
【4】ハーフ男子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 47 三戸　伸男 ｻﾝﾄﾞ ﾉﾌﾞｵ 福島県 いわき市 1:25:16
2 136 渡辺　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 須賀川走友会 福島県 須賀川市 1:27:51
3 12 岡本　豪 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 魚沼ＪＴＦＣ 新潟県 魚沼市 1:28:58
4 10 桧山　和成 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ つくば陸協 茨城県 つくば市 1:30:59
5 16 吉澤　清一 ﾖｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ 入間市黒須ＲＣ 埼玉県 入間市 1:38:56
6 41 小岩　健一 ｺｲﾜ ｹﾝｲﾁ 渋谷区役所 東京都 品川区 1:39:49
7 172 米山　直仁 ﾖﾈﾔﾏ ﾅｵﾋﾄ 新潟県 燕市 1:41:17
8 108 盛　光夫 ﾓﾘ ﾐﾂｵ コスモエンジニアリング 新潟県 新潟市 1:42:20
9 191 石田　修 ｲｼﾀﾞ ｵｻﾑ 新越ワークス 新潟県 燕市 1:43:04
10 252 中瀬　博夫 ﾅｶｾ ﾋﾛｵ 佐渡陸協 新潟県 佐渡市 1:43:23
11 163 古田　敏広 ｺﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ＴｅａｍＫＯＤＡ 新潟県 新潟市 1:44:50
12 138 知野　敦雄 ﾁﾉ ｱﾂｵ 燕ジョギングサークル 新潟県 三条市 1:44:58
13 464 浅倉　基 ｱｻｸﾗ ﾓﾄｲ 富山県 入善町 1:46:17
14 119 渡辺　真一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 新潟県 新潟市 1:47:09
15 170 皆川　仁 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 新潟トキめきＲ 新潟県 新潟市 1:47:38
16 327 岩渕　正和 ｲﾜﾌﾁ ﾏｻｶｽﾞ 新潟県 三条市 1:47:53
17 200 真田　孝史 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶｼ 初めて来ました燕三条 千葉県 船橋市 1:49:22
18 120 金井　康 ｶﾅｲ ｺｳ 宇佐美ランニングクラブ 東京都 八王子市 1:49:41
19 728 石原　靖之 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 新潟県 新潟市 1:50:12
20 432 吉井　季知 ﾖｼｲ ｽｴﾄﾓ 二ノ町茶畑ＳＣ 新潟県 小千谷市 1:50:30
21 316 古川　和弥 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾔ 燕柔道会 新潟県 燕市 1:50:49
22 253 霜鳥　知之 ｼﾓﾄﾘ ﾄﾓﾕｷ 新潟ランナーズ 新潟県 新潟市 1:50:53
23 431 成田　昇治 ﾅﾘﾀ ｼｮｳｼﾞ 赤十字血液センター 新潟県 新潟市 1:51:48
24 145 田中　章二 ﾀﾅｶ ｼｮｳｼﾞ 新潟県 燕市 1:51:54
25 688 太田　久雄 ｵｵﾀ ﾋｻｵ 東北発電工業 新潟県 新潟市 1:56:02
26 254 三富　昭 ﾐﾄﾐ ｱｷﾗ 新潟県 弥彦村 1:56:10
27 557 布施　勝 ﾌｾ ﾏｻﾙ 新潟県 上越市 1:56:29
28 417 庭野　二三男 ﾆﾜﾉ ﾌﾐｵ 新潟県 十日町市 1:57:32
29 101 鈴木　良一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 群馬県 高崎市 1:58:05
30 483 川口　扶 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｽｸ 新潟県 新潟市 1:58:46
31 562 早川　堅二 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｼﾞ 新潟県 燕市 1:59:18
32 517 小川　恒男 ｵｶﾞﾜ ﾂﾈｵ 新潟県 新潟市 1:59:33
33 556 山口　茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 新潟県 燕市 1:59:45
34 373 安藤　俊建 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾀﾂ 埼玉県 所沢市 2:00:12
35 73 小林　秀彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾋｺ 新潟県 長岡市 2:01:17
36 255 深海　良晴 ﾌｶｳﾐ ﾖｼﾊﾙ 燕秋よん走者 新潟県 燕市 2:01:21
37 267 渡邉　元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 草刈組 東京都 国分寺市 2:03:45
38 475 宮坂　栄治 ﾐﾔｻｶ ｴｲｼﾞ 新潟薬科大学 長野県 千曲市 2:04:06
39 563 松澤　秀昭 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟県 長岡市 2:04:25
40 662 中川　亨 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｵﾙ ろうきんゆるランクラブ 新潟県 新潟市 2:05:35
41 646 池島　清久 ｲｹｼﾏ ｷﾖﾋｻ 別俣ひまわりランナーズ 新潟県 柏崎市 2:06:29
