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会　　　場：
主　　　催：大町アルプスマラソン実行委員会
共　　　催：信濃毎日新聞社
主　　　管：大北陸上競技協会
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鳥屋秀幸

■グラウンドコンディション

大町市運動公園陸上競技場付属長距離走路（競技場コード 177150）

9411:00 雨 無し 0 13.0 94 14:00 雨 南東 0.2 12.5
9410:00 雨 無し 0 13.0 88 13:00 雨 無し 0 12.5
949:00 曇 無し 0.2 13.0 88 12:00 曇 南東 0.2 12.5
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フルマラソン一般男子 1 115 余村　直彦 ﾖﾑﾗ ﾅｵﾋｺ 大阪府 2:30:10 大阪走友会
フルマラソン一般男子 2 124 田畑　幸司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市 2:35:19 岡谷市役所です。
フルマラソン一般男子 3 119 赤川　竜一 ｱｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 2:37:29 日高陸協
フルマラソン一般男子 4 885 白木　学 ｼﾗｷ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 2:37:41
フルマラソン一般男子 5 134 鈴木　聖夫 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 愛知県 2:37:48
フルマラソン一般男子 6 121 柴田　康彦 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 大阪府 2:42:46 大阪走友会
フルマラソン一般男子 7 152 田畑　宏道 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ 長野市 2:49:57
フルマラソン一般男子 8 104 中野　学 ﾅｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:53:01 北翔水産
フルマラソン一般男子 9 166 蔭地　和成 ｵﾝﾁﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 2:54:38 菊里クラブ
フルマラソン一般男子 10 1277 山岸　義忠 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 千曲市 2:56:06
フルマラソン一般男子 11 1275 寺嶋　誠二 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:56:40 協豊製作所
フルマラソン一般男子 12 1257 田中　広宣 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 岐阜県 2:56:45 丹生川走ろう会
フルマラソン一般男子 13 148 原田　甲一 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 2:58:44 東京陸協
フルマラソン一般男子 14 113 菊地　章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ 山梨県 2:59:31 飯能連合
フルマラソン一般男子 15 1087 鈴木　晴哉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 静岡県 2:59:32 団教
フルマラソン一般男子 16 105 長澤　宜明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 群馬県 2:59:57 チームぞうがめ
フルマラソン一般男子 17 1010 小林　勇貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 神奈川県 3:01:20
フルマラソン一般男子 18 101 細川　寛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 徳島県 3:01:50 徳島市陸協
フルマラソン一般男子 19 803 青木　史典 ｱｵｷ ﾌﾐﾉﾘ 安曇野市 3:03:20 ★カロナンＢＰ★
フルマラソン一般男子 20 1000 寺川　和治 ﾃﾗｶﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 愛知県 3:04:21
フルマラソン一般男子 21 1347 中澤　勇 ﾅｶｻﾞﾜ ｲｻﾑ 長野市 3:05:13
フルマラソン一般男子 22 150 加藤　康男 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 兵庫県 3:06:24 名港ランニングクラブ
フルマラソン一般男子 23 157 岡田　雅之 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:07:12 ＳＷＡＣ
フルマラソン一般男子 24 141 内須川　忠司 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 佐久市 3:07:24 ●ミマキ電子部品
フルマラソン一般男子 25 117 本多　雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 3:07:29 チームみしま
フルマラソン一般男子 26 102 山口　正史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 富山県 3:07:53 ありそｒｃ
フルマラソン一般男子 27 170 上村　亮 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ 神奈川県 3:08:07 エコフレンドリ
フルマラソン一般男子 28 968 樰沢　良太 ﾀﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ 中野市 3:08:35 恋愛同盟
フルマラソン一般男子 29 125 村瀬　賢大 ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ 三重県 3:08:39 三重県庁ＡＣ
フルマラソン一般男子 30 106 倉内　修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 長野市 3:08:48 赤ヘル軍団
フルマラソン一般男子 31 1211 中嶋　敏弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 石川県 3:08:58 ジュピターＲＣ
フルマラソン一般男子 32 110 物井　隆 ﾓﾉｲ ﾀｶｼ 宮城県 3:09:28 ダイチ
フルマラソン一般男子 33 981 福岡　和幸 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 伊那市 3:09:41
