
信越五岳トレイルランニングレース2010 大会結果（男子）

ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属(チーム・学校) 記録順位 備考

1 相馬 剛 ｿｳﾏ ﾂﾖｼ 11:07:071

489 山本 健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ VASQUE 11:35:412

4 西城 克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ Run Field 12:05:293

2 中辻 悠貴 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳｷ 12:10:044

488 渡邊千春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ VASQUE 12:38:555

207 山屋 光司 ﾔﾏﾔ ｺｳｼﾞ ＤＭＪ４号 12:48:186

245 大作 健次郎 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞﾛｳ 13:00:117

402 井原 知一 ｲﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ DMJ5号 13:00:138

5 佐藤 雅昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 茨木市立東雲中学校 13:00:589

3 中川 政寿 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ Nadi 13:16:2310

276 林 伸樹 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｷ 13:23:3811

129 青柳 彰吾 ｱｵﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ダーティーハニー 13:25:0512

164 佐瀬 尚孝 ｻｾ ﾖｼﾀｶ ＤＩＥＴ５５ 13:25:0613

262 勝山 宣義 ｶﾂﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ Ｆ－ｇｅａｒ 13:43:5714

296 堀田 学 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 岳北消防 13:44:5715

81 許田 重治 ｷｮﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ ち～む野獣 13:46:5616

7 岡安 類 ｵｶﾔｽ ﾙｲ アタフタ 13:52:3917

104 種市 哲哉 ﾀﾈｲﾁ ﾃﾂﾔ 13:53:4818

187 渡邊 和伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ リスタートＴＲ 14:01:4119

257 小島 浩 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ ＫＪＡＣ 14:10:5420

480 安藤 正直 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾅｵ 14:13:3721

292 奥野 博士 ｵｸﾉ ﾋﾛｼ 信州トレマン 14:15:5522

295 松岡 亮 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ ３ＵＰ． 14:23:0523

191 丸山 智明 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 14:29:5824

461 北野 聡 ｷﾀﾉ ｻﾄｼ 信州トレマン 14:37:2425

303 池上 宏 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｼ ミクニＲＣ 14:41:5326

93 野木 淳 ﾉｷﾞ ｼﾞｭﾝ 14:44:0227

294 石井 啓順 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ ＲＷＳ 14:49:3228

300 塩沢 秀樹 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 14:55:5229

244 大野 純一 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 14:55:5330

79 加藤 雅博 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ チーム黒豹 14:58:2331

387 松井 諒史 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｼﾞ 15:05:2732

10 相浦 勇人 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ 15:06:4033

390 田所 真之 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾕｷ ち～む野獣 15:13:1134
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206 川瀬 剛生 ｶﾜｾ ﾀｹｵ Ｍｔ．ＤＯＧ 15:20:0735

297 高島 伸介 ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ＲＷＳ 15:24:3436

136 腰越 浩二 ｺｼｺﾞｴ ｺｳｼﾞ エルブレス横浜 15:25:4637

110 臼井 哲也 ｳｽｲ ﾃﾂﾔ ドリンキング 15:26:1438

38 岩佐 幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 男塾 15:34:3539

68 小島 弘道 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾁ 強豪校二軍 15:37:5640

9 中岡 尚士 ﾅｶｵｶ ﾋｻｼ 土佐ＡＣ 15:44:4141

343 樋口 航 ﾋｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 佐渡地域整備部 15:45:4642

21 渡邊 日朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｳ 15:50:4843

115 鈴木 政宏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 島田陸協 15:51:0244

217 松村 博史 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ ＡＶＲＣ◆東京 15:53:4745

131 伊藤 弘一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 上醍醐ＲＣ 15:58:5146

369 山口 亮太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 16:00:0447

236 阿部 弘志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ チーム薄皮 16:00:4248

205 仲川 貴士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ ＴＥＡＭ松永 16:02:0549

225 塚越 幹 ﾂｶｺﾞｼ ｶﾝ ハイブリッド 16:09:1450

463 松沢 正澄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｽﾞﾐ 小鳥の森 16:13:0551

481 石塚 二朗 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞﾛｳ Ｔｒａｉｌ－Ｈｏｌｉｃ 16:16:3052

108 藤井 克彦 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋｺ トレイル通信 16:21:2853

331 林 竜也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ アートスポーツ 16:22:1254

18 芹澤 勝治 ｾﾘｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ ＥＶＥＲＳＥＡ 16:24:1255

272 松岡 憲知 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｶｽﾞ 寒冷地形ＪＣ 16:25:5156

474 小林 克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾅﾘ 16:27:2857

147 中島 慶次 ﾅｶｼﾏ ｹｲｼﾞ 16:38:0958

58 菅原 健 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｹｼ トレランマン 16:39:4859

429 白石 達也 ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾔ 16:40:4660

310 米田 康隆 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ チーム薄皮 16:42:1861

26 大庭 崇嗣 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 16:43:2262

312 小野木 淳 ｵﾉｷ ｼﾞｭﾝ 16:44:0163

6 佐藤 英人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾄ チームサロモン 16:46:0364

67 鶴見 英斉 ﾂﾙﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ サムズアップ 16:56:1665

