
【2】ハーフ男子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 35 南波　直満 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾐﾂ ＤｒｅａｍＡＣ 神奈川県 横浜市 1:14:30
2 3 増井　哲也 ﾏｽｲ ﾃﾂﾔ ＮＯＳＡＩ新潟県 新潟県 新潟市 1:14:48
3 53 渡邊　淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 新潟市 1:15:44
4 7 木暮　享 ｺｸﾞﾚ ﾄｵﾙ 湯沢町有酸素運動倶楽部 新潟県 湯沢町 1:16:15
5 37 星　範光 ﾎｼ ﾉﾘﾐﾂ Ｔ－ＲＵＮ 新潟県 魚沼市 1:22:55
6 181 平原　冬樹 ﾋﾗﾊﾗ ﾌﾕｷ 新潟県 上越市 1:23:07
7 46 岩澤　繁生 ｲﾜｻﾜ ｼｹﾞｵ 日本フードリンク 新潟県 新潟市 1:23:44
8 1 荒川　涼 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 新潟県 新潟市 1:23:52
9 162 小林　貴之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 新潟県 長岡市 1:25:26
10 216 中野　雅敏 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 一測ＡＣ 新潟県 小千谷市 1:25:54
11 51 熊倉　正樹 ｸﾏｸﾗ ﾏｻｷ 新潟県 五泉市 1:26:01
12 95 大塚　俊勝 ｵｵﾂｶ ﾄｼｶﾂ 大塚鍼灸治療院 新潟県 南魚沼市 1:26:07
13 61 矢貴　秀雄 ﾔｷ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 新潟市 1:26:39
14 21 柳原　靖人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾄ 東京都 三鷹市 1:27:00
15 184 川上　和志 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｼ 新潟県 新潟市 1:28:11
16 186 青木　和也 ｱｵｷ ｶｽﾞﾔ 新潟県 新潟市 1:28:15
17 134 栗林　優樹 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ スリムチャンス 新潟県 長岡市 1:28:24
18 201 外谷　崇 ﾄﾔ ﾀｶｼ 長野県 長野市 1:29:44
19 241 佐々木　勇二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 富山県 黒部市 1:29:52
20 86 長谷川　学 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 新潟トキラン 新潟県 燕市 1:30:20
21 20 大崎　剛 ｵｵｻｷ ﾂﾖｼ 新潟市南区陸協 新潟県 新潟市 1:31:25
22 141 横山　和人 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 朝日酒造 新潟県 長岡市 1:31:29
23 34 小杉　英樹 ｺｽｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 十日町市陸協 新潟県 十日町市 1:31:41
24 188 伊藤　浩昭 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 痛風らんなぁー 新潟県 関川村 1:31:43
25 164 元井　隆 ﾓﾄｲ ﾀｶｼ ＪＴＢ 茨城県 水戸市 1:31:56
26 117 齊藤　修 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ まむしクラブ 東京都 練馬区 1:32:32
27 112 安部　康 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ まむしクラブ 東京都 杉並区 1:34:21
28 133 木村　由一 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 新潟県 新潟市 1:34:28
29 54 渡辺　大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 燕市 1:34:47
30 114 菅谷　隆幸 ｽｶﾞﾔ ﾀｶﾕｷ 群馬県庁 群馬県 前橋市 1:34:52
31 230 佐藤　博則 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 長岡東支店 新潟県 新潟市 1:35:46
32 213 山崎　友輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ ランニング研究会 新潟県 長岡市 1:36:30
33 543 芦田　源一郎 ｱｼﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 新潟県 三条市 1:36:33
34 545 込山　辰也 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 新潟県 燕市 1:36:38
35 220 佐藤　和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 両沼厚生会 福島県 湯川村 1:36:55
36 89 佐藤　俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 燕労災病院 新潟県 燕市 1:37:01
37 76 沖野　寛幸 ｵｷﾉ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 燕市 1:37:10
38 221 佐藤　武志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 新潟県 上越市 1:37:37
39 245 藤井　直行 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾕｷ 新潟県 南魚沼市 1:37:42
