
【1】ハーフ男子高校生～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 63 木部　誠人 ｷﾍﾞ ﾏｺﾄ 重川材木店 新潟県 新潟市 1:11:56
2 30 本間　峻太 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾀ 協栄信用組合 新潟県 新潟市 1:12:50
3 45 一重　嶺太 ｲﾁｼﾞｭｳ ﾘｮｳﾀ ＪＡ会津よつば 福島県 喜多方市 1:13:08
4 8 西村　鴻 ﾆｼﾑﾗ ｺｳ 燕市陸上競技協会 富山県 富山市 1:13:49
5 50 西澤　賢信 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 長野県 長野市 1:14:55
6 15 長谷川　輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 柏崎市陸協 新潟県 柏崎市 1:15:04
7 49 野水　聡 ﾉﾐｽﾞ ｻﾄｼ 猫パンチング 新潟県 見附市 1:17:12
8 24 佐藤　弘行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ うなぎいぬ新潟 新潟県 新潟市 1:17:18
9 18 橘　慎一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｲﾁ 見附 新潟県 見附市 1:17:53
10 59 西村　太作 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 千葉県 千葉市 1:18:08
11 42 河井　和成 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾅﾘ 新潟県 長岡市 1:19:13
12 32 浅野　和樹 ｱｻﾉ ｶｽﾞｷ 新潟県 新潟市 1:20:20
13 55 隅野　辰則 ｽﾐﾉ ﾀﾂﾉﾘ 群馬県 伊勢崎市 1:21:10
14 6 水落　仁 ﾐｽﾞｵﾁ ﾋﾄｼ 湯沢町有酸素運動倶楽部 新潟県 湯沢町 1:21:48
15 64 田中　仁 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 新潟県 燕市 1:22:02
16 806 水落　秋里 ﾐｽﾞｵﾁ ｱｷｻﾄ 石川県 小松市 1:22:23
17 44 山岸　義実 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 新潟県 三条市 1:22:39
18 39 阿部　翔馬 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 迷走ランナーズ 新潟県 新潟市 1:23:17
19 40 鈴木　卓 ｽｽﾞｷ ﾀｸ ダムズ 新潟県 新潟市 1:23:45
20 236 吉川　優也 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾔ ＪＡにいがた西蒲 新潟県 燕市 1:24:38
21 225 伊藤　芳洋 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 燕市 1:27:39
22 48 永井　健太 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀ ＨＲＣ 新潟県 新潟市 1:28:27
23 57 武生　たけお ﾀｹｵ ﾀｹｵ 東京都 中野区 1:28:27
24 177 冨田　洋樹 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｷ ＴＫＧ 新潟県 新潟市 1:29:04
25 223 宮本　真弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾔ 新潟県 新潟市 1:29:40
26 217 高村　匡志 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 新潟県 南魚沼市 1:30:11
27 179 堀　圭太郎 ﾎﾘ ｹｲﾀﾛｳ 新潟県 新潟市 1:30:43
28 139 千葉　英太 ﾁﾊﾞ ｴｲﾀ 新潟県 小千谷市 1:32:10
29 93 渡辺　彬紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 第四銀行 新潟県 新潟市 1:32:43
30 102 山野　広海 ﾔﾏﾉ ﾋﾛﾐ 新潟県 長岡市 1:32:46
31 67 小林　圭 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 成田空港ＲＣ 埼玉県 さいたま市 1:32:51
32 197 坪谷　純希 ﾂﾎﾞﾔ ｼﾞｭﾝｷ 五泉市役所 新潟県 加茂市 1:34:26
33 103 田村　章敏 ﾀﾑﾗ ｱｷﾄｼ 山形県 鶴岡市 1:34:31
34 27 川原　卓弥 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 福島県 いわき市 1:34:39
35 165 福田　恵太 ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉県 野田市 1:35:13
36 150 矢萩　浩二 ﾔﾊｷﾞ ｺｳｼﾞ ぶーちゅんず 神奈川県 横浜市 1:35:23
37 167 霜鳥　敏之 ｼﾓﾄﾘ ﾄｼﾕｷ コロナ 新潟県 三条市 1:35:41
38 458 高橋　友樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ はよ走らん会 新潟県 阿賀野市 1:35:48
39 107 大野　由純 ｵｵﾉ ﾖｼｽﾞﾐ 新潟日報ＲＣ 新潟県 長岡市 1:35:55
40 653 川崎　寛太 ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ 新潟県 新潟市 1:36:26
41 237 片桐　剛 ｶﾀｷﾞﾘ ﾂﾖｼ 燕労災病院 新潟県 新潟市 1:36:39
42 774 渡邉　誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 燕労災病院 新潟県 燕市 1:36:51
43 109 濵﨑　直也 ﾊﾏｻﾞｷ ﾅｵﾔ 新潟県 三条市 1:37:15
44 176 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 水戸市 1:37:20
