
信越五岳トレイルランニングレース2009 リザルト
男性

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

73 相馬　剛 ｿｳﾏ ﾂﾖｼ 9:33:491

323 石井　克弥 ｲｼｲ ｶﾂﾔ 明治学院大学 10:39:412

39 中辻　悠貴 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳｷ 10:41:273

120 中川　政寿 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 10:59:034

382 西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ ＲｕｎＦｉｅｌｄ 11:11:135

327 佐藤　雅昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 東雲中学校３年５組 11:12:386

233 津田　信浩 ﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ルネサス北伊丹 11:29:257

281 佐藤　英人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾄ はぴとれ 11:41:208

353 甲斐　智樹 ｶｲ ﾄﾓｷ Ａ＆Ｆ 11:46:149

274 阪田　啓一郎 ｻｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 嬉野すりー☆ 11:48:3210

112 荒木　健 ｱﾗｷ ｹﾝ 12:12:1411

429 谷北　勇二 ﾀﾆｷﾀ ﾕｳｼﾞ 12:12:1412

122 木曽　哲男 ｷｿ ﾃﾂｵ アステラス製薬 12:12:1513

273 大久保　卓 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ ワセダクラブ 12:12:2314

347 八木　正孝 ﾔｷﾞﾏｻﾀｶ 12:23:5915

337 大作　健次郎 ｵｵｻｸ ｹﾝｼﾞﾛｳ 12:47:4816

420 佐瀬　尚孝 ｻｾ ﾖｼﾀｶ ＤＩＥＴ５５ 12:52:2317

277 池　伸太郎 ｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 品川走遊会 12:52:3218

423 池上　宏 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｼ ミクニＲＣ 13:03:1919

451 西村　周之 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ＭＹ☆ＳＴＡＲ 13:03:3720

173 岡嶋　智己 ｵｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ ランナーズ 13:03:5821

284 渡辺　達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ ＰＲＯ－Ｋ 13:13:0522

127 奥野　博士 ｵｸﾉ ﾋﾛｼ 信州トレイルマウンテン 13:14:4623

381 仲川　貴士 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ てくてく、 13:21:4924

53 藤原　大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ ｔｅａｍ　spinach 13:22:4025

225 遠山　敏幸 ﾄｵﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 渋谷冒険王 13:25:2026

79 羽鳥　歩 ﾊﾄﾘ ｱﾕﾑ チームハトスズ 13:25:2327

218 渡邊　和伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ リスタート 13:25:2327

303 堀田　学 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 岳北消防ＴＲＣ 13:26:3929

314 塚越　幹 ﾂｶｺﾞｼ ｶﾝ ハイブリッド 13:34:1930

123 久保田　郁夫 ｸﾎﾞﾀ ｲｸｵ 13:35:3531

9 目澤　敬 ﾒｻﾞﾜ ｹｲ 13:39:3332

36 吉田　茂樹 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 加波一族 13:41:2233

52 今岡　洋平 ｲﾏｵｶ ﾖｳﾍｲ ギャンブラーズ 13:42:0634
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237 水町　省二 ﾐｽﾞﾏﾁ ｼｮｳｼﾞ KFAC 13:46:3335

30 杉浦　健治 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ 13:51:1336

117 深澤　俊明 ﾌｶｻﾜ ﾄｼｱｷ ギャンブラーズ 13:54:4037

178 片平　岳志 ｶﾀﾋﾗ ﾀｹｼ Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ 13:55:2838

3 穂坂　朋広 ﾎｻｶ ﾄﾓﾋﾛ 13:55:4639

332 河野　克昭 ｺｳﾉ ｶﾂｱｷ 13:56:2740

254 高島　伸介 ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ＲＷＳ 13:57:2141

269 山田　耕充 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞｭｳ 二郎葉山店 14:01:4542

439 臼井　哲也 ｳｽｲ ﾃﾂﾔ シマノドリンキング 14:02:3643

282 片柳　裕志 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 14:03:1144

265 若杉　祥 ﾜｶｽｷﾞ ｼｮｳ チームｔａｎｇｏ 14:03:3645

409 木村　克己 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ ラフマ 14:15:2946

211 村瀬　庸祐 ﾑﾗｾ ﾖｳｽｹ 14:16:3047

427 阿部　弘志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ チーム薄皮 14:18:5048

74 村井　健二 ﾑﾗｲ ｹﾝｼﾞ まりおくらぶ 14:19:5849

37 瀬戸口　聡 ｾﾄｸﾞﾁ ｻﾄｼ ◆ｐａｔａｇｏｎ◆ 14:25:0550

326 池田　雅也 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ 気象庁 14:30:4351

110 真継　浩志 ﾏﾂｸﾞ ﾋﾛｼ 稲荷湯練習会 14:33:4852

10 柳　智幸 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾕｷ ちーむねこ 14:33:4953

210 原山　康弘 ﾊﾗﾔﾏﾔｽﾋﾛ ホルモン山岳会 14:35:4554

59 鈴木　真 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 14:35:4655

364 万庭　浄 ﾏﾝﾊﾞ ｷﾖｼ ＲＷＳ 14:36:1756

276 大野　純一 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 14:38:1657

374 浅野　慧 ｱｻﾉ ｻﾄﾙ 14:38:3458

106 福田　たかお ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｵ ベスラレーシング 14:39:2659