40 129 鈴木　聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 新潟県 長岡市 1:38:34
41 83 渡邉　崇弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 三条市 1:38:36
42 68 野村　誉久 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋｻ ＮＪＳ 新潟県 燕市 1:38:43
43 205 伊東　一哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 走らん会 新潟県 燕市 1:38:45
44 363 金子　文明 ｶﾈｺ ﾌﾐｱｷ ＨＫＫＲＣ 新潟県 燕市 1:38:50
45 277 有田　匡孝 ｱﾘﾀ ﾏｻﾀｶ ろうさい 新潟県 燕市 1:39:05
46 160 高山　謙二 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 新潟県 燕市 1:39:10
47 66 菅野　佳宏 ｽｹﾞﾉ ﾖｼﾋﾛ ラン活にいがた 新潟県 燕市 1:40:48
48 75 池　貴広 ｲｹ ﾀｶﾋﾛ 朝日酒造 新潟県 燕市 1:40:56
49 126 小川　達也 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 走らん会 新潟県 燕市 1:41:10
50 199 西脇　大輔 ﾆｼﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ １ｏｒ８ 新潟県 小千谷市 1:41:22
51 296 齋藤　慎一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ちーむ春太 福島県 会津若松市 1:41:49
52 243 高松　健一 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｲﾁ パナソニック（株） 新潟県 燕市 1:42:39
53 222 佐藤　政幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 新潟県 新潟市 1:43:00
54 523 吉田　和明 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 三鷹市 1:43:08
55 334 赤澤　一夫 ｱｶｻﾜ ｶｽﾞｵ 新潟県 見附市 1:43:10
56 273 田辺　稔 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 蒲原ＲＣ 新潟県 新潟市 1:43:39
57 81 有田　公策 ｱﾘﾀ ｺｳｻｸ チャリ部登坂課 新潟県 新潟市 1:43:53
58 226 須田　和行 ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ ＩＳＳＯＫＵＡＣ 新潟県 小千谷市 1:44:30
59 104 笠川　浩 ｶｻｶﾜ ﾋﾛｼ ノブブ 新潟県 村上市 1:44:45
60 154 岡田　聡 ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 新潟県 妙高市 1:45:11
61 397 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 栃木県 宇都宮市 1:45:57
62 71 山崎　寛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 新潟県 燕市 1:46:19
63 106 坂井　邦彦 ｻｶｲ ｸﾆﾋｺ 新潟県 新潟市 1:46:42
64 541 土田　淳 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 新潟県 新潟市 1:46:44
65 468 渡部　伸行 ﾜﾀﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 朝からＭＣ 新潟県 新潟市 1:46:46
66 115 鈴木　聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 美味しくて味処ｈａｎａ毛亭 新潟県 上越市 1:46:57
67 303 今溝　淳 ｲﾏﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝ 長野県 安曇野市 1:47:17
68 420 南雲　剛志 ﾅｸﾞﾓ ﾂﾖｼ 齋藤記念病院 新潟県 南魚沼市 1:47:21
69 352 高野　浩之 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 三条柔道倶楽部 新潟県 三条市 1:47:25
70 322 佐藤　明弘 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 出中６０会 新潟県 出雲崎町 1:47:34



71 268 岡村　啓志 ｵｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ チームＴＫＯ 新潟県 南魚沼市 1:47:42
72 375 井関　直行 ｲｾｷ ﾅｵﾕｷ 新潟県 長岡市 1:48:08
73 533 大関　博之 ｵｵｾｷ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 燕市 1:48:41
74 536 小田　良和 ｵﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 県職労 新潟県 村上市 1:48:46
75 158 五十嵐　和彦 ｲｶﾗｼ ｶｽﾞﾋｺ 村上トライアス 新潟県 胎内市 1:48:55
76 312 小林　直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 新潟県 長岡市 1:48:58
77 341 江川　秀太郎 ｴｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾀﾛｳ 新潟県 田上町 1:49:54