45 526 斎藤　文人 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ 新潟県 新潟市 1:37:29
46 148 北澤　諒 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野県 岡谷市 1:38:29
47 118 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 新潟県 燕市 1:38:36
48 180 小林　道一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｶｽﾞ 新潟県 新潟市 1:39:06
49 640 黒鳥　大地 ｸﾛﾄﾘ ﾀﾞｲﾁ 見附福祉会 新潟県 三条市 1:39:28
50 74 長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟県 燕市 1:39:32
51 142 小竹　智弘 ｺﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 新潟市 1:39:45
52 33 清水　崇史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 江東微生物研究所 新潟県 新潟市 1:40:46
53 99 矢部　雅章 ﾔﾍﾞ ﾏｻｱｷ 石川県 金沢市 1:40:58
54 282 布施　一真 ﾌｾ ｶｽﾞﾏ 新潟県 燕市 1:41:10
55 209 笠原　快生 ｶｻﾊﾗ ｶｲｷ 笠原農園 新潟県 南魚沼市 1:41:31
56 143 鈴木　佳孝 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 新潟県 関川村 1:43:26
57 70 橋本　具美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 新潟県 燕市 1:44:10
58 807 阿部　徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 新潟県 新潟市 1:44:11
59 214 塚野　洋平 ﾂｶﾉ ﾖｳﾍｲ 新潟県 長岡市 1:44:21
60 147 長谷川　貴宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 新潟県 長岡市 1:44:32
61 524 上村　俊介 ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 南魚沼市 1:44:44
62 218 深田　大介 ﾌｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ナカノアイ会 新潟県 新潟市 1:45:01
63 178 田中　智哉 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 福島県 相馬市 1:45:02
64 459 永井　誠起 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｷ 新潟県 燕市 1:45:08
65 495 加茂　悠希 ｶﾓ ﾕｳｷ アビームコンサルティング 東京都 文京区 1:45:14
66 527 熊谷　圭祐 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 新潟県 三条市 1:45:17
67 96 宮澤　幸太郎 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 新潟県 新潟市 1:45:17
68 190 高木　優一 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｲﾁ 新潟県 燕市 1:45:36
69 335 小林　桂哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾔ 新潟県 新潟市 1:45:56
70 413 牧野　貴明 ﾏｷﾉ ﾀｶｱｷ なじらん 新潟県 新潟市 1:45:56



71 336 小山　健人 ｺﾔﾏ ｹﾝﾄ 新潟県 燕市 1:46:19
72 356 川上　裕也 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾔ 新潟県 弥彦村 1:46:27
73 624 木澤　昭允 ｷｻﾞﾜ ｱｷﾖｼ 新潟県 新潟市 1:46:39
74 317 川田　陽介 ｶﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 新潟県 新潟市 1:46:39
75 123 竹内　詩織 ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 新潟県 新潟市 1:47:06
76 465 吉田　鷹男 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｵ 新潟県 魚沼市 1:47:14
77 414 宮野　将志 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 新潟県 燕市 1:48:26
78 72 高橋　和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 朝日山 新潟県 三条市 1:48:53
79 644 坂井　武史 ｻｶｲ ﾀｹｼ 新潟県 燕市 1:49:20
80 763 奈良橋　直人 ﾅﾗﾊｼ ﾅｵﾄ ＴｅａｍＴＪｕｎｉｏｒ 新潟県 柏崎市 1:50:05
81 482 長谷川　直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 杢裁園 新潟県 三条市 1:50:23
82 448 高野　雄哉 ﾀｶﾉ ﾕｳﾔ 新潟県 長岡市 1:51:33
83 204 本間　隼人 ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾄ 本間電機工業株式会社 新潟県 三条市 1:52:51
84 528 土田　直人 ﾂﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ 新潟県 柏崎市 1:53:54
85 171 渡部　泰介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｽｹ 新潟県 長岡市 1:53:57
