司 ｲｼｸﾞﾛ ｹｲｼﾞ 新潟県 燕市 0:54:21
44 1015 兼平　太海 ｶﾈﾋﾗ ﾀｲｶﾞ 新潟県 燕市 0:54:53
45 1355 今井　雄介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 藤田金屬株式会社 新潟県 新潟市 0:55:29
46 1050 根本　亮太 ﾈﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 群馬県 桐生市 0:55:54
47 1007 畑野　辰也 ﾊﾀﾉ ﾀﾂﾔ ＪＭ 新潟県 新潟市 0:56:59
48 1028 河村　翔馬 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾏ 新潟中央短期大学 新潟県 燕市 0:57:46
49 1063 池田　憲史 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 新潟県 燕市 0:58:06
50 1025 石林　伸也 ｲｼﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 新潟県 新潟市 0:58:30
51 1024 本間　一匡 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾏｻ 明道メタル 新潟県 長岡市 0:59:06
52 1068 阿部　椋太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟県 燕市 1:01:03
53 1061 加藤　智也 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ 新潟県 燕市 1:01:08
54 1010 中田　大介 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 新潟市 1:01:36
55 1052 丸山　容平 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 明道メタル 新潟県 燕市 1:01:37
56 1053 森井　大介 ﾓﾘｲ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 燕市 1:02:31
57 1059 馬場　凌太 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 新潟県 新潟市 1:04:03
58 1060 小島　涼輔 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 新潟県 新潟市 1:04:04
59 1037 相澤　将貴 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｷ 巻町エンカウント 新潟県 長岡市 1:05:35
60 1062 阿部　真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ Ｓ．Ｏ新潟 新潟県 新潟市 1:06:10
61 1009 木間　譲 ｺﾉﾏ ﾕｽﾞﾙ 愛宕福祉会吉田愛宕の園 新潟県 見附市 1:07:08
62 1071 相田　匡崇 ｱｲﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 新潟県 燕市 1:09:26
63 1045 岡﨑　義弘 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 岡﨑内装 埼玉県 飯能市 1:11:53
64 1026 成田　宗太郎 ﾅﾘﾀ ｿｳﾀﾛｳ 新潟県 燕市 1:13:02
65 1027 小野塚　太一 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 新潟県 燕市 1:13:02
66 1018 五十嵐　智 ｲｶﾗｼ ｻﾄｼ 新潟県 五泉市 1:13:39
67 1019 宮崎　大資 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ジェイメディカル 新潟県 燕市 1:19:12