389 山田 慎也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 16:58:0266

116 村井 健二 ﾑﾗｲ ｹﾝｼﾞ まりおくらぶ 17:08:1867

281 瀬戸口 聡 ｾﾄｸﾞﾁ ｻﾄｼ ★パタゴン★ 17:09:1968

233 大江 達也 ｵｵｴ ﾀﾂﾔ 加波一族 17:11:2269

23 吉田 洋 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 17:11:5770
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8 吉田 喜昭 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ ＧＣＡ 17:12:4071

214 定廣 和典 ｻﾀﾞﾋﾛ ｶｽﾞﾉﾘ チーム薄皮 17:14:0672

53 高森 祐二 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｼﾞ ファンキーズ 17:14:1873

201 吉本 亮 ﾖｼﾓﾄ ﾏｺﾄ トレイル通信 17:15:2074

41 遠藤 典数 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｶｽﾞ リスタート 17:17:1975

133 古谷 慶次郎 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ 17:18:3976

82 暦本 雅史 ﾚｷﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 原子力機構 17:19:0377

132 都築 浩一郎 ﾂﾂﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ ちむけん 17:20:4278

166 萩原 久也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾔ 17:21:1279

231 櫛野 英治 ｸｼﾉ ｴｲｼﾞ ＡＤｖｅｎ 17:27:3880

271 亀田 俊幸 ｶﾒﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 猛虎　亀田 17:29:2781

219 橿渕 寛 ｶｼﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ ＲＥＩ 17:29:3282

439 澤 健三郎 ｻﾜ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 17:30:3183

61 芳賀 理 ﾊｶﾞ ｵｻﾑ ＢＥＡＣＨ 17:33:5184

278 露峰 文博 ﾂﾕﾐﾈ ﾌﾐﾋﾛ 17:35:1185

226 桧皮 憲孝 ﾋﾜ ﾉﾘﾀｶ 神戸高塚高校 17:37:5586

399 伊藤 正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 17:39:3287

87 前田 政俊 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ ＡＣ．ＴＯＯ 17:40:4988

376 阿川 健太 ｱｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 17:43:3589

306 伊藤 智 ｲﾄｳ ｻﾄｼ Ｍｅｒｃｕｒｙ 17:45:2990

52 徳永 泰三 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ らんの～と９９ 17:46:1091

170 鴨田 哲彰 ｶﾓﾀ ﾃﾂｱｷ ランフィールド 17:48:2892

377 李家 眞理 ﾘﾉｲｴ ｼﾝﾘ 旭川山岳会 17:49:1093

199 酒井 純 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝ はっぴいず 17:50:1894

448 野口 清治 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 長岡ランナーズ 17:51:3995

374 中川 健 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 17:54:4696

63 堀田 芳弘 ﾎｯﾀ ﾖｼﾋﾛ 17:55:0497

234 江口 三広 ｴｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 根性梨組 17:56:3498

123 江澤 学 ｴｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 18:01:3699

96 浅野 貴生 ｱｻﾉ ﾀｶｷ 18:03:05100

391 高原 徹 ﾀｶﾊﾗ ﾄｵﾙ 関西明走会 18:07:01101

359 古茶 轄己 ｺﾁｬ ｶﾂﾐ 18:07:29102

33 飯沼 義照 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾃﾙ もあい 18:09:12103

267 山田 義直 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 不忍池ＡＣ 18:11:41104

270 渡辺 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ ＰＲＯ－Ｋ 18:12:23105

64 佐藤 謙司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ かごや 18:12:55106
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211 久保 和彦 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｺ 加波一族 18:14:05107

140 宮内 慶一朗 ﾐﾔｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 18:15:57108

107 吉田 洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ みれっとファーム 18:18:17109

477 戸田 穣 ﾄﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野ダイヤモンドパピル 18:18:32110

213 有馬 広泰 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾔｽ 山本崇史 18:19:11111

341 青谷 敏行 ｱｵﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 大広マラソン部 18:19:48112

130 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ ＴＥＡＭ松永 18:23:44113

356 岸本 俊朗 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ 18:24:19114

13 岡野 高一 ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ すかおー走友会 18:26:26115

203 渡辺 秋彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ リサちゃんＲＣ 18:26:42116

468 八木 正孝 ﾔｷﾞ ﾏｻﾀｶ Panasonic 18:26:48117

421 阿部 一成 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ ダイイチXRC 18:28:07118

396 大西 勇輝 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ Natura 18:29:52119

425 井出 幸夫 ｲﾃﾞ ﾕｷｵ たくおやじ 18:31:40120

44 土方 純 ﾋｼﾞｶﾀ ｼﾞｭﾝ RTT 18:37:17121

94 清宮 正人 ｾｲﾐﾔ ﾏｻﾄ バイオトゥデイ 18:38:18122

372 杉山 光正 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾂﾏｻ 18:39:10123

336 原 將樹 ﾊﾗ ﾏｻｷ シスタージル 18:39:53124

423 市川 司 ｲﾁｶﾜ ﾂｶｻ 長岡トライアスロンクラブ 18:40:13125

100 長田 光 ｵｻﾀﾞ ﾋｶﾙ 18:46:44126

173 茂木 訓文 ﾓﾃｷﾞ ﾉﾘﾌﾐ ヨリイ 18:48:38127

330 吉川 直人 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾄ ＠ハリ天狗 18:49:52128