フルマラソン一般男子 34 839 尾美　直樹 ｵﾐ ﾅｵｷ 上田市 3:10:04 百華倶楽部
フルマラソン一般男子 35 132 田村　健太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:11:00 大久保歯車工業
フルマラソン一般男子 36 164 倉石　茂 ｸﾗｲｼ ｼｹﾞﾙ 長野市 3:11:27
フルマラソン一般男子 37 138 西村　丈治 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 神奈川県 3:11:38 Ｍ＠平塚
フルマラソン一般男子 38 123 中島　拓磨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 長野市 3:12:03 きたながのＲＣ
フルマラソン一般男子 39 118 寺山　透 ﾃﾗﾔﾏ ﾄｵﾙ 東京都 3:13:09
フルマラソン一般男子 40 1187 宮坂　雄大 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ 岡谷市 3:13:36
フルマラソン一般男子 41 1281 杉山　寛 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 3:13:37
フルマラソン一般男子 42 130 山本　守 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ 東京都 3:13:41 陽大・愛子の父
フルマラソン一般男子 43 1278 神津　誠 ｺｳﾂﾞ ﾏｺﾄ 小諸市 3:13:48 株コミヤマ
フルマラソン一般男子 44 1103 鈴木　努 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 茅野市 3:13:54
フルマラソン一般男子 45 1349 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 下諏訪町 3:13:57
フルマラソン一般男子 46 894 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:14:29 守谷ＲＣ
フルマラソン一般男子 47 1328 川崎　博 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 長野市 3:14:52
フルマラソン一般男子 48 855 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 千葉県 3:15:00
フルマラソン一般男子 49 155 三上　正智 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄﾓ 千葉県 3:15:21 旭ＲＣ
フルマラソン一般男子 50 853 花岡　良信 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野市 3:15:29
フルマラソン一般男子 51 146 小島　崇弘 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:15:40 Ｈ．Ｔ．八王子
フルマラソン一般男子 52 1022 成井　克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 神奈川県 3:15:53 大久保歯車
フルマラソン一般男子 53 167 伊藤　光弘 ｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県 3:15:58
フルマラソン一般男子 54 1255 鴨井　雪紀 ｶﾓｲ ﾕｷﾉﾘ 長野市 3:17:33 かも作
フルマラソン一般男子 55 1132 平澤　雄輔 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 松本市 3:17:35 Ｔｅａｍ－Ｅ
フルマラソン一般男子 56 108 津村　国義 ﾂﾑﾗ ｸﾆﾖｼ 滋賀県 3:17:49 チームサンタ
フルマラソン一般男子 57 139 長谷川　哲 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都 3:17:50
フルマラソン一般男子 58 1295 中本　裕之 ﾅｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 3:17:53
フルマラソン一般男子 59 1215 河原　稔 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾉﾙ 富山県 3:18:14 エアーズ
フルマラソン一般男子 60 142 能登　陽介 ﾉﾄ ﾖｳｽｹ 富山県 3:18:29 ハナビシＲＣ
フルマラソン一般男子 61 1100 富取　正行 ﾄﾐﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 愛知県 3:19:09
フルマラソン一般男子 62 154 島田　智明 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 大阪府 3:19:25 河内長野市
フルマラソン一般男子 63 1032 東海林　和幸 ﾄｳｶｲﾘﾝ ｶｽﾞﾕｷ 大町市 3:19:58 北安ＴＲＣ
フルマラソン一般男子 64 1065 田中　泰斗 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ 岐阜県 3:20:09 工技研ＲＣ
フルマラソン一般男子 65 976 山城　健 ﾔﾏｼﾛ ﾀｹｼ 坂城町 3:20:22 長野県警察
フルマラソン一般男子 66 879 稲川　和博 ｲﾅｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 3:20:50 イナリワン
フルマラソン一般男子 67 1011 平生　順二 ﾋﾗｵ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県 3:20:51 ＪＺＸ１００
フルマラソン一般男子 68 158 塩野　浩生 ｼｵﾉ ﾋﾛｵ 東京都 3:21:16
フルマラソン一般男子 69 826 伊藤　茂則 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 三重県 3:21:30 中電三重水
フルマラソン一般男子 70 156 志村　智也 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 山梨県 3:21:39 山梨鉄人会
フルマラソン一般男子 71 989 原　洋行 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 諏訪市 3:22:08
フルマラソン一般男子 72 162 平田　寛 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｼ 東京都 3:22:31 大林組
フルマラソン一般男子 73 907 平　良夫 ﾀｲﾗ ﾖｼｵ 富山県 3:22:40 ハナビシＲＣ
フルマラソン一般男子 74 802 後藤　英文 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 長野市 3:23:01 日本無線水泳部