300 伊藤　智 ｲﾄｳ ｻﾄｼ ＭＥＲＣＵＲＹ 14:41:1060

455 林　竜也 ﾊﾔｼﾀﾂﾔ アートスポーツＯＤＢＯＸ 14:41:5461

446 鶴見　英斉 ﾂﾙﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ サムズアップ 14:42:3362

393 久山　哲雄 ｸﾔﾏ ﾃﾂｵ 地球環境戦略研究機関 14:43:4563

108 山田　健 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 南魚沼森林組合 14:45:3464

75 桧皮　憲孝 ﾋﾜ ﾉﾘﾀｶ 神戸高塚 14:46:1565

101 大月　啓 ｵｵﾂｷ ｹｲ 14:46:2366

245 芳川　博行 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 多摩川クラブ 14:47:4367

161 大堀　祐一 ｵｵﾎﾘ ﾕｳｲﾁ Mighty TC 14:51:1368

228 伊藤　正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 14:51:3369

80 吉田　史門 ﾖｼﾀﾞ ｼﾓﾝ ギャンブラーズ 14:54:1970
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262 阿部　壮夫 ｱﾍﾞ ﾀｹｵ 14:56:0471

279 前田　政俊 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ ＡＣ．ＴＯＯ 15:01:0172

100 久保田　篤 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｼ Oh!マンダム 15:06:4473

135 佐伯　和彦 ｻｴｷ ｶｽﾞﾋｺ 鎌倉走友会 15:13:3874

243 井上　保則 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾘ XCESS 15:13:5775

246 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ みれっとファーム 15:14:0876

115 齋藤　俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ チームまる高 15:14:5777

292 萱津　寛章 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 信州トレイルマウンテン★ 15:16:3078

65 吉本　亮 ﾖｼﾓﾄ ﾏｺﾄ トレイル通信 15:17:1879

234 吉野　聰史 ﾖｼﾉ ｻﾄｼ ＩＣＩ石井スポーツ 15:17:2880

305 松沢　正澄 ﾏﾂｻﾞﾜﾏｻｽﾞﾐ 15:18:3481

164 中村　則彦 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 風になりたい 15:18:5582

21 金子　隆行 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ KAMAKURA★BASE 15:19:0983

24 白川　純一 ｼﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 下山部 15:20:2484

158 大江　達也 ｵｵｴ ﾀﾂﾔ 15:31:3585

188 江口　三広 ｴｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 根性梨組 15:36:0986

373 森端　良尚 ﾓﾘﾊﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 15:37:5687

107 樋渡　好洋 ﾋﾜﾀｼ ﾖｼﾋﾛ Ｎａｔｕｒａ 15:41:1988

177 岩佐　幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 15:41:2189

13 中岡　尚士 ﾅｶｵｶ ﾋｻｼ 土佐ＡＣ 15:42:0490

64 藤井　克彦 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋｺ トレイル通信 15:43:5391

153 小野　明雄 ｵﾉ ｱｷｵ 装備施設本部 15:44:2792

121 板垣　彰 ｲﾀｶﾞｷ ｱｷﾗ 15:47:1193

41 近藤　博之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ LaNekka 15:47:2494

399 樋口　航 ﾋｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 佐渡地域整備部 15:48:3095

241 江澤　学 ｴｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 15:48:4296

361 笠井　歩 ｶｻｲ ｱﾕﾑ ＷＨＩＴＡＮＳ 15:51:1797

257 佐藤　寛二 ｻﾄｳ ｶﾝｼﾞ 15:53:2198

16 大庭　崇嗣 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 15:54:2599

142 土田　孝弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 15:54:55100

434 芹澤　勝治 ｾﾘｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ ＥＶＥＲＳＥＡ湘南 15:55:45101

213 柴田　光 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ ランナーズ 15:56:29102

78 大多和　昌彦 ｵｵﾀﾜ ﾏｻﾋｺ ハリアーズ 16:00:53103

68 佐藤　隆光 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ TEAM松永 16:01:16104

401 日高　久雄 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻｵ ホーピング 16:02:38105

159 ロバート　セルフ ﾛﾊﾞー ﾄ ｾﾙﾌ Genki Gaijin 16:03:53106
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421 定廣　和典 ｻﾀﾞﾋﾛ ｶｽﾞﾉﾘ ＰｏｗｄｅｒＯＮＥ 16:07:00107

268 相浦　勇人 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ 16:11:52108

259 山本　泰伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ 16:17:12109

424 五十嵐　紀明 ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｱｷ ＮＥＣすいすい 16:17:13110

372 松木　正尋 ﾏﾂｷ ﾏｻﾋﾛ チーム へろへろ 16:17:22111

339 李家　眞理 ﾘﾉｲｴ ｼﾝﾘ 旭川山岳会 16:18:50112

442 武井　正幸 ﾀｹｲ ﾏｻﾕｷ キヨシーズ 16:19:13113

247 浦山　二郎 ｳﾗﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 16:20:28114

124 上村　亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 16:22:25115

71 古谷　慶次郎 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ 16:28:04116

5 越田　英喜 ｺｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ ｔｅａｍ　ｓｐｉｎａｃｈ 16:30:14117