78 227 梅澤　克実 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 日立市体育協会 茨城県 日立市 1:50:06
79 231 小池　範和 ｺｲｹ ﾉﾘｶｽﾞ 新潟県 小千谷市 1:50:12
80 288 長谷川　修一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 三星金属工業 新潟県 新潟市 1:50:20
81 506 佐々木　真聡 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 川崎市 1:50:43
82 173 魚津　和信 ｳｵﾂ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 魚津表具店 東京都 荒川区 1:51:30
83 452 宮崎　貴之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 新潟県 新潟市 1:51:37
84 391 西原　秀幸 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 中央設計 石川県 能美市 1:51:37
85 280 東條　真一 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼﾝｲﾁ エヌ・シィ・ティ 新潟県 長岡市 1:51:51
86 496 長谷川　裕 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 大島病院 新潟県 三条市 1:52:06
87 641 水上　寛之 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 新潟市 1:52:10
88 124 武石　康晴 ﾀｹｲｼ ﾔｽﾊﾙ 新潟県 燕市 1:52:17
89 421 石川　正史 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 新潟県 弥彦村 1:52:44
90 105 鈴木　大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ にこらんくらぶ 新潟県 三条市 1:53:22
91 348 野上　哲郎 ﾉｶﾞﾐ ﾃﾂﾛｳ まむしクラブ 東京都 港区 1:53:41
92 490 羽賀　将典 ﾊｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 新潟県 長岡市 1:53:43
93 368 大杉　正樹 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 横浜市 1:53:50
94 501 伊藤　大 ｲﾄｳ ﾀﾞｲ 新潟県 燕市 1:53:54
95 311 若狭　健太郎 ﾜｶｻ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 燕市 1:54:07
96 534 松浦　康次 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼﾞ 新潟県 新潟市 1:54:12
97 330 穂苅　忠祐 ﾎｶﾘ ﾀﾀﾞｽｹ 新潟県 三条市 1:54:14
98 712 山本　武蔵 ﾔﾏﾓﾄ ﾑｻｼ 新潟県 三条市 1:54:59
99 503 柴山　靖彦 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾔｽﾋｺ プレモル同好会 東京都 武蔵村山市 1:54:59
100 694 小林　道明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｱｷ 新潟県 見附市 1:55:01
101 94 大倉　龍司 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 新潟県 燕市 1:55:04
102 132 田巻　和寛 ﾀﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 新潟市 1:55:16
103 371 丸山　和晶 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 新潟県 南魚沼市 1:55:21
104 540 米山　貴樹 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｶｷ 新潟県 燕市 1:55:25
105 80 廣川　雅明 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻｱｷ ＨＫＫＲＣ 新潟県 弥彦村 1:55:32
106 239 長谷川　功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 老健ぶんすい 新潟県 長岡市 1:55:36
107 744 酒井　正宏 ｻｶｲ ﾏｻﾋﾛ ＳＡＫＡＥ４６ 福島県 会津若松市 1:55:36
108 515 太田　正之 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 新潟県 新潟市 1:55:56
109 438 大野　峰幸 ｵｵﾉ ﾐﾈﾕｷ 明道メタル 新潟県 燕市 1:56:09
110 346 荒井　誠明 ｱﾗｲ ﾏｻｱｷ 長野県 長野市 1:56:22
111 137 高柳　滋 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞﾙ 新潟県 長岡市 1:56:30
112 539 寺田　智央 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｵ 新潟県 燕市 1:57:04
113 144 小山　秀 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞ 新潟県 新潟市 1:57:12
114 299 早川　洋一 ﾊﾔｶﾜ ﾖｳｲﾁ 新潟県 燕市 1:57:42
115 418 山田　浩之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 出中６０会 新潟県 出雲崎町 1:57:47