フルマラソン一般男子 75 961 吉野　誠 ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ 群馬県 3:23:04 チームぞうがめ



種目名 順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名カナ 県名
フィニッシュ

タイム
所属クラブ名

フルマラソン一般男子 76 969 松澤　秀徳 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大町市 3:23:08 白馬花舎ＡＣ
フルマラソン一般男子 77 1054 小林　快州 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｸﾆ 長野市 3:24:03 きたながのＲＣ
フルマラソン一般男子 78 1113 松原　真治 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 富山県 3:24:32
フルマラソン一般男子 79 935 荒川　知春 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾊﾙ 福岡県 3:24:48
フルマラソン一般男子 80 1061 太田　雅之 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 愛知県 3:24:49
フルマラソン一般男子 81 1062 浅野　貴生 ｱｻﾉ ﾀｶｷ 愛知県 3:25:09
フルマラソン一般男子 82 913 成沢　修 ﾅﾙｻﾜ ｵｻﾑ 大町市 3:26:33 ＲＴ遠見
フルマラソン一般男子 83 114 沖野　啓二 ｵｷﾉ ｹｲｼﾞ 静岡県 3:26:43
フルマラソン一般男子 84 1148 安藤　健司 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:26:47
フルマラソン一般男子 85 871 石井　征行 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:26:54
フルマラソン一般男子 86 151 野村　正人 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 群馬県 3:26:59 大町ダム大好き
フルマラソン一般男子 87 1346 小林　仁志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 長野市 3:27:22 ■■■城山小■■■
フルマラソン一般男子 88 1248 征矢　晃和 ｿﾔ ｱｷｶｽﾞ 阿智村 3:27:34 木曽屋商店
フルマラソン一般男子 89 845 一宮　光史 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｼ 大阪府 3:27:36 ＮＥＯクラフト
フルマラソン一般男子 90 1308 秋山　忍 ｱｷﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 岐阜県 3:27:37 エフテックス
フルマラソン一般男子 91 153 疋島　大彰 ﾋｷｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:27:39 みやこどりＡＣ
フルマラソン一般男子 92 1121 櫛引　敬嗣 ｸｼﾋﾞｷ ﾀｶｼ 京都府 3:27:40
フルマラソン一般男子 93 1190 藤田　尚也 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾔ 岡山県 3:27:43
フルマラソン一般男子 94 805 嶋倉　健雄 ｼﾏｸﾗ ﾀｹｵ 伊那市 3:27:47 タカノ株式会社
フルマラソン一般男子 95 977 田原　俊介 ﾀﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 3:27:48
フルマラソン一般男子 96 169 下嶋　昭美 ｼﾓｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 下條村 3:27:57 下嶋モーター
フルマラソン一般男子 97 1079 木下　勝 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾙ 東京都 3:28:03
フルマラソン一般男子 98 811 平山　昭宏 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 長野市 3:28:08 きたながのＲＣ
フルマラソン一般男子 99 917 角田　淳 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 3:28:08
フルマラソン一般男子 100 957 藤中　智徳 ﾌｼﾞﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 3:28:39 ＤＥＮＳＯ
フルマラソン一般男子 101 1325 西戸　一孝 ﾆｼﾄﾞ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜県 3:29:03
フルマラソン一般男子 102 103 小高　晃雅 ｵﾀﾞｶ ｱｷﾏｻ 千葉県 3:29:37 ＳＷＡＣ
フルマラソン一般男子 103 120 及川　哲 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ 神奈川県 3:29:41 ＣＲ２東日本
フルマラソン一般男子 104 911 近藤　孝政 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 愛知県 3:29:42 中馬塾
フルマラソン一般男子 105 1181 関　貴弘 ｾｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:29:45 ＪＧＣＹ
フルマラソン一般男子 106 942 早坂　大紀 ﾊﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 上田市 3:29:50 信州上小森林組合
フルマラソン一般男子 107 840 利根川　仁 ﾄﾈｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 東京都 3:30:16
フルマラソン一般男子 108 144 久野　剛史 ｸﾉ ﾀｹｼ 東京都 3:30:54
フルマラソン一般男子 109 830 秋山　貴之 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 3:30:58 北方十字路団
フルマラソン一般男子 110 915 佐藤　拓真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野市 3:31:10 信州大学
フルマラソン一般男子 111 1327 北村　祐一 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 岡谷市 3:31:18
フルマラソン一般男子 112 163 菊園　康史 ｷｸｿﾞﾉ ﾔｽﾌﾐ 富山県 3:31:28