57 渡邊　日朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｳ 16:30:39118

378 廣田　友幸 ﾋﾛﾀ ﾄﾓﾕｷ 16:32:46119

283 山﨑　保光 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾐﾂ 16:33:44120

81 小島　俊之 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 16:36:21121

414 金子　英孝 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞﾀｶ 日本農業実践学園 16:37:11122

23 田中　秀治 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 16:37:26123

222 樋口　航 ﾋｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 16:37:29124

91 小田　秀樹 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ グラフィス 16:38:12125

205 黒野　秀浩 ｸﾛﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ XCESS 16:38:33126

19 大野　健彦 ｵｵﾉ ﾀｹﾋｺ 16:38:50127

231 野口　清治 ﾉｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 長岡ﾗﾝﾅｰｽﾞ 16:44:31128

450 別曾　哲 ﾍﾞｯｿ ｱｷﾗ ㈱キャステム 16:45:46129

160 上前　和仁 ｺｳﾏｴ ｶｽﾞﾋﾄ フジテック 16:48:42130

208 髙崎　明日香 ﾀｶｻｷ ｱｽｶ 人力旅行組合 16:49:02131

181 大西　勇輝 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ Natura 16:51:00132

167 木下　芳郎 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾛｳ 東工大美術部 16:51:02133

261 飯沼　義照 ｲｲﾇﾏ ﾖｼﾃﾙ ＭＯＡＩ 16:51:10134

293 北野　滋彦 ｷﾀﾉ ｼｹﾞﾋｺ 糖尿病センター 16:51:35135

244 大澤　敏雄 ｵｵｻﾜ ﾄｼｵ ＭＡＬ　Ｒ＆Ｗ 16:54:49136

62 館野　久之 ﾀﾃﾉ ﾋｻﾕｷ 勝手に鏑木会 16:55:56137

180 遠藤　祐治 ｴﾝﾄﾞｳﾕｳｼﾞ 16:57:00138

40 礒村　真介 ｲｿﾑﾗ ｼﾝｽｹ Ｂｅｇｉｎ編集部 16:58:36139

195 岡宮　一貴 ｵｶﾐﾔ ｶｽﾞﾀｶ 戸隠流忍者　卍ミ 17:00:06140

207 松田　豊 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ 風忍ｗｉｔｈ信州トレマン 17:00:06140

206 三木　祐介 ﾐｷ ﾕｳｽｹ ライジングサン 17:04:56142
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344 丸山　達也 ﾏﾙﾔﾏﾀﾂﾔ panasonic 17:06:14143

7 西岡　利泰 ﾆｼｵｶ ﾄｼﾔｽ ｔｅａｍspinach 17:07:24144

2 吉田　洋 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 17:08:33145

291 藤井　清一郎 ﾌｼﾞｲ ｾｲｲﾁﾛｳ エ・ショッツ 17:08:50146

304 高橋　弘毅 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ＲＥＩ　ＫＡＭＥ 17:10:03147

380 鮫島　周平 ｻﾒｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 17:10:06148

433 阿部　博史 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 立川綜合病院 17:10:33149

301 都丸　隆行 ﾄﾏﾙ ﾀｶﾕｷ ◆トレイルランナー◆ 17:11:31150

141 長井　英貴 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 和歌山県庁鉄人会 17:12:12151

190 田中　英夫 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ Ｔｅａｍ　えんご 17:13:10152

27 佐藤　謙司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ストーンキッズ 17:14:36153

333 柴山　学 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 株式会社日本旅行新潟 17:15:16154

397 金子　貴広 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ 17:20:06155

449 新堂　雅人 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 三越 17:22:01156

168 上土井　守 ｼﾞｮｳﾄﾞｲ ﾏﾓﾙ 17:24:53157

363 染谷　悠一 ｿﾒﾔ ﾕｳｲﾁ 池袋鍛足部 17:24:54158

224 中原　健 ﾅｶﾊﾗ ﾀｹｼ ラッキーＲＣ 17:27:37159

83 吉野　真 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ ★ちーむらんぼ～★ 17:28:01160

267 徳永　泰三 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｿﾞｳ らんの～と９９ 17:33:26161

406 村田　義夫 ﾑﾗﾀ ﾖｼｵ kocci 17:34:18162

438 鈴木　和寿 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ オロロンペンギンズカフェ 17:34:58163

187 柳崎　明 ﾔﾅｻﾞｷ ｱｷﾗ Mighty TC 17:35:39164

389 野津　尚夫 ﾉﾂ ﾋｻｵ ＴＭ・クラブ 17:35:59165

50 引地　隆介 ﾋｷﾁ ﾘｭｳｽｹ ｆｒｅｅ 17:36:40166

360 新家　康弘 ｼﾝｹ ﾔｽﾋﾛ 前田製作所 17:36:58167

151 髙橋　富夫 ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｵ 新潟歩CALLクラブ 17:42:41168

285 定方　祥伍 ｻﾀﾞｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 17:44:16169

137 瀬田　晃 ｾﾀ ｱｷﾗ タヒチ走遊会 17:47:14170

369 下坂　健則 ｼﾓｻｶ ﾀｹﾉﾘ 17:51:32171

307 西巻　良吉 ﾆｼﾏｷ ﾘｮｳｷﾁ 17:53:31172

136 松井　昭司 ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ 気比の松原ＡＣ 18:00:50173