179 宮下 正徳 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 18:50:22129

113 廣西 聡 ﾋﾛﾆｼ ｻﾄｼ チームバッカス 18:50:46130

16 徳重 秀人 ﾄｸｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾄ 月まで走ろう会 18:51:55131

60 石鍋 栄三 ｲｼﾅﾍﾞ ｴｲｿﾞｳ コナミ青山 18:54:57132

72 廣瀬 勝 ﾋﾛｾ ﾏｻﾙ 広瀬編集事務所 18:55:43133

436 久保田 篤 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｼ oh!マンダム 18:56:33134

279 浦田 英洋 ｳﾗﾀ ﾋﾃﾞﾋﾛ 18:56:39135

186 川島 亨二 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 18:56:43136

139 小島 俊之 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 湘爆トレイル 18:56:45137

121 大野 健彦 ｵｵﾉ ﾀｹﾋｺ 18:56:48138

141 北野 滋彦 ｷﾀﾉ ｼｹﾞﾋｺ 18:58:19139

174 和田 陽 ﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 18:58:59140

261 諸橋 泰平 ﾓﾛﾊｼ ﾀｲﾍｲ 19:01:14141

210 上松 潔 ｳｴﾏﾂ ｷﾖｼ トレイルでポン！ 19:04:56142
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251 上ノ川 知也 ｶﾐﾉｶﾜ ﾄﾓﾔ やまぶきいろ 19:05:09143

189 佐伯 和彦 ｻｴｷ ｶｽﾞﾋｺ 鎌倉走友会 19:06:44144

154 長谷川 亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ Ｔｅａｍ松永 19:07:27145

99 清水 由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 妙高高原ＲＣ 19:07:32146

462 野口 治夫 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｵ AVRC◆長野 19:09:32147

426 越塚 岳広 ｺｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 東京消防庁 19:12:20148

265 星加 博之 ﾎｼｶ ﾋﾛﾕｷ 19:12:55149

322 佐藤 嘉廣 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 19:13:00150

319 新井 剛征 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ シスタージル 19:14:18151

347 中村 俊彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 19:16:12152

288 阿部 博史 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 立川綜合病院 19:17:13153

305 岸 宏吉 ｷｼ ｺｳｷﾁ ももまる 19:17:56154

212 大野 毅 ｵｵﾉ ﾀｹｼ 19:18:32155

386 佐藤 隆光 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ TEAM松永 19:19:54156

404 落 克己 ｵﾄｼ ｶﾂﾐ 19:23:11157

46 田村 文一 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｶｽﾞ 19:23:32158

365 黒山 直樹 ｸﾛﾔﾏ ﾅｵｷ 黒山内科医院 19:28:14159

204 清水 宏彦 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾋｺ おおぞら自転車 19:28:29160

224 鈴木 裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ ＲＵＮーＤＭＣ 19:30:58161

332 深石 康昭 ﾌｶｲｼ ﾔｽｱｷ 19:31:20162

269 鳥海 義一 ﾄﾘｳﾐ ﾖｼｲﾁ わたらせＴＡＣ 19:32:13163

326 小野瀬 勝博 ｵﾉｾ ｶﾂﾋﾛ 19:32:37164

183 定方 祥伍 ｻﾀﾞｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 境町山の会 19:34:21165

458 佐藤 寛二 ｻﾄｳ ｶﾝｼﾞ 焼鳥佐藤 19:35:24166

284 松田 文貴 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ Ｎatura 19:35:54167

442 田村 聡 ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ 19:36:53168

334 金 澤根 ｷﾑ ﾃｯｸﾝ ＮＳＴｅｃ 19:37:00169

253 岩瀬 雅美 ｲﾜｾ ﾏｻﾐ Ｍｔ．まちゃ 19:37:15170

124 藤田 茂雄 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｵ ＯＳＪ湘南ＴＲ 19:37:26171

466 丸山 達也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ Panasonic 19:39:19172

368 久山 哲雄 ｸﾔﾏ ﾃﾂｵ 地球環境戦略研究機関 19:41:29173

25 鈴木 芳人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 19:42:32174

430 清水 直行 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 32ＫＴＣ 19:45:51175

45 和田 祐一郎 ﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 19:45:57176

177 北川 暦 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｷ 赤帽アールケイ 19:46:45177

184 大久保 朋哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 鏑木男塾 19:49:26178
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432 吉井 豊 ﾖｼｲ ﾕﾀｶ ＴＥＡＭ松永 19:52:05179

440 村田 義夫 ﾑﾗﾀ ﾖｼｵ kocci 19:52:17180

49 関屋 宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ 19:53:38181

378 田上 敦司 ﾀｶﾞﾐ ｱﾂｼ 19:57:10182

287 斉藤 清次 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 海猿隊 19:59:47183

235 佐藤 大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ ＨＡＮＮＢＥ 20:01:44184

216 館野 久之 ﾀﾃﾉ ﾋｻﾕｷ 勝手に鏑木会 20:02:48185

414 山田 行夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｵ TEAM松永 20:03:55186

384 鈴木 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ TEAM松永 20:03:56187

167 南 開治 ﾐﾅﾐ ｶｲｼﾞ 20:06:43188

117 引地 隆介 ﾋｷﾁ ﾘｭｳｽｹ Namche ＴＲＣ 20:07:03189

29 中垣 敏文 ﾅｶｶﾞｷ ﾄｼﾌﾐ ドバッツＲＣ 20:07:23190

165 成尾 利秋 ﾅﾘｵ ﾄｼｱｷ 20:09:16191

328 松本 将史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 20:17:24192

345 高橋 堅 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ ＩＣｏジョガー 20:18:05193