フルマラソン一般男子 113 1302 喰田　弘興 ｼｮｸﾀ ﾋﾛｵｷ 松本市 3:31:29
フルマラソン一般男子 114 116 内山　健治 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 静岡県 3:31:32
フルマラソン一般男子 115 1329 久保田　善元 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾕｷ 松本市 3:31:48
フルマラソン一般男子 116 1233 河野　淳二 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 長野市 3:32:41
フルマラソン一般男子 117 1174 鈴木　隆司 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 静岡県 3:32:55
フルマラソン一般男子 118 145 遠藤　好裕 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:33:09 ＡＲＣ
フルマラソン一般男子 119 1104 佐々　大輔 ｻｻ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山県 3:33:25
フルマラソン一般男子 120 1050 小林　仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 小布施町 3:33:42 ＨＫＴ５５
フルマラソン一般男子 121 806 和田　忍 ﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 小諸市 3:33:43
フルマラソン一般男子 122 1242 山西　弘樹 ﾔﾏﾆｼ ﾋﾛｷ 石川県 3:34:05 ＦＲＩ
フルマラソン一般男子 123 1112 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 安曇野市 3:34:43 まじゅん会
フルマラソン一般男子 124 1173 勝矢　直樹 ｶﾂﾔ ﾅｵｷ 東京都 3:34:47 プルデンシャル
フルマラソン一般男子 125 1114 花輪　一彦 ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 3:35:45 ＴＭＰ
フルマラソン一般男子 126 1270 土居　建一 ﾄﾞｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:36:12
フルマラソン一般男子 127 1152 竹内　孝史 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 大阪府 3:36:14 テクノスタッフ
フルマラソン一般男子 128 896 望月　宏明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｱｷ 安曇野市 3:36:26
フルマラソン一般男子 129 109 兀下　敏幸 ﾊｹﾞｼﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 3:36:38 牛久走友会
フルマラソン一般男子 130 1291 久米　博幸 ｸﾒ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 3:37:51
フルマラソン一般男子 131 801 長野　宏昭 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 長野市 3:38:20 長野陸走
フルマラソン一般男子 132 1285 樋口　訓 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 中野市 3:38:32 妙高杉ノ原スキー場
フルマラソン一般男子 133 1214 長谷川　直輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 埼玉県 3:38:46
フルマラソン一般男子 134 934 佐藤　英雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 東京都 3:38:53
フルマラソン一般男子 135 1267 小林　祐貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 上田市 3:39:17
フルマラソン一般男子 136 133 本多　信広 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 安曇野市 3:39:30 安曇野陸協
フルマラソン一般男子 137 1028 駒田　正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 大町市 3:39:39 ＸＥＢＩＯ松本
フルマラソン一般男子 138 813 田中　義人 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 長野市 3:40:07 県庁高嶺倶楽部走友会
フルマラソン一般男子 139 1122 古家　義之 ﾌﾙﾔ ﾖｼﾕｷ 千葉県 3:40:14
フルマラソン一般男子 140 127 佐々木　章 ｻｻｷ ｱｷﾗ 神奈川県 3:40:46 ザスペース
フルマラソン一般男子 141 988 北山　洋 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 長野市 3:41:04
フルマラソン一般男子 142 1130 山口　嘉久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 長野市 3:41:23
フルマラソン一般男子 143 996 山田　勇一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県 3:41:27 黒田精工ＡＣ
フルマラソン一般男子 144 846 後藤　拓巳 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 箕輪町 3:41:41 ＨＯＹＡ
フルマラソン一般男子 145 857 田口　光孝 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾘ 松本市 3:41:47
フルマラソン一般男子 146 1074 内村　圭吾 ｳﾁﾑﾗ ｹｲｺﾞ 長野市 3:42:12 日本無線
フルマラソン一般男子 147 1117 北村　弘樹 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 石川県 3:42:19
フルマラソン一般男子 148 1137 久保　善衛 ｸﾎﾞ ﾖｼｴ 群馬県 3:42:38 甘楽ベイスターズ
フルマラソン一般男子 149 1172 水間　壮彦 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹﾋｺ 愛知県 3:43:23
フルマラソン一般男子 150 1322 真壁　裕幸 ﾏｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:43:32