86 492 栗原　淳史 ｸﾘﾊﾗ ｱﾂｼ 新潟県 新潟市 1:54:31
87 422 井口　智季 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 新潟県 魚沼市 1:54:52
88 337 安澤　信矢 ｱﾝｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 新潟県 新発田市 1:54:55
89 116 米山　幸治 ﾖﾈﾔﾏ ｺｳｼﾞ チームゆた 新潟県 南魚沼市 1:55:01
90 339 田巻　剛 ﾀﾏｷ ﾀｹｼ 吉田福祉会 新潟県 新潟市 1:55:10
91 512 高野　英樹 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 長岡市 1:55:13
92 331 坂上　実照 ｻｶｳｴ ﾖｼｱｷ 新潟県 三条市 1:56:11
93 493 福原　卓也 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾔ スリムチャンス 新潟県 長岡市 1:56:17
94 531 野村　周平 ﾉﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 燕・弥彦消防本部 新潟県 燕市 1:56:34
95 440 平原　大樹 ﾋﾗﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 明道メタル 新潟県 燕市 1:56:35
96 314 渡辺　勝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾕｷ 新潟県 五泉市 1:57:24
97 382 坂田　直樹 ｻｶﾀ ﾅｵｷ 吉田福祉会 新潟県 燕市 1:58:39
98 519 西山　航 ﾆｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ 新潟県 南魚沼市 1:58:54
99 623 角田　裕一 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 福島県 只見町 1:59:43
100 529 植松　望武 ｳｴﾏﾂ ﾉｿﾞﾑ 長野赤十字病院 長野県 長野市 1:59:57
101 23 神山　毅好 ｺｳﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 上野不忍池ＡＣ 東京都 足立区 1:59:58
102 402 関　亮人 ｾｷ ｱｷﾋﾄ 新潟県 新潟市 2:00:16
103 766 金子　裕介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ 新潟県 燕市 2:00:40
104 410 佐野　敬太 ｻﾉ ｹｲﾀ ＷＢＳ 新潟県 新潟市 2:01:30
105 384 石沢　佑介 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 新潟県 燕市 2:01:40
106 753 入沢　和紘 ｲﾘｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 長岡市 2:01:56
107 631 黒澤　真一朗 ｸﾛｻﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 新潟県 燕市 2:03:00
108 224 長谷川　和幸 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 新潟県 三条市 2:03:04
109 279 池田　茂 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 新潟県 燕市 2:03:09
110 745 新井田　謙 ﾆｲﾀﾞ ｹﾝ 新潟県 新潟市 2:04:04
111 532 石川　健太 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀ 燕・弥彦消防本部 新潟県 燕市 2:04:58
112 376 難波　康之 ﾅﾝﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 新潟県 新潟市 2:05:59
113 730 安達　裕貴 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 新潟県 三条市 2:07:09
114 780 長谷川　馨 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｵﾙ 新潟県 燕市 2:07:11
115 698 渡辺　公治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐﾊﾙ 新潟県 五泉市 2:07:59
116 360 長崎　健司 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝｼﾞ 燕綜合設備ＲＣ 新潟県 加茂市 2:08:15
117 522 渡辺　稜甫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 新潟県 新潟市 2:09:49
118 608 石川　成則 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞﾉﾘ 新潟県 燕市 2:10:01
119 362 水野　友裕 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 燕市 2:10:24
120 238 山路　雄太 ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ 東京都 中央区 2:10:45
121 699 後藤　大亮 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 阿賀町 2:11:27
122 196 星野　晃大 ﾎｼﾉ ｺｳﾀ ＴｅａｍＫＯＤＡ 新潟県 新潟市 2:11:41
123 777 石塚　大祐 ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 燕労災病院 新潟県 長岡市 2:11:49
124 689 永井　瑛介 ﾅｶﾞｲ ｴｲｽｹ 新潟県 燕市 2:12:03
125 85 轡田　晃 ｸﾂﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 川久保整形外科クリニック 埼玉県 さいたま市 2:12:11