36 塚本 茂浩 ﾂｶﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 夢つくし 20:21:21194

333 羽鳥 歩 ﾊﾄﾘ ｱﾕﾑ チームハトスズ 20:21:57195

274 丸岡 禎之 ﾏﾙｵｶ ﾖｼﾕｷ 20:22:25196

258 氏家 準一 ｳｼﾞｲｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 石岡ＳＣ 20:24:09197

308 市村 正明 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 加波一族 20:24:56198

197 長井 英貴 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 和歌山県庁鉄人会 20:25:31199

202 長井 映雄 ﾅｶﾞｲ ｱｷｵ 20:25:32200

298 最上 将秀 ﾓｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 新百合クラブ 20:28:10201

249 梅澤 将司 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏｻｼ 自営隊 20:28:23202

394 藤井 善浩 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 20:29:44203

90 小瀬川 正尚 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 20:30:30204

242 和田 幾久郎 ﾜﾀﾞ ｲｸｵ Ｎａｍｃｈｅ　TRC 20:31:14205

422 鷲巣 浩之 ﾜｼｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 20:32:23206

125 梅下 彰一郎 ｳﾒｼﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 20:32:33207

313 吉野 真 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ ちーむらんぼ～ 20:34:41208

438 中島 正人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ Team-LOHAS 20:36:29209

105 大場 聡 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ わか練 20:37:28210

382 若菜 亮一 ﾜｶﾅ ﾘｮｳｲﾁ 20:37:44211

344 関 暁 ｾｷ ｻﾄﾙ 20:37:46212

441 広井 秀昭 ﾋﾛｲ ﾋﾃﾞｱｷ 装備施設本部通電 20:38:10213

454 島光 毅 ｼﾏﾐﾂ ﾏｺﾄ 　 20:38:18214
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171 樋口 航 ﾋｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ ＧＵＭＰＳ 20:39:24215

91 小田 秀樹 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ グラフィス 20:39:28216

485 飯塚 篤志 ｲｲﾂﾞｶ ｱﾂｼ パタゴニア・インターナショ 20:39:49217

255 須藤 拓也 ｽﾄｳ ﾀｸﾔ エ・ショッツ 20:40:50218

311 田中 茂和 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｶｽﾞ 20:41:12219

259 関谷 尚之 ｾｷﾔ ﾅｵﾕｷ 関西明走会 20:41:33220

315 迎 俊男 ﾑｶｴ ﾄｼｵ MRHC 20:41:49221

473 佐藤 祐弘 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 妙高酒RUNの会 20:42:32222

196 森口 裕二 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 20:45:13223

182 丸島 康義 ﾏﾙｼﾏ ﾔｽﾖｼ 不忍池アスリ 20:46:29224

97 篠原 秀一 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ 信州トレマン 20:46:31225

415 高橋 幸作 ﾀｶﾊｼ ｺｳｻｸ 20:47:42226

70 保谷 武 ﾎﾔ ﾀｹｼ ★ほやたけし★ 20:48:39227

17 越田 英喜 ｺｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 20:49:33228

42 河崎 政人 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄ ＲＷＳ 20:50:39229

168 向井 英樹 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｷ 20:52:47230

101 山本 誠 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ 20:54:41231

57 上島 茂時 ｳｴｼﾞﾏ ｼｹﾞﾄｷ くだり坂 20:55:25232

443 金子 隆行 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ カネゴニア 20:57:06233

395 志村 勝宏 ｼﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 20:59:17234

176 町田 吉広 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京ハセツネクラブ 21:00:24235

459 梅田 和宏 ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 21:00:32236

153 稲田 圭助 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 21:01:44237

155 山本 一彰 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ チーム激流 21:03:59238

43 小林 伸吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｺﾞ トレランマン 21:05:06239

380 奥田 徹 ｵｸﾀﾞ ﾄｵﾙ Jスポーツ 21:07:12240

460 高島 敏光 ﾀｶｼﾏ ﾄｼﾐﾂ 妙高高原おーちゃん 21:07:49241

73 宗森 高広 ﾑﾈﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ ＯＣＡＰ 21:09:20242

135 長谷部 龍馬 ﾊｾﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 岳山會 21:09:41243

149 藤田 尚紀 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ ワンダーキット 21:10:09244

355 山崎 達二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｼﾞ セブンヒルズ 21:11:26245

48 岩壁 邦夫 ｲﾜｶﾍﾞ ｸﾆｵ 21:11:53246

321 斎藤 喜之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 21:12:43247

246 阿部 康隆 ｱﾍﾞ ﾔｽﾀｶ 国際教養大学 21:14:51248

273 山口 誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ ＩＣＩ新潟 21:14:53249

40 住吉 慎吾 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ 鏑木男塾 21:15:26250
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103 山本 昌史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ Ｂ２Ｒ 21:17:18251

280 西尾 秀樹 ﾆｼｵ ﾋﾃﾞｷ 21:19:19252

427 西野 修平 ﾆｼﾉ ｼｭｳﾍｲ アートスポーツ 21:19:37253

364 安川 尊裕 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 21:20:23254

47 下元 寛之 ｼﾓﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ピヨトレ隊 21:21:18255