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フルマラソン一般男子 151 860 沢崎　立雄 ｻﾜｻｷ ﾀﾂｵ 富士見町 3:43:45
フルマラソン一般男子 152 1247 山口　靖広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 3:43:53 チームサムライ
フルマラソン一般男子 153 112 大塚　宗廣 ｵｵﾂｶ ﾑﾈﾋﾛ 埼玉県 3:44:06
フルマラソン一般男子 154 854 金井　慎也 ｶﾅｲ ｼﾝﾔ 上田市 3:44:25 医療法人　二階堂医院
フルマラソン一般男子 155 923 大石　圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 東京都 3:44:36
フルマラソン一般男子 156 1107 川島　隆弘 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:44:45
フルマラソン一般男子 157 1271 玉井　康善 ﾀﾏｲ ﾔｽﾖｼ 長野市 3:44:48 ■玉井建設■
フルマラソン一般男子 158 1231 尾谷　紀明 ｵﾀﾆ ﾄｼｱｷ 愛知県 3:44:52
フルマラソン一般男子 159 1049 越智　徹 ｵﾁ ﾄｵﾙ 愛知県 3:44:59
フルマラソン一般男子 160 1276 本間　一郎 ﾎﾝﾏ ｲﾁﾛｳ 千葉県 3:45:06
フルマラソン一般男子 161 161 宮内　泰之 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾕｷ 東京都 3:45:16 恵泉女学園大学
フルマラソン一般男子 162 1004 相田　通武 ｿｳﾀﾞ ﾐﾁﾀｹ 東京都 3:45:28 夢宙ＡＣ
フルマラソン一般男子 163 1075 米沢　考司 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶｼ 中野市 3:45:33 ＮＩＴＳＵＫＯ
フルマラソン一般男子 164 947 田村　峻介 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 3:46:06
フルマラソン一般男子 165 1017 川島　泰之 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 3:46:30 ぷぅ
フルマラソン一般男子 166 140 伊藤　広明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県 3:47:13 エンジン技術部
フルマラソン一般男子 167 1076 荻野　統一郎 ｵｷﾞﾉ ﾄｳｲﾁﾛｳ 小諸市 3:47:17
フルマラソン一般男子 168 1258 野口　幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 和歌山県 3:47:33 空・月・星・虹
フルマラソン一般男子 169 914 工藤　克司 ｸﾄﾞｳ ｶﾂｼﾞ 千葉県 3:47:37 アクシネットジャパン
フルマラソン一般男子 170 1183 近藤　翼 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 栃木県 3:47:44
フルマラソン一般男子 171 1331 前橋　靖哲 ﾏｴﾊﾞｼ ﾔｽﾉﾘ 東京都 3:48:13
フルマラソン一般男子 172 1157 竜　彰 ﾘｭｳ ｱｷﾗ 千葉県 3:48:23
フルマラソン一般男子 173 1150 本田　光弘 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 3:48:23 テクノスタッフ
フルマラソン一般男子 174 1064 ＴＯＳＨＩＯ　ＳＵＺＵﾄｼｵ ｽｽﾞｷ 愛知県 3:48:56 パピヨン
フルマラソン一般男子 175 820 小山　雅也 ｺﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ 大町市 3:50:02
フルマラソン一般男子 176 1296 工藤　浩正 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 埼玉県 3:50:17
フルマラソン一般男子 177 1301 川上　文広 ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾋﾛ 上田市 3:50:18 ＥＦＦＥＣＴ
フルマラソン一般男子 178 1082 佐藤　孝幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 長野市 3:50:21
フルマラソン一般男子 179 1002 平野　寛幸 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 3:50:32
フルマラソン一般男子 180 1342 長谷部　壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 3:50:43
フルマラソン一般男子 181 814 小久保　誠 ｺｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 東京都 3:50:45
フルマラソン一般男子 182 856 宗澤　健一 ﾑﾈｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 御代田町 3:50:50
フルマラソン一般男子 183 807 岩月　直之 ｲﾜﾂｷ ﾅｵﾕｷ 佐久市 3:51:18 （有）荒船開発
フルマラソン一般男子 184 1334 中村　礼二 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 塩尻市 3:51:27
フルマラソン一般男子 185 812 横澤　恒雄 ﾖｺｻﾜ ﾂﾈｵ 安曇野市 3:51:28
フルマラソン一般男子 186 1091 鈴木　大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 長野市 3:51:42 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 187 1108 柴崎　尋国 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾋﾛｸﾆ 上田市 3:53:21 青木固研究所
フルマラソン一般男子 188 875 福澤　洋 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 安曇野市 3:53:36
フルマラソン一般男子 189 1344 嶋本　耕三 ｼﾏﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 長野市 3:53:46
フルマラソン一般男子 190 819 原田　知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 静岡県 3:53:49
フルマラソン一般男子 191 165 竹本　和彦 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 3:53:59