264 戸口　博文 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 18:05:53174

156 芳賀　理 ﾊｶﾞ ｵｻﾑ ＢＥＡＣＨ 18:06:50175

48 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ RUN－D.M.C. 18:08:56176

11 古川　尚志 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 大気社 18:10:01177

49 田上　敦司 ﾀｶﾞﾐ ｱﾂｼ 18:12:24178
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229 山本　剛 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ 18:15:02179

116 大木　崇生 ｵｵｷ ﾀｶｵ 18:16:29180

453 阿川　健太 ｱｶﾞﾜｹﾝﾀ アートスポーツＯＤＢＯＸ 18:18:11181

171 根釜　勝美 ﾈｶﾞﾏ ｶﾂﾐ 18:18:51182

385 深石　康昭 ﾌｶｲｼ ﾔｽｱｷ 18:19:33183

14 合田　泰明 ｺﾞｳﾀﾞ ﾔｽｱｷ TEAM自然人/しぜんちゅ 18:21:11184

348 小川　修司 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 18:22:01185

350 露峰　文博 ﾂﾕﾐﾈ ﾌﾐﾋﾛ 18:22:02186

77 都倉　由樹 ﾄｸﾗ ﾖｼｷ 青穂クラブ 18:22:40187

212 杉山　隆司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 阿闍梨 18:24:05188

309 武田　信一郎 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 18:27:24189

396 渡辺　久弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾔ 18:27:30190

288 阿比留　信 ｱﾋﾞﾙ ﾏｺﾄ 18:28:11191

388 小路　勇一 ｺｼﾞ ﾕｳｲﾁ Ｄ．Ｒ．ＡＣ 18:30:09192

189 佐藤　祐弘 ｻﾄｳﾕｳｺｳ 妙高酒ＲＵＮの会 18:30:38193

320 古川　満 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾂﾙ アミノＲＣ東京 18:31:19194

460 八木　康裕 ﾔｷﾞﾔｽﾋﾛ 18:33:57195

249 谷本　浩彦 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾋｺ 通保監走友会 18:35:16196

411 相澤　高行 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 18:36:04197

119 関屋　宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ ＴＥＡＭ　Ｕ・Ｓ・Ｏ 18:43:16198

103 廣川　智司 ﾋﾛｶﾜ ｻﾄｼ ワイト゛リハ゛ー 18:46:01199

32 越塚　岳広 ｺｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 東京消防庁　稲毛ITC 18:52:42200

31 長井　映雄 ﾅｶﾞｲ ｱｷｵ 18:54:15201

144 鈴木　芳人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 18:54:24202

220 入江　浩二 ｲﾘｴ ｺｳｼﾞ チームｔａｎｇｏ 18:56:38203

99 廣瀬　勝 ﾋﾛｾ ﾏｻﾙ ●ＨＥＯ● 18:57:24204

184 風間　洋寿 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾋｻ チーム梅Z 18:59:29205

176 井出　幸夫 ｲﾃﾞ ﾕｷｵ たくおやじ 19:00:02206

289 暦本　雅史 ﾚｷﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 原子力機構 19:00:51207

400 井上　譲 ｲﾉｳｴ ﾕｽﾞﾙ 19:01:20208

72 恒松　重雄 ﾂﾈﾏﾂ ｼｹﾞｵ ＭＩＦＲＣ 19:01:21209

398 馬場　駿一 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ 19:02:24210

87 迫田　順 ｻｺﾀﾞ ｼﾞｭﾝ はぴとれ 19:03:16211

306 腰越　浩二 ｺｼｺﾞｴ ｺｳｼﾞ エルブレス 19:03:48212

387 森田　浩 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ 明走会 19:04:02213

297 向井　英樹 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｷ 19:05:19214
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448 鎌田　幸一 ｶﾏﾀ ｺｳｲﾁ 19:06:24215

96 岸　正夫 ｷｼ ﾏｻｵ チーム山魂 19:16:33216

8 箕田　健造 ﾐﾉﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 鵜鷺とかめ 19:17:01217

89 細井　文裕 ﾎｿｲﾌﾐﾋﾛ 19:18:44218

22 木村　聡 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 19:21:23219

118 志村　勝宏 ｼﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 19:27:52220

408 山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ 19:28:23221

201 渡辺　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 19:28:50222

457 飯塚　篤志 ｲｲｽﾞｶｱﾂｼ 19:29:08223

88 矢中　義久 ﾔﾅｶ ﾖｼﾋｻ 19:36:59224

165 箸方　恒雄 ﾊｼｶﾀ ﾂﾈｵ 横浜いずみ走友会 19:38:46225

341 冨樫　一成 ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞﾅﾘ 新潟県議会議員 19:40:57226

256 堀口　寿彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 新潟山岳会 19:42:01227

20 鈴木　良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ ＴＥＡＭ松永 19:42:56228

298 松本　千春 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾊﾙ 19:43:48229

147 堀池　計年 ﾎﾘｲｹ ｶｽﾞﾄｼ ＳＥＣＯＭ 19:44:05230

386 斉藤　清次 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 呉整形外科クリニック 19:46:21231

271 中垣　敏文 ﾅｶｶﾞｷ ﾄｼﾌﾐ ドバッツＲＣ 19:46:25232

431 荒木　伸一 ｱﾗｷ ｼﾝｲﾁ 北摂ＵＲＣ 19:48:15233

290 宗森　高広 ﾑﾈﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ ＯＣＡＰ 19:49:14234