417 北野 拓也 ｷﾀﾉ ﾀｸﾔ MRHC 21:22:08256

98 宮崎 幸宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 21:22:18257

416 浜井 高洋 ﾊﾏｲ ﾀｶﾋﾛ 浜井電球工業 21:23:30258

118 渡辺 隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 21:23:33259

151 川上 聴 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 21:23:38260

88 杉原 秀保 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 21:25:59261

208 大澤 元成 ｵｵｻﾜ ﾓﾄﾅﾘ ＮａｍｃｈｅＴＲＣ 21:26:04262

363 西野 幸広 ﾆｼﾉ ﾕｷﾋﾛ 巨人軍団 21:26:24263

241 佐々木 宏行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ ニッパツ伊那 21:26:57264

92 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 尽志 21:27:01265

277 小川 修司 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 21:27:35266

456 桜井 良雄 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ 21:28:33267

223 高橋 弘毅 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ＲＥＩＫＡＭＥ 21:29:27268

290 西野 誠 ﾆｼﾉ ﾏｺﾄ 21:29:44269

285 加藤 昌利 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 加藤家 21:29:47270

146 吉田 昌弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 21:31:01271

193 白川 勝 ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾙ 21:31:09272

138 木下 英輔 ｷﾉｼﾀ ｴｲｽｹ 明走会トレラン 21:31:50273

145 小澤 修二 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ テクソン 21:32:10274

111 田中 健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ Ｂ２Ｒ 21:32:45275

375 田中 真也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ ちゃんなっぷる 21:33:45276

85 須山 富雄 ｽﾔﾏ ﾄﾐｵ ＡＴＣ 21:33:48277

78 戸矢崎 茂 ﾄﾔｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 樂走組 21:34:40278

392 浅野 晃吉 ｱｻﾉ ﾃﾙﾖｼ One on One 21:35:06279

75 細野 勝弘 ﾎｿﾉ ｶﾂﾋﾛ 21:35:19280

388 岸 信男 ｷｼ ﾉﾌﾞｵ Run Field 21:35:46281

163 宮沢 俊英 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 21:36:14282

50 中ノ瀬 貴生 ﾅｶﾉｾ ﾀｶｵ 21:36:41283

83 岡 至明 ｵｶ ﾖｼｱｷ ＴＥＡＭ松永 21:38:03284

11 久野 和彦 ｸﾉ ｶｽﾞﾋｺ ＵＳＡＭＥＴＳ 21:38:54285

320 荒井 邦忠 ｱﾗｲ ｸﾆﾀﾀﾞ ｎｉｉｃｏ 21:39:40286
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340 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ めざせアローハ 21:40:00288

66 加藤 大輔 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 21:40:20289

127 藤田 茂久 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾋｻ ウィグライＲＣ 21:41:06290

293 吉冨 由純 ﾖｼﾄﾐ ﾖｼｽﾞﾐ ＭＲＨＣ 21:41:42291

237 安喜 保 ｱｷ ﾀﾓﾂ 同人阿讃 21:41:52292

243 荻 衛 ｵｷﾞ ﾏﾓﾙ 豊北アスリート 21:41:55293

367 樗澤 亘 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ TEAM松永 21:41:56294

373 土田 智宏 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 21:42:07295

283 大島 幸博 ｵｵｼﾏ ﾕｷﾋﾛ Ｎａｔｕｒａ 21:42:11296

424 高林 秀一 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｲﾁ 長岡トライアスロンクラブ 21:42:48297

238 杉本 政紘 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島田陸協 21:43:02298

299 佐藤 俊樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 21:43:09299

222 浅見 憲一 ｱｻﾐ ｹﾝｲﾁ チームロハス 21:43:21300

32 大原 倫 ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ ちーむすぽるちば 21:41:00301

39 木村 聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 21:44:31302

228 溝本 貴洋 ﾐｿﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 加波一族 21:44:43303

227 藤本 清徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖﾉﾘ 不忍池ＡＣ 21:44:59304

24 芝崎 克一 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ＡＶＲＣ◆東京 21:45:56305

418 髙木 義宣 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ MRHC 21:46:47306

419 高木 基継 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ MRHC 21:46:48307

172 小林 勇 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ 美土里ＲＣ 21:47:05308

188 平林 弘行 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ちむけん 21:47:13309

185 古橋 秀成 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾃﾞﾅﾘ ちむけん 21:47:15310

74 寸田 英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 21:47:49311

35 風間 洋寿 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾋｻ 鏑木男塾 21:48:04312

410 田中 伸幸 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 横浜金沢走友会 21:48:11313

150 南澤 嘉栄 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾖｼｴｲ チーム康吉 21:50:02314

218 川口 隆太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 21:50:11315

447 川上 将 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾙ 21:50:23316

152 宮 慶一 ﾐﾔ ﾖｼｶｽﾞ ＭＯＯＮＲＵＮ 21:50:37317

250 白鳥 一貴 ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾞﾀｶ イヌネコ同盟 21:51:28318