フルマラソン一般男子 192 904 安田　悟 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 石川県 3:54:05 福島印刷ＲＣ
フルマラソン一般男子 193 825 丸山　和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 下諏訪町 3:54:52 チーム・リセット
フルマラソン一般男子 194 1118 田島　壮太 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀ 石川県 3:55:03
フルマラソン一般男子 195 1188 今井　滋人 ｲﾏｲ ｼｹﾞﾄ 神奈川県 3:55:10
フルマラソン一般男子 196 135 平野　康洋 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 3:55:17 エンジン技術部
フルマラソン一般男子 197 822 大井　友浩 ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 3:55:35 花の銀杏園
フルマラソン一般男子 198 922 宮下　達也 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾂﾔ 東御市 3:55:51 ●ＴＭ●
フルマラソン一般男子 199 804 宇井　知樹 ｳｲ ﾄﾓｷ 大町市 3:55:54
フルマラソン一般男子 200 1070 谷澤　憲治 ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:56:10
フルマラソン一般男子 201 1318 葉山　耕太郎 ﾊﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府 3:56:23 惑星ベジータ
フルマラソン一般男子 202 1245 金田　壮弘 ｶﾅﾀ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 3:56:24 紀陽銀行
フルマラソン一般男子 203 831 半澤　秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 3:56:26
フルマラソン一般男子 204 1125 澤田　康寿 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾄｼ 静岡県 3:56:38
フルマラソン一般男子 205 1282 河田　雄介 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 安曇野市 3:56:42
フルマラソン一般男子 206 1216 塚本　晃 ﾂｶﾓﾄ ｺｳ 東京都 3:56:58 ＴＯＤＯ
フルマラソン一般男子 207 1298 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 長野市 3:57:08
フルマラソン一般男子 208 870 渡辺　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 信濃町 3:57:48 幸太郎・光軍団
フルマラソン一般男子 209 995 松原　靖則 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾘ 大阪府 3:58:22
フルマラソン一般男子 210 1161 岩谷　脩平 ｲﾜﾔ ｼｭｳﾍｲ 東京都 3:58:34 ＨＲＴ
フルマラソン一般男子 211 1343 田尻　秀一 ﾀｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野市 3:58:38 信州トレマン
フルマラソン一般男子 212 1069 高橋　賢一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 千葉県 3:58:40
フルマラソン一般男子 213 1129 水野　浩志 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾞ 愛知県 3:58:57
フルマラソン一般男子 214 1039 國永　孟 ｸﾆﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 松本市 3:59:24
フルマラソン一般男子 215 962 中山　元 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 3:59:44
フルマラソン一般男子 216 938 柴田　洋平 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 東京都 3:59:47 （株）東京錠前製作所
フルマラソン一般男子 217 959 加藤　一典 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟県 3:59:55 チーム西中
フルマラソン一般男子 218 1068 藤樌　和也 ﾌｼﾞﾇｷ ｶｽﾞﾔ 上田市 4:00:28
フルマラソン一般男子 219 876 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 長野市 4:01:21 ●●高木建設●●
フルマラソン一般男子 220 862 加藤　春彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 愛知県 4:02:29 ＴＥＡＭ最高美
フルマラソン一般男子 221 1178 三村　英吾 ﾐﾑﾗ ｴｲｺﾞ 塩尻市 4:03:48
フルマラソン一般男子 222 974 田中　将也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長野市 4:03:50
フルマラソン一般男子 223 1297 宮澤　賢一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 原村 4:03:59 ９５イーズ
フルマラソン一般男子 224 1317 山口　壱之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 4:04:05
フルマラソン一般男子 225 1321 松本　大 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲ 長野市 4:04:13
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フルマラソン一般男子 226 1340 長田　知明 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓｱｷ 茅野市 4:04:37
フルマラソン一般男子 227 838 山崎　優太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 石川県 4:05:18 アディダス
フルマラソン一般男子 228 883 小野　正幸 ｵﾉ ﾏｻﾕｷ 愛知県 4:06:03
フルマラソン一般男子 229 848 片岡　和久 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 4:06:11
フルマラソン一般男子 230 872 宮下　佳和 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｶｽﾞ 松川町 4:06:12