126 695 石黒　学 ｲｼｸﾞﾛ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 新潟市 2:13:05
127 773 小野塚　秀星 ｵﾉﾂﾞｶ ｼｭｳｾｲ 燕労災病院 新潟県 燕市 2:13:25
128 705 長谷川　貴一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 新潟県 三条市 2:13:31
129 762 小熊　悠嗣 ｵｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ ＴｅａｍＴＪｕｎｉｏｒ 新潟県 長岡市 2:13:39
130 332 阿部　悠樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 新潟県 新潟市 2:14:34
131 579 五十嵐　敬康 ｲｶﾗｼ ﾀｶﾔｽ ＡＣらんなん 新潟県 三条市 2:15:29
132 281 藤井　翔 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳ 神奈川県 横浜市 2:15:33
133 676 石澤　徹 ｲｼｻﾞﾜ ﾄｵﾙ ＴＥＡＭ２９ 新潟県 阿賀野市 2:17:34
134 530 丸山　洋基 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 燕消防署 新潟県 燕市 2:17:36
135 725 大竹　祐太 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾀ 新潟県 長岡市 2:18:35
136 707 岡部　友和 ｵｶﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ スギコ産業 新潟県 燕市 2:19:22
137 701 小田切　俊樹 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾄｼｷ 新潟県 五泉市 2:20:48
138 324 小和田　正秀 ｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 新潟県 新潟市 2:22:24
139 765 高橋　良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 鶴ヶ島市 2:22:51
140 648 石井　良治 ｲｼｲ ﾘｮｳｼﾞ ＩＢＳ 東京都 文京区 2:22:59



141 686 高澤　渉 ﾀｶｻﾜ ﾜﾀﾙ 新潟県 新潟市 2:23:03
142 746 森山　勇介 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｽｹ 新潟県 新潟市 2:23:59
143 630 澤田　雄介 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 新潟県 燕市 2:24:56
144 708 川村　勇貴 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 新潟県 燕市 2:25:54
145 456 樺澤　薫 ｶﾊﾞｻﾜ ｶｵﾙ 新潟県 長岡市 2:25:54
146 578 船見　亮介 ﾌﾅﾐ ﾘｮｳｽｹ チームせせらぎ 新潟県 新潟市 2:27:01
147 690 堀川　大地 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 新潟ビルサービス 新潟県 新潟市 2:28:19
148 453 三塚　龍太郎 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 新潟県 燕市 2:28:27
149 195 朝妻　竜 ｱｻﾂﾞﾏ ﾘｮｳ ＴｅａｍＫＯＤＡ 新潟県 新潟市 2:29:01
150 666 栃倉　直也 ﾄﾁｸﾗ ﾅｵﾔ 新潟県 新潟市 2:29:11
151 304 清水　一孝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾀｶ 新潟県 燕市 2:29:56
152 775 荒木　諒太 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ 燕労災病院 新潟県 燕市 2:30:38
153 79 滝澤　達郎 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 新潟県 燕市 2:31:49
154 754 河内　孝将 ｶﾜｳﾁ ﾀｶﾏｻ 菱和電機 新潟県 長岡市 2:36:19
155 772 馬場　晃一 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｲﾁ 燕労災病院 新潟県 加茂市 2:36:32
156 779 新井　翔 ｱﾗｲ ｼｮｳ ＦＭ　ＰＯＲＴ 新潟県 新潟市 2:36:49
157 604 柳原　太一 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｲﾁ はじめてのマラソン 新潟県 新潟市 2:36:53
158 776 寺尾　勝也 ﾃﾗｵ ｶﾂﾔ 燕労災病院 新潟県 新潟市 2:42:08
159 738 小玉　晃之 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾕｷ 新潟県 三条市 2:43:19
160 692 大野　大輔 ｵｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 新潟県 長岡市 2:44:13
161 643 風間　学 ｶｻﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 新潟市 2:45:47
162 731 鈴木　勝也 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 新潟県 新潟市 2:46:07
163 703 葛綿　誠 ｸｽﾞﾜﾀ ﾏｺﾄ 新潟県 新潟市 2:46:35
164 778 大島　卓 ｵｵｼﾏ ｽｸﾞﾙ ＦＭ　ＰＯＲＴ 新潟県 新潟市 2:48:31
165 700 岩本　拓巳 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 新潟県 新潟市 2:52:31
166 424 五十嵐　剣悟 ｲｶﾗｼ ｹﾝｺﾞ 新潟県 長岡市 2:53:32