162 楜沢 康博 ｸﾙﾐｻﾜ ﾔｽﾋﾛ ミルクハウス 21:51:39319

324 千葉 和幸 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 21:52:26320

289 疋田 進 ﾋｷﾀ ｽｽﾑ 陸んちゅ 21:52:40321

230 上野 直樹 ｳｴﾉ ﾅｵｷ 21:53:29322

451 板持 宏行 ｲﾀﾓﾁ ﾋﾛﾕｷ 21:53:53323
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59 中村 伸一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 21:57:03324

12 渡辺 健志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 21:57:39325

77 宮川 哲朗 ﾐﾔｶﾜ ﾃﾂﾛｳ にこトラ 21:58:01326

76 池ヶ谷 靖 ｲｹｶﾞﾔ ﾔｽｼ ちゃんちＲＣ- - DNF（第4区間)

142 都丸 隆行 ﾄﾏﾙ ﾀｶﾕｷ ＧＳＫ東京支店- - DNF（第4区間)

160 根本 智則 ﾈﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ- - DNF（第4区間)

239 杉山 隆一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ＮＳＴ- - DNF（第4区間)

263 岡部 カツノリ ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ- - DNF（第4区間)

346 阿部 二郎 ｱﾍﾞ ｼﾞﾛｳ- - DNF（第4区間)

350 吉村 暢祐 ﾖｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ TEAM　ひびきの- - DNF（第4区間)

397 田中 明生 ﾀﾅｶ ｱｷｵ ゆいなつきなおこ- - DNF（第4区間)

467 石田 敬一 ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ- - DNF（第4区間)

479 斉木 直樹 ｻｲｷ ﾅｵｷ- - DNF（第4区間)

486 伊藤 博志 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ パタゴニア- - DNF（第4区間)

487 荒川 貴行 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ 栃木県庁亀兎ク- - DNF（第4区間)

492 近江 浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞ- - DNF（第4区間)

20 上野 洋路 ｳｴﾉ ﾖｳｼﾞ- - DNF（第3区間)

27 江川 和宏 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ もう走れません- - DNF（第3区間)

30 高安 理 ﾀｶﾔｽ ｵｻﾑ 加波一族- - DNF（第3区間)

54 煤賀 淳矢 ｽｽｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ- - DNF（第3区間)

56 吉田 靖 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ Ｂ２Ｒ- - DNF（第3区間)

71 野呂 智教 ﾉﾛ ﾄﾓﾉﾘ ちゃんなっぷる- - DNF（第3区間)

84 福岡 博 ﾌｸｵｶ ﾋﾛｼ フルアウツ- - DNF（第3区間)

86 深水 吉人 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾄ ＡＶＲＣ◆東京- - DNF（第3区間)

95 小田 幸雄 ｵﾀﾞ ﾕｷｵ サロメチールズ- - DNF（第3区間)

102 鈴木 智博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ＧＡＺＥＬＬＥ- - DNF（第3区間)

114 宮本 英記 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ TRAIL GUMPS- - DNF（第3区間)

120 吉永 祐二 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ ちむけん- - DNF（第3区間)

128 中谷 伸彦 ﾅｶﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ- - DNF（第3区間)

134 齋藤 俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ ＤＭＪ１号- - DNF（第3区間)

156 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ ビーチ葉山- - DNF（第3区間)

175 吉田 秀嗣 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 東北防衛局- - DNF（第3区間)

190 高西 昇司 ﾀｶﾆｼ ｼｮｳｼﾞ- - DNF（第3区間)

192 高橋 宏二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ- - DNF（第3区間)

195 吉岡 輝雄 ﾖｼｵｶ ﾃﾙｵ リスタート- - DNF（第3区間)

215 渡辺 久弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾔ- - DNF（第3区間)
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266 久保田 郁夫 ｸﾎﾞﾀ ｲｸｵ- - DNF（第3区間)

268 鮫島 周平 ｻﾒｼﾏ ｼｭｳﾍｲ- - DNF（第3区間)

275 長田 雅宏 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ バンバンクラブ- - DNF（第3区間)

282 金子 基一 ｶﾈｺ ﾓﾄｶｽﾞ- - DNF（第3区間)

304 末吉 啓嗣 ｽｴﾖｼ ﾋﾛﾂｸﾞ- - DNF（第3区間)

314 中村 拓郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾛｳ MRHC- - DNF（第3区間)

316 岸 正夫 ｷｼ ﾏｻｵ チーム山魂- - DNF（第3区間)

325 難波 夏生 ﾅﾝﾊﾞ ﾅﾂｵ 難波歯科医院- - DNF（第3区間)

354 米山 健司 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｼﾞ- - DNF（第3区間)

358 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ- - DNF（第3区間)

362 岩崎 敏昭 ｲﾜｻｷ ﾄｼｱｷ 東京スポーツ新聞社- - DNF（第3区間)

381 吉田 紀明 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ お山倶楽部- - DNF（第3区間)

385 浦本 雅司 ｳﾗﾓﾄ ﾏｻｼ TOKIアルパインクラブ- - DNF（第3区間)

393 池田 茂泰 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾔｽ ちゃんなっぷる- - DNF（第3区間)

400 竹内 泰広 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 陸人タラウマラ- - DNF（第3区間)

406 清水 健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ- - DNF（第3区間)

407 湯本 真弘 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ まりおくらぶ- - DNF（第3区間)

411 蒔田 孝司 ﾏｷﾀ ｺｳｼﾞ ちゃんなっぷる- - DNF（第3区間)