42 340 池田　清徳 ｲｹﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ かめだ力走会 新潟県 新潟市 2:06:40
43 262 渡邊　晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 新潟県 弥彦村 2:06:48
44 287 遠藤　祐司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ ぴょんすけ 新潟県 燕市 2:06:57
45 682 中澤　秀人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 小池クラブ 新潟県 三条市 2:07:17
46 560 宮崎　繁夫 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｹﾞｵ 新潟県 燕市 2:07:27
47 555 久保田　元雄 ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｵ 新潟県 燕市 2:07:30
48 305 今井　賀昭 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ 宮城県 亘理町 2:08:15
49 450 満岡　政明 ﾐﾂｵｶ ﾏｻｱｷ 京都府 京田辺市 2:08:36
50 559 板羽　常作 ｲﾀﾊﾞ ﾂﾈｻｸ 新潟県 柏崎市 2:08:44
51 429 齋藤　祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ アトム 新潟県 新潟市 2:09:53
52 388 戸川　幹夫 ﾄｶﾞﾜ ﾐｷｵ 新潟県 新潟市 2:09:56
53 805 米谷　勝 ｺﾒﾀﾆ ﾏｻﾙ 2:10:30
54 795 石田　国治 ｲｼﾀﾞ ｸﾆｼﾞ 新潟県 燕市 2:10:45
55 353 佐藤　俊明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ ランナーズ９の会 新潟県 燕市 2:11:12
56 576 小池　達久 ｺｲｹ ﾀﾂﾋｻ 新潟県 新潟市 2:11:12
57 558 遠藤　鉄雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 横越ガンバラーズ 新潟県 新潟市 2:12:20
58 383 廣瀬　光一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 香取市 2:12:52
59 663 西村　松夫 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾂｵ 新潟県 燕市 2:12:55
60 609 袖山　誠富司 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾏｻﾌｼﾞ 新潟県 新潟市 2:12:59
61 466 長谷川　勝彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 新潟県 燕市 2:13:05
62 98 高井　俊幸 ﾀｶｲ ﾄｼﾕｷ つばめかけっこ 新潟県 燕市 2:13:22
63 752 武田　佑介 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 新潟県 長岡市 2:13:34
64 723 丸山　隆文 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 新潟県 長岡市 2:14:35
65 401 佐竹　道雄 ｻﾀｹ ﾐﾁｵ 赤城楽走会 群馬県 渋川市 2:15:52
66 561 松井　淳 ﾏﾂｲ ｱﾂｼ 新潟県 燕市 2:21:24
67 722 山口　建次郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 新潟県 小千谷市 2:21:45
68 794 橋本　進 ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾑ タトポン倶楽部 新潟県 阿賀野市 2:22:06
69 572 駒形　孝二 ｺﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ かっちき東の風 新潟県 南魚沼市 2:28:33
70 685 宮島　忠雄 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｵ 長野県 長野市 2:28:38
71 678 森　國男 ﾓﾘ ｸﾆｵ 福井県 小浜市 2:31:05
72 584 髙橋　庄司 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 新潟県 新潟市 2:31:16
73 592 後藤　勝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾙ やまぼうし 新潟県 新潟市 2:44:30
74 741 堀井　哲二 ﾎﾘｲ ﾃﾂｼﾞ 堀井住器 新潟県 新潟市 2:45:23
75 721 仲村　和幸 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 笠原農園 新潟県 南魚沼市 2:48:26
76 732 藤村　弘美 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾐ 新潟県 新潟市 2:52:32
77 792 三浦　武雄 ﾐｳﾗ ﾀｹｵ 新潟県 新潟市 2:53:10
78 130 清水　武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 長野県 長野市 2:55:55