116 208 田中　大右 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 柏崎市 1:57:51
117 321 風間　知治 ｶｻﾞﾏ ﾄﾓﾊﾙ 新潟県 新発田市 1:58:02
118 315 河原　亮 ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳ 新潟県 燕市 1:58:03
119 345 鵜家　隆 ｳｲｴ ﾀｶｼ 新潟県 三条市 1:58:20
120 203 伊東　憲英 ｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾃﾞ チームペペ 新潟県 新潟市 1:58:23
121 370 本間　陽平 ﾎﾝﾏ ﾖｳﾍｲ 新潟県 新潟市 1:58:41
122 507 飯吉　栄輔 ｲｲﾖｼ ｴｲｽｹ 新潟県 新潟市 1:59:15
123 355 小林　謙一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 新潟県 新潟市 1:59:19
124 571 永井　淳 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 新潟県 燕市 1:59:22
125 661 高橋　明宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 新潟県 新潟市 1:59:29
126 511 藤田　伸 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝ 新潟県 新潟市 1:59:32
127 366 金子　正和 ｶﾈｺ ﾏｻｶｽﾞ 新潟県 長岡市 1:59:41
128 488 佐藤　隆光 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ 新潟県 長岡市 1:59:57
129 457 五十嵐　秀樹 ｲｶﾗｼ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 新潟市 2:00:07
130 513 小椋　宏幸 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 福島県 会津若松市 2:00:10
131 449 鈴木　寿朗 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ ＴＥＡＭ　Ｔ 新潟県 長岡市 2:00:13
132 151 長谷川　海 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲ 海自 新潟県 新潟市 2:00:16
133 671 宮島　一郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 新潟県 三条市 2:00:58
134 494 中島　健夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｵ 新潟県 長岡市 2:01:01
135 485 高橋　潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市 2:01:08
136 411 西野　一也 ﾆｼﾉ ｶｽﾞﾔ 新潟県 長岡市 2:01:21
137 436 小川　篤 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ ｔｅａｍ　ＫＯＤＡ 新潟県 新潟市 2:01:42
138 404 小林　聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 新潟県 新潟市 2:02:11
139 654 松沢　謙也 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 白勢商事株式会社 新潟県 新潟市 2:02:21
140 657 佐久間　正樹 ｻｸﾏ ﾏｻｷ 新潟県 新潟市 2:02:26



141 476 遠藤　忠仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾋﾄ マッシュルーム 新潟県 新潟市 2:02:48
142 516 北川　哲也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 徳島県 徳島市 2:03:41
143 174 古屋　亮介 ﾌﾙﾔ ﾘｮｳｽｹ ダイワオールインワン株 静岡県 静岡市 2:04:36
144 668 丸山　一也 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 新潟県 長岡市 2:05:03
145 374 佐藤　義守 ｻﾄｳ ﾖｼﾓﾘ 新潟県 長岡市 2:05:15
146 726 猪熊　泰雄 ｲﾉｸﾏ ﾔｽｵ 東京都 西東京市 2:06:20
147 259 酒井　正継 ｻｶｲ ﾏｻﾂｸﾞ 新潟県 燕市 2:06:25
148 782 関川　健 ｾｷｶﾜ ｹﾝ 新潟県 燕市 2:06:47
149 538 宮腰　尚樹 ﾐﾔｺｼ ﾅｵｷ 新潟県 長岡市 2:07:46
150 389 中村　和晃 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 新潟県 新潟市 2:08:06
151 498 有坂　秀行 ｱﾘｻｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 株式会社ＥＷＢトーア 埼玉県 坂戸市 2:08:28
152 755 平澤　和正 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏｻ 一測ＡＣ 新潟県 小千谷市 2:08:53
153 278 小倉　正浩 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ アクシー 新潟県 燕市 2:09:18
154 626 結城　浩二 ﾕｳｷ ｺｳｼﾞ 新潟県 新潟市 2:09:21
155 629 本多　宏 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 新潟県 新潟市 2:09:25
156 338 黒鳥　秀一 ｸﾛﾄﾘ ｼｭｳｲﾁ 第一建設工業株式会社 新潟県 燕市 2:09:27