434 垣内 康太 ｶｷｳﾁ ｺｳﾀ 東京消防庁- - DNF（第3区間)

444 向井 峻 ﾑｶｲ ｼｭﾝ- - DNF（第3区間)

445 鎌田 幸一 ｶﾏﾀ ｺｳｲﾁ ネイティブビレッジ- - DNF（第3区間)

449 松山 雅之 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾕｷ Namche TRC- - DNF（第3区間)

470 宮下 陽男 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｵ- - DNF（第3区間)

483 平野 義洋 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ- - DNF（第3区間)

490 山本 敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ＡＣＹ- - DNF（第3区間)

491 今井 宏宗 ｲﾏｲ ﾋﾛﾑﾈ team phytoncide- - DNF（第3区間)

15 大澤 敏雄 ｵｵｻﾜ ﾄｼｵ ＭＡＬ　Ｒ＆Ｗ- - DNF（第2区間)

22 馬場 駿一 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ- - DNF（第2区間)

51 樺澤 秀近 ｶﾊﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾁｶ ランフィールド- - DNF（第2区間)

55 林 高則 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ- - DNF（第2区間)

62 宮川 壮進 ﾐﾔｶﾜ ｿｳｼﾝ チームソコソコ- - DNF（第2区間)

69 河合 秀晃 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞｱｷ- - DNF（第2区間)

89 田中 則清 ﾀﾅｶ ﾉﾘｷﾖ- - DNF（第2区間)

126 松井 昭司 ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ 気比の松原ＡＣ- - DNF（第2区間)

143 鈴木 潤一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ サンリバー- - DNF（第2区間)

144 長嶋 良男 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ ＴＥＡＭ松永- - DNF（第2区間)
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158 谷川 新治 ﾀﾆｶﾜ ｼﾝｼﾞ ＡＴＣ- - DNF（第2区間)

169 上井 俊樹 ｶﾐｲ ﾄｼｷ- - DNF（第2区間)

178 土田 孝弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ- - DNF（第2区間)

181 佐藤 義徳 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ チームソコソコ- - DNF（第2区間)

198 有田 正継 ｱﾘﾀ ﾏｻﾂｸﾞ ＧＲＥＥ走遊会- - DNF（第2区間)

220 佐野 健一 ｻﾉ ｹﾝｲﾁ チーム松永- - DNF（第2区間)

229 円谷 彰 ﾂﾌﾞﾗﾔ ｱｷﾗ- - DNF（第2区間)

247 波多 淳一 ﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＴＥＡＭ松永- - DNF（第2区間)

252 秋田 哲郎 ｱｷﾀ ﾃﾂﾛｳ ピヨトレ隊- - DNF（第2区間)

260 合田 泰明 ｺﾞｳﾀﾞ ﾔｽｱｷ チームごうやす- - DNF（第2区間)

301 福島 徹哉 ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ- - DNF（第2区間)

309 長谷川 雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ- - DNF（第2区間)

337 白岩 成友 ｼﾗｲﾜ ﾏｻﾄﾓ- - DNF（第2区間)

349 原 誠一 ﾊﾗ ｾｲｲﾁ- - DNF（第2区間)

352 山崎 忠秋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾀﾞｱｷ ウェスティ- - DNF（第2区間)

366 大越 智哉 ｵｵｺｼ ﾄﾓﾔ 泥酔まんぷく山岳会（仮）- - DNF（第2区間)

398 島倉 浩一郎 ｼﾏｸﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ- - DNF（第2区間)

401 長田 卓也 ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 国際自然環境アウトドア- - DNF（第2区間)

405 川島 拓也 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾔ- - DNF（第2区間)

412 石野 博文 ｲｼﾉ ﾋﾛﾌﾐ Team LOHAS- - DNF（第2区間)

413 須貝 猛 ｽｶﾞｲ ﾀｹｼ- - DNF（第2区間)

446 船尾 悟 ﾌﾅｵ ｻﾄﾙ 多摩ＯＬ- - DNF（第2区間)

452 足立 正和 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ- - DNF（第2区間)

455 柳 英一 ﾔﾅｷﾞ ｴｲｲﾁ- - DNF（第2区間)

457 佐々木 貴英 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ Ｍ．ＡＣ- - DNF（第2区間)

465 丸山 正三 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ- - DNF（第2区間)

469 遠藤 祐治 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ winds' love- - DNF（第2区間)

471 太田 明夫 ｵｵﾀ ｱｷｵ- - DNF（第2区間)

475 三田 茂延 ｻﾝﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野マラソンクラブ- - DNF（第2区間)

329 辻 和也 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾔ286 DNF（第2区間)

19 綿 康次 ﾜﾀ ｺｳｼﾞ 東京ＲＣ- - DNF（第1区間)

28 永山 益生 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｽｵ- - DNF（第1区間)

31 高橋 茂樹 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ ＯＢ　ＢＯＸ- - DNF（第1区間)

34 河野 弥之 ｶﾜﾉ ﾔｽｼ トレランマン- - DNF（第1区間)

37 川口 正 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ マイクロソフト- - DNF（第1区間)

65 加野 直人 ｶﾉ ﾅｵﾄ Ｐｈｏｅｎｉｘ- - DNF（第1区間)
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80 飛鳥 竜一 ｱｽｶ ﾘｭｳｲﾁ Ｎａｍｃｈｅ　TRC- - DNF（第1区間)