182 久野　義直 ｸﾉ ﾖｼﾅｵ 新生会ＲＣ 19:52:12235

113 森口　裕二 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 通電山岳走友会 19:52:43236

422 小林　常治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳｼﾞ ａｄｏｃ 19:53:18237

377 三浦　健治 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ どんぐり 19:53:37238

258 野口　治夫 ﾉｸﾞﾁﾊﾙｵ ＡＶＲＣ長野 19:54:30239

384 舘野　直之 ﾀﾃﾉ ﾅｵﾕｷ ジェーアイイーシー 19:55:04240

272 加茂　元 ｶﾓ ｹﾞﾝ 19:56:02241

430 貝畑　四朗 ｶｲﾊﾀ ｼﾛｳ 野外排泄研究所 19:57:10242

331 岸川　一二 ｷｼｶﾜ ｲﾁｼﾞ 19:59:13243

366 石渡　大史 ｲｼﾜﾀﾘ ﾏｻｼ ＳＷＡＣ　 19:59:48244

66 南雲　真 ﾅｸﾞﾓ ﾏｺﾄ ＴＥＡＭ　ＷＡＫＡ 20:05:01245

367 伊賀　道成 ｲｶﾞ ﾐﾁﾅﾘ 20:06:50246

194 髙島　敏光 ﾀｶｼﾏﾄｼﾐﾂ Ｒ＆Ｙ　ＰＯＷＥＲ 20:07:18247

200 上野　直樹 ｳｴﾉ ﾅｵｷ TEAM U・S・O 20:08:00248

316 丸岡　禎之 ﾏﾙｵｶ ﾖｼﾕｷ Ｈobo’s 20:09:18249

437 稲田　圭助 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ 20:11:26250
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443 佐藤　昌浩 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 埼玉陸協 20:13:20251

128 下條　信雄 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｵ 日医ジョガーズ 20:13:39252

217 長谷川　慎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ HIMS 20:13:55253

17 木村　信之 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 20:15:24254

129 岩合　哲郎 ｲﾜｺﾞｳ ﾃﾂｵ メモクリップＲＣ 20:16:13255

51 黒山　直樹 ｸﾛﾔﾏ ﾅｵｷ 20:19:39256

376 米田　康隆 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ チーム薄皮 20:19:42257

236 宮下　剛 ﾐﾔｼﾀ ｺﾞｳ 20:19:43258

403 岡部　克則 ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ 20:19:47259

230 須藤　拓也 ｽﾄｳ ﾀｸﾔ エ・ショッツ 20:19:58260

104 清水　健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 20:20:11261

355 高橋　幸作 ﾀｶﾊｼ ｺｳｻｸ Hizza Bumber 20:20:43262

44 牛木　英一郎 ｳｼｷ ｴｲｲﾁﾛｳ ＥＮＰ長岡 20:22:45263

260 井口　敏郎 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 20:25:04264

275 栗田　克則 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ 20:25:05265

287 宮本　裕巳 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 市民大学ＲＣ 20:26:18266

111 高森　祐二 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 20:26:25267

82 原　誠一郎 ﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ ＭＲＣ 20:26:54268

35 大島　正昭 ｵｵｼﾏ ﾏｻｱｷ 20:29:21269

145 中村　明博 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 20:29:36270

197 神山　哲郎 ｶﾐﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 埼玉県立不動岡高ＯＢ魂 20:32:54271

84 橋本　朋広 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 20:33:37272

311 早嶋　聡史 ﾊﾔｼﾏ ｻﾄｼ ビズナビアンドカンパニー 20:33:42273

328 岸　晃輔 ｷｼ ｺｳｽｹ 20:36:41274

329 渡辺　祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 20:36:41274

25 芝崎　克一 ｼﾊﾞｻｷ ﾖｼｶｽﾞ ＡＶＲＣ◆東京 20:37:25276

242 佐藤　真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 尽志 20:38:06277

255 鶴岡　慶宣 ﾂﾙｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ ザバス新松戸 20:41:38278

60 住吉　慎吾 ｽﾐﾖｼ ｼﾝｺﾞ セブンヒルズ 20:43:35279

349 泉田　佳伸 ｲｽﾞﾐﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ ＴｅａｍＰａｔｉｏ 20:44:01280

29 古志野　功 ｺｼﾉ ｲｻｵ ＲＴ－ＧＯＳ 20:46:05281

163 渡辺　学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ （有）高浜印刷 20:46:05281

114 塚本　茂浩 ﾂｶﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 20:48:59283

76 村田　朋彦 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋｺ ＭＲＣ 20:50:50284

405 荻　衛 ｵｷﾞ ﾏﾓﾙ 豊北アスリート 20:51:52285

95 金屋　雅司 ｶﾅﾔ ﾏｻｼ ＡＲＶＣ◆東京 20:55:07286
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193 藤林　昌人 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 山の石 20:55:42287

410 高橋　堅 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ ＩＣｏジョガーズ豊浦病院 20:56:04288