157 716 中沢　敏博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 新潟県 長岡市 2:10:00
158 542 高宮　潤 ﾀｶﾐﾔ ｼﾞｭﾝ 燕市役所 新潟県 三条市 2:10:25
159 710 長部　泰行 ｵｻﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 新潟県 長岡市 2:10:37
160 446 中村　将人 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 新潟県 燕市 2:11:05
161 595 青野　智仁 ｱｵﾉ ﾄﾓﾋﾄ かもしか病院 新潟県 三条市 2:12:47
162 577 山口　正 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 新潟県 新潟市 2:13:11
163 709 樋口　貴生 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｵ 新潟県 新潟市 2:13:14
164 283 深澤　宏行 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 燕市 2:13:29
165 783 小林　由明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 新潟県 燕市 2:15:39
166 364 小島　嘉男 ｺｼﾞﾏ ﾖｼｵ 新潟県 燕市 2:16:16
167 359 渡辺　晃行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾕｷ 静岡県 浜松市 2:17:10
168 580 高橋　朋弘 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 新発田市 2:17:25
169 632 長沢　哲博 ﾅｶﾞｻﾜ ﾃﾂﾋﾛ 新潟県 村上市 2:17:44
170 636 持塚　明徳 ﾓﾁﾂﾞｶ ｱｷﾉﾘ 愛知県 名古屋市 2:18:52
171 740 中司　芳雄 ﾅｶﾂｶ ﾖｼｵ 新潟県 燕市 2:19:52
172 127 斎藤　文昭 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 走らん会 新潟県 燕市 2:20:05
173 659 建見　誠 ﾀﾃﾐ ﾏｺﾄ 新潟県 長岡市 2:21:09
174 749 西　恭彦 ﾆｼ ﾀｶﾋｺ ＪＲＴＴ 神奈川県 横浜市 2:22:03
175 500 渡辺　威一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｲﾁ 新潟県 新潟市 2:22:15
176 649 若井　亮太 ﾜｶｲ ﾘｮｳﾀ ＩＢＳ 東京都 武蔵野市 2:24:07
177 537 笠原　孝博 ｶｻﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ ＨＫＫＲＣ 新潟県 燕市 2:24:47
178 620 渡邉　政志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ ＴＥＣＨ　Ｍ２ 新潟県 新潟市 2:26:08
179 586 高野　典 ﾀｶﾉ ﾂｶｻ 新潟県 新潟市 2:26:16
180 642 酒井　茂幸 ｻｶｲ ｼｹﾞﾕｷ ビストロさん 新潟県 新潟市 2:26:53
181 719 高橋　康 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 新潟県 柏崎市 2:28:02
182 427 岡田　充弘 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ＧＴＯ 新潟県 新潟市 2:28:59
183 613 高橋　光弘 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ ＡＫＳＢランナーズ 新潟県 新潟市 2:29:37
184 696 宮尾　修一 ﾐﾔｵ ｼｭｳｲﾁ 新潟県 新潟市 2:31:26
185 633 徳吉　潤成 ﾄｸﾖｼ ﾋﾛｼｹﾞ 新潟県 燕市 2:32:03
186 677 齋藤　全 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ ビストロ清水 新潟県 新潟市 2:32:52
187 634 馬飼野　宗一 ﾏｶｲﾉ ｼｭｳｲﾁ 静岡県 浜松市 2:34:02
188 664 天野　賢一 ｱﾏﾉ ｹﾝｲﾁ 静岡県 袋井市 2:34:04
189 769 深谷　祐一 ﾌｶﾔ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市 2:34:42
190 596 加藤　敬文 ｶﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 新潟県 三条市 2:35:56
191 308 岩渕　崇 ｲﾜﾌﾁ ﾀｶｼ 明和トレラン部 新潟県 新潟市 2:36:52
192 687 遠藤　洋次郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞﾛｳ 新潟県 新潟市 2:38:51
193 669 本間　泰巳 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾐ 新潟県 新潟市 2:40:03
194 781 岡山　秀義 ｵｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾖｼ 新潟県 燕市 2:43:36
195 759 桐生　博幸 ｷﾘｭｳ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 村上市 2:46:17
196 619 小山　政通 ｺﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ めぐランニングスクール 長野県 長野市 2:51:13
197 652 倉茂　修 ｸﾗｼｹﾞ ｵｻﾑ 三条朝活倶楽部 新潟県 三条市 2:52:58
198 615 茅　亮 ｶﾔ ﾀｶｼ 荏原電産 新潟県 新潟市 2:57:52