112 五十嵐 紀明 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｱｷ ＮＥＣすいすい- - DNF（第1区間)

119 霜下 英之 ｼﾓｼﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ- - DNF（第1区間)

137 五十嵐 誠一 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｲﾁ- - DNF（第1区間)

157 芦川 雅哉 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾔ ＡＴＣ- - DNF（第1区間)

161 勝田 充 ｶﾂﾀ ﾐﾂﾙ ＡＴＣ- - DNF（第1区間)

194 西巻 良吉 ﾆｼﾏｷ ﾘｮｳｷﾁ- - DNF（第1区間)

200 峰 博之 ﾐﾈ ﾋﾛﾕｷ- - DNF（第1区間)

221 武田 敏宏 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 熊谷大麻RC- - DNF（第1区間)

240 平内 誠 ﾋﾗｳﾁ ﾏｺﾄ 激走- - DNF（第1区間)

254 白井 成人 ｼﾗｲ ｼｹﾞﾋﾄ まるちゃんず- - DNF（第1区間)

256 長谷川 正近 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾁｶ 中津川ＵＲＣ- - DNF（第1区間)

264 中村 明博 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ- - DNF（第1区間)

291 武井 正幸 ﾀｹｲ ﾏｻﾕｷ キヨシーズ- - DNF（第1区間)

327 ブルーウィントン ポ ﾌﾞﾙｰｳｨﾝﾄﾝ ﾎﾟｰﾙ- - DNF（第1区間)

342 中村 豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ- - DNF（第1区間)

348 市岡 祐一 ｲﾁｵｶ ﾕｳｲﾁ チームＤОＭ- - DNF（第1区間)

357 古川 稔 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ 文化学園- - DNF（第1区間)

360 長谷川 慎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ はぴとれHIMS- - DNF（第1区間)

403 樋渡 好洋 ﾋﾜﾀｼ ﾖｼﾋﾛ natura- - DNF（第1区間)

420 松本 豊 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ- - DNF（第1区間)

431 瀬田 雄一郎 ｾﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ- - DNF（第1区間)

433 阿部 順一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ- - DNF（第1区間)

437 矢口 照彦 ﾔｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ- - DNF（第1区間)

450 内山 卓也 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ- - DNF（第1区間)

453 三浦 晃嗣 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ 第一歯科- - DNF（第1区間)

464 青柳 修司 ｱｵﾔｷﾞ ｼｭｳｼﾞ N.F.D- - DNF（第1区間)

472 山川 喜純 ﾔﾏｶﾜ ﾖｼｽﾞﾐ 杉野沢スキークラブ- - DNF（第1区間)

478 有坂 道雄 ｱﾘｻｶ ﾐﾁｵ アイユーにいがた山の会- - DNF（第1区間)

482 荒川 浩一 ｱﾗｶﾜ ｺｳｲﾁ- - DNF（第1区間)

209 山本 直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ- - DNS

248 川村 泰 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽｼ ＨＴＲＣ- - DNS

371 佐藤 秋 ｻﾄｳ ｼｭｳ- - DNS

408 松山 稔 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾉﾙ SUOMI- - DNS

476 高田 保則 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 妙高市体育協会- - DNS

14 三浦 正仁 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞﾋﾄ- - DNS
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106 前田 達弘 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ- - DNS

109 師田 秀通 ﾓﾛﾀ ﾋﾃﾞﾐﾁ- - DNS

122 深澤 實 ﾌｶｻﾜ ﾐﾉﾙ しろうまだけ- - DNS

148 曽根 慶一 ｿﾈ ｹｲｲﾁ 竹中ランナーズ- - DNS

159 松村 圭祐 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ ＡＴＣ- - DNS

180 鈴木 雅晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ- - DNS

232 小林 康正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾏｻ 横浜中央走友会- - DNS

286 中里見 恭輔 ﾅｶｻﾄﾐ ｷｮｳｽｹ チームPMD- - DNS

302 武田 信一郎 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 江トラ- - DNS

307 菊地 重光 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾐﾂ Ｍｅｒｃｕｒｙ- - DNS

317 長塚 健一 ﾅｶﾞﾂｶ ｹﾝｲﾁ 明走会ＴＲ部- - DNS

318 小倉 伸介 ｵｸﾞﾗ ｼﾝｽｹ 雀走会- - DNS

323 渡邉 一彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ- - DNS

335 大月 啓 ｵｵﾂｷ ｹｲ チーム７ヒルズ- - DNS

338 石川 弘 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ アステラス- - DNS

339 佃 章博 ﾂｸﾀﾞ ｱｷﾋﾛ- - DNS

351 鈴木 優 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 日本ユニ・エー- - DNS

353 三牧 圭 ﾐﾏｷ ｹｲ- - DNS

361 道幸 貴史 ﾄﾞｳｺｳ ﾀｶｼ やまがつ- - DNS

370 篠原 正 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ- - DNS

379 千田 誠 ﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ チームtango- - DNS

383 伊佐 寛 ｲｻ ﾋﾛｼ- - DNS

409 岩佐 慎也 ｲﾜｻ ｼﾝﾔ ワコール福岡店- - DNS

428 中川 雅文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ- - DNS

435 小川 直樹 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ 岳北消防本部- - DNS

484 八木 康裕 ﾔｷﾞ ﾔｽﾋﾛ- - DNS
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