46 落　克己 ｵﾄｼ ｶﾂﾐ 20:57:18289

440 湯本　真弘 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 21:00:48290

6 荒井　邦忠 ｱﾗｲ ｸﾆﾀﾀﾞ niico 21:01:00291

4 白木　利和 ｼﾗｷ ﾄｼｶｽﾞ ハピトレ関西 21:04:48292

338 今野　幸男 ｺﾝﾉ ﾕｷｵ ☆vin＆pronto☆ 21:06:40293

286 疋田　進 ﾋｷﾀ ｽｽﾑ 陸人(りくんちゅ) 21:07:26294

308 石澤　一芳 ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ チーム絶好調！ 21:07:42295

155 田中　真也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ Ex-REI JAPAN 21:07:55296

428 難波　夏生 ﾅﾝﾊﾞ ﾅﾂｵ 難波歯科医院 21:11:13297

251 城　正幸 ｼﾛ ﾏｻﾕｷ ランナーズ富山 21:12:59298

454 西野　修平 ﾆｼﾉｼｭｳﾍｲ アートスポーツＯＤＢＯＸ 21:15:15299

97 宮崎　幸宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 21:16:46300

354 藤田　茂久 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾋｻ 日本軌道工業 21:18:45301

132 高津　修 ﾀｶﾂ ｵｻﾑ 21:19:19302

203 北野　拓也 ｷﾀﾉ ﾀｸﾔ Mt.Rokko Hard Core 21:25:08303

69 篠原　正 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 21:26:09304

315 佐藤　大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ 21:26:33305

152 須山　富雄 ｽﾔﾏ ﾄﾐｵ ＡＴＣ 21:26:41306

219 師岡　謙一 ﾓﾛｵｶ ｹﾝｲﾁ ＸＣＥＳＳ 21:26:59307

105 小野　忍 ｵﾉ ｼﾉﾌﾞ 21:27:10308

202 白鳥　一貴 ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾞﾀｶ イヌネコ同盟 21:27:11309

325 山田　行夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｵ ﾗﾝｸﾗ新潟 21:27:43310

351 森谷　博之 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ GENDAMA 21:28:03311

346 佐々木　拓史 ｻｻｷ ﾀｸｼﾞ EX-REI JAPAN 21:29:38312

235 増井　優仁 ﾏｽｲ ﾏｻﾋﾄ 新町３７５山岳部 21:29:46313

232 佐野　健一 ｻﾉ ｹﾝｲﾁ 新潟テルサ 21:30:04314

42 中辻　康路 ﾅｶﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ 21:30:38315

214 須田　伸幸 ｽﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 21:31:00316

38 大島　幸博 ｵｵｼﾏ ﾕｷﾋﾛ Natura 21:31:19317

43 永井　成人 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾄ 21:32:04318

358 塚田　浩雅 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｶﾞ 21:33:32319

270 清水　直行 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 21:34:32320

324 浦本　雅司 ｳﾗﾓﾄ ﾏｻｼ TOKIｱﾙﾊﾟｲﾝｸﾗﾌﾞ 21:35:44321

58 宮川　哲朗 ﾐﾔｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 21:36:05322
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174 長谷川　雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ 21:37:27323

109 土田　智宏 ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 21:38:29324

131 荒木　則光 ｱﾗｷ ﾉﾘﾐﾂ ランナーズ富山 21:38:51325

61 菊池　仁志 ｷｸﾁ ﾋﾄｼ ９Ｃｏ 21:39:09326

146 津坂　慎司 ﾂｻｶ ｼﾝｼﾞ チームクロヒョウ 21:39:10327

392 七村　健 ﾅﾅﾑﾗ ｹﾝ エ・ショッツ 21:41:04328

458 伊藤　博志 ｲﾄｳﾋﾛｼ 21:42:03329

196 奥田　徹 ｵｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 21:43:23330

172 田村　文一 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｶｽﾞ 21:44:25331

370 梅田　和宏 ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 法政大学 21:44:26332

166 佐藤　和幸 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 長岡トライアスロンクラブ 21:44:39333

340 小瀬川　正尚 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 21:45:34334

54 飛鳥　竜一 ｱｽｶ ﾘｭｳｲﾁ free 21:46:12335

330 中村　伸一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 21:48:57336

413 上島　茂時 ｳｴｼﾞﾏ ｼｹﾞﾄｷ 21:49:26337

150 岩内　陽 ｲﾜｳﾁ ｱｷﾗ 長岡雑走団 21:49:56338

102 田中　明生 ﾀﾅｶ ｱｷｵ ゆいなつきなおこ 21:50:10339

313 東谷　忠司 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ Ｍｔ．Ｒｏｋｋｏ．Ｈａｒｄ．Ｃｏｒ 21:53:02340

394 内山　卓也 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ 21:53:09341

345 鈴木　健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ ＡＲＴＳＰＯＲＴＳ 21:55:23342

209 笹倉　眞二 ｻｻｸﾗ ｼﾝｼﾞ ハヤシランナー 21:55:37343

391 師田　和香 ﾓﾛﾀ ﾜｺｳ 21:56:52344

317 高西　昇司 ﾀｶﾆｼ ｼｮｳｼﾞ 21:59:02345

379 柿澤　正士 ｶｷｻﾞﾜ ﾏｻｼ 21:59:14346

412 煤賀　淳矢 ｽｽｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 21:59:34347

148 深水　吉人 ﾌｶﾐ ﾖｼﾋﾄ ＡＶＲＣ◆東京- - DNF（第4区間)

199 西村　真悟 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ- - DNF（第4区間)

226 坂東　良晃 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ バカロードＡＣ- - DNF（第4区間)

342 宮下　陽男 ﾐﾔｼﾀﾊﾙｵ- - DNF（第4区間)

390 師田　秀通 ﾓﾛﾀ ﾋﾃﾞﾐﾁ- - DNF（第4区間)

1 宮本　英記 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ- - DNF（第3区間)

15 西野　敦士 ﾆｼﾉ ｱﾂｼ アスプロ- - DNF（第3区間)

55 吉田　秀嗣 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 南関東防衛局- - DNF（第3区間)

63 渡辺　秋彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ リサちゃんＲＣ- - DNF（第3区間)

86 長嶋　良男 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ TEAM松永- - DNF（第3区間)

125 星加　博之 ﾎｼｶ ﾋﾛﾕｷ- - DNF（第3区間)
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126 芦川　雅哉 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾔ ＴＥＡＭ　ＳＷＥＮ- - DNF（第3区間)

138 谷川　新治 ﾀﾆｶﾜ ｼﾝｼﾞ ＴＥＡＭ　ＳＷＥＮ- - DNF（第3区間)

139 中根　弘之 ﾅｶﾈ ﾋﾛﾕｷ Ｎａｔｕｒａ- - DNF（第3区間)

140 中村　豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ- - DNF（第3区間)

157 高橋　茂樹 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ ＯＢ　ＢＯＸ- - DNF（第3区間)

162 宮沢　俊英 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ- - DNF（第3区間)

175 丸山　孝男 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｵ ちば海浜ＭC-ＪＴＲＣ- - DNF（第3区間)

179 宮下　浩幸 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾕｷ- - DNF（第3区間)

191 福島　徹哉 ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ- - DNF（第3区間)

192 白川　勝 ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾙ- - DNF（第3区間)

198 吉冨　由純 ﾖｼﾄﾐ ﾖｼｽﾞﾐ Mt.Rokko Hard Core- - DNF（第3区間)

223 根笈　太 ﾈｵｲ ﾌﾄｼ チーム響- - DNF（第3区間)

238 廣田　雄 ﾋﾛﾀ ﾕｳ アイシンＡＷ- - DNF（第3区間)

239 高木　基継 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ Mt.Rokko Hard Core- - DNF（第3区間)

240 髙木　義宣 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ Mt.Rokko Hard Core- - DNF（第3区間)

252 中野　裕昭 ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ- - DNF（第3区間)

295 市川　司 ｲﾁｶﾜ ﾂｶｻ 長岡トライアスロンクラブ- - DNF（第3区間)

296 栗原　周平 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ キッツ平塚- - DNF（第3区間)

299 田仲　賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ チーム らっぴー- - DNF（第3区間)

334 島倉　浩一郎 ｼﾏｸﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ ハミングバード- - DNF（第3区間)

336 古川　稔 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ 文化学園- - DNF（第3区間)

357 大野　毅 ｵｵﾉ ﾀｹｼ- - DNF（第3区間)

359 山口　健一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ- - DNF（第3区間)

362 岡田　祐也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 二子玉川商店街- - DNF（第3区間)

368 大澤　元成 ｵｵｻﾜ ﾓﾄﾅﾘ 峰ちゃんクラブ- - DNF（第3区間)

375 河江　将浩 ｶﾜｴ ﾏｻﾋﾛ- - DNF（第3区間)

395 中野　直人 ﾅｶﾉ ﾅｵﾄ HAPPY℃- - DNF（第3区間)

415 原田　隆一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ ワセダクラブ- - DNF（第3区間)

417 守屋　拓志 ﾓﾘﾔ ﾀｸｼ 稲毛ＩＴＣ- - DNF（第3区間)

418 斉藤　裕文 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 十日町消防署- - DNF（第3区間)

425 初崎　和敏 ﾊﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ ＭＲＣプレイメイツ- - DNF（第3区間)

426 松崎　哲也 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃﾂﾔ チームランマツ- - DNF（第3区間)

432 三浦　晃嗣 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ 第一歯科- - DNF（第3区間)

435 犬飼　知秀 ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾋﾃﾞ 北摂ＵＲＣ- - DNF（第3区間)

436 小川　直樹 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ 岳北消防本部- - DNF（第3区間)

441 西條　勇 ﾆｼｼﾞｮｳ ｲｻﾑ ウルトラ最終ランナーズ- - DNF（第3区間)
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447 加藤　荘十郎 ｶﾄｳ ｿｳｼﾞｭｳﾛｳ- - DNF（第3区間)

18 千田　誠 ﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ- - DNF（第2区間)

26 宮　慶一 ﾐﾔ ﾖｼｶｽﾞ Ａｉｍ・Ｍｏｏ・Ｒｕｎ- - DNF（第2区間)

47 石野　博文 ｲｼﾉ ﾋﾛﾌﾐ- - DNF（第2区間)

56 園田　陽一 ｿﾉﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ソノゴニアンズソロ- - DNF（第2区間)

67 小西　博和 ｺﾆｼ ﾋﾛｶｽﾞ 通電山岳走友会- - DNF（第2区間)

70 天野　文彦 ｱﾏﾉ ﾌﾐﾋｺ ＪＡＳＤＦ小牧- - DNF（第2区間)

85 清水　宏彦 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾋｺ- - DNF（第2区間)

90 渡辺　正良 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏｻﾖｼ 長野マラソンクラブ- - DNF（第2区間)

93 岩﨑　敏昭 ｲﾜｻｷ ﾄｼｱｷ 東京スポーツ新聞社- - DNF（第2区間)

94 吉田　貴洋 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ- - DNF（第2区間)

130 近江　浩二 ｵｳﾐ ｺｳｼﾞ- - DNF（第2区間)

143 峰　博之 ﾐﾈ ﾋﾛﾕｷ- - DNF（第2区間)

149 福井　一也 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾔ 通電山岳走友会- - DNF（第2区間)

154 池田　茂泰 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞﾔｽ Ex-REI JAPAN- - DNF（第2区間)

170 久保木　智 ｸﾎﾞｷ ｻﾄｼ 習志野消防- - DNF（第2区間)

183 渡辺　敏勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｶﾂ 上越走友会- - DNF（第2区間)

185 香川　直賢 ｶｶﾞﾜ ﾅｵﾖｼ ＭＩＦＲＣ- - DNF（第2区間)

204 南原　好和 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 日医ＪＣ，駒沢公園ＪＣ- - DNF（第2区間)

216 永留　進一 ﾅｶﾞﾄﾞﾒ ｼﾝｲﾁ ﾊﾔｶﾜRC- - DNF（第2区間)

221 荒川　貴行 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ 栃木県庁亀兎クラブ- - DNF（第2区間)

227 渡邊　亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ チーム乳酸ズ- - DNF（第2区間)

263 秋山　俊行 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 塩沢こしひかり- - DNF（第2区間)

312 阿部　健二 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ Mt.Rokko Hard Core- - DNF（第2区間)

318 長谷川　正近 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾁｶ 中津川ＵＭＣ- - DNF（第2区間)

319 佐々木　貴英 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ- - DNF（第2区間)

321 山西　亮平 ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ- - DNF（第2区間)

322 辻村　周三 ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｭｳｿﾞｳ- - DNF（第2区間)

343 村田　真一 ﾑﾗﾀｼﾝｲﾁ- - DNF（第2区間)

352 本田　哲也 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ- - DNF（第2区間)

356 松野　清司 ﾏﾂﾉ ｾｲｼﾞ 茅ヶ崎ＯＣＣ- - DNF（第2区間)

365 五十嵐　誠一 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｲﾁ- - DNF（第2区間)

383 鈴木　潤一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ SUNRIVER- - DNF（第2区間)

404 青柳　修司 ｱｵﾔｷﾞｼｭｳｼﾞ- - DNF（第2区間)

419 箱島　信行 ﾊｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ- - DNF（第2区間)

445 保井　明 ﾔｽｲ ｱｷﾗ 月- - DNF（第2区間)
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456 赤星　明彦 ｱｶﾎﾞｼｱｷﾋｺ- - DNF（第2区間)

459 中村　聡司 ﾅｶﾑﾗｻﾄｼ- - DNF（第2区間)

134 佐藤　英行 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ メガムサコ- - DNF（第1区間)

186 齊藤　洋平 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ Ex-REIJAPAN- - DNF（第1区間)

215 御立　英史 ﾐﾀﾁ ｴｲｼﾞ 横浜テニス研究所- - DNF（第1区間)

248 木村　雄太郎 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ アイキューブ- - DNF（第1区間)

250 酒井　久芳 ｻｶｲ ﾋｻﾖｼ 休暇村走友会- - DNF（第1区間)

266 宮下　雅登 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾄ- - DNF（第1区間)

302 山屋　光司 ﾔﾏﾔ ｺｳｼﾞ 原始人ＲＳ＋- - DNF（第1区間)

371 竹内　勝 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ- - DNF（第1区間)

452 高田　保則 ﾀｶﾀﾞﾔｽﾉﾘ- - DNF（第1区間)

12 岡安　類 ｵｶﾔｽ ﾙｲ アタフタ- - DNS

28 笹岡　誠 ｻｻｵｶ ﾏｺﾄ ゾウゾウ鼻- - DNS

33 土屋　文人 ﾂﾁﾔ ﾌﾐﾄ チームカイロス- - DNS

34 加藤　幹也 ｶﾄｳ ｶﾝﾔ- - DNS

45 小河原　弘文 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾌﾐ spinach- - DNS

92 備前　達矢 ﾋﾞｾﾞﾝ ﾀﾂﾔ- - DNS

98 井上　正樹 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ- - DNS

133 今井　俊晶 ｲﾏｲ ﾄｼｱｷ クーナーミー応援頼む！- - DNS

169 桑田　耕匠 ｸﾜﾀ ｺｳｿﾞｳ- - DNS

253 宮坂　学 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ- - DNS

278 八木　念朗 ﾔｷﾞ ﾄｼﾛｳ- - DNS

280 松本　聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ ﾗｯﾋﾟｰ- - DNS

294 渡邉　一彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ- - DNS

310 佐野　浩一 ｻﾉ ｺｳｲﾁ アストロ卿- - DNS

335 西山　和宏 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ- - DNS

402 佐藤　亮 ｻﾄｳ ｱｷﾗ- - DNS

407 荒井　光弘 ｱﾗｲ ﾐﾂﾋﾛ- - DNS

416 佐々木　秀之 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ- - DNS

444 久保田　秀勝 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｶﾂ- - DNS
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