フルマラソン一般男子 231 1167 高橋　寿明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 長野市 4:06:18
フルマラソン一般男子 232 1033 風間　猛 ｶｻﾞﾏ ﾀｹｼ 大阪府 4:06:31 買取コム
フルマラソン一般男子 233 869 中山　康司 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:07:37
フルマラソン一般男子 234 1042 本郷　有克 ﾎﾝｺﾞｳ ﾄﾓｶﾂ 千葉県 4:07:52
フルマラソン一般男子 235 1209 矢島　隆弘 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 松本市 4:08:32
フルマラソン一般男子 236 1312 丸山　悦男 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾂｵ 塩尻市 4:08:42
フルマラソン一般男子 237 895 外山　弘幸 ﾄﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 4:08:46
フルマラソン一般男子 238 1078 後藤　豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 安曇野市 4:08:57 チームＡ－ＦＭ
フルマラソン一般男子 239 973 竹内　直人 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 松本市 4:09:14
フルマラソン一般男子 240 937 両角　太 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌﾄｼ 下諏訪町 4:09:14 永明中学校
フルマラソン一般男子 241 1021 石川　高行 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 千葉県 4:09:15 こばか隊
フルマラソン一般男子 242 1166 阿部　秀徳 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県 4:09:45
フルマラソン一般男子 243 921 吉川　知明 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 白馬村 4:10:06 グリーングラス
フルマラソン一般男子 244 1088 堀部　真広 ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 4:10:06 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 245 909 清水　貴之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 群馬県 4:10:30
フルマラソン一般男子 246 939 川上　祥平 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 岐阜県 4:10:31 アルプス薬品
フルマラソン一般男子 247 986 宮嶋　弘樹 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 松本市 4:11:10 楽都・まつもとＰＴ
フルマラソン一般男子 248 1314 太田　貴史 ｵｵﾀ ﾀｶﾌﾐ 池田町 4:12:09 松ＣＣ
フルマラソン一般男子 249 1319 下平　義二 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼｼﾞ 愛知県 4:12:20
フルマラソン一般男子 250 1170 小島　昌光 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾐﾂ 東京都 4:13:09
フルマラソン一般男子 251 1106 杉村　利和 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 4:14:52
フルマラソン一般男子 252 1072 末田　智也 ｽｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉県 4:15:35
フルマラソン一般男子 253 1038 石橋　祐司 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 千葉県 4:15:41
フルマラソン一般男子 254 1115 佐藤　玄 ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 石川県 4:16:05 金沢大学
フルマラソン一般男子 255 1177 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 東京都 4:16:12
フルマラソン一般男子 256 1036 梅澤　達也 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 新潟県 4:16:31
フルマラソン一般男子 257 1290 陸川　雄太 ﾘｸｶﾜ ﾕｳﾀ 長野市 4:16:44 信州大学
フルマラソン一般男子 258 1324 山本　勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ 石川県 4:16:52 自営業
フルマラソン一般男子 259 1096 青木　大聖 ｱｵｷ ﾀｲｾｲ 長野市 4:17:12 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 260 905 吉岡　美治 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾊﾙ 石川県 4:17:18 福島印刷ＲＣ
フルマラソン一般男子 261 1020 折谷　一友 ｵﾘﾀﾆ ｶｽﾞﾄﾓ 富山県 4:17:22 ゲッコー
フルマラソン一般男子 262 1123 上村　英仁 ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ 愛知県 4:18:09
フルマラソン一般男子 263 1250 小玉　淳一 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:18:10
フルマラソン一般男子 264 1034 松田　勉 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 4:18:10 ザ・スペースＲＣ
フルマラソン一般男子 265 1203 高橋　和法 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 4:18:16
フルマラソン一般男子 266 1232 高木　裕規 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 愛知県 4:18:22
フルマラソン一般男子 267 954 依田　太一 ﾖﾀﾞ ﾀｲﾁ 佐久市 4:18:37 風越ＲＣ
フルマラソン一般男子 268 994 向井　雄一 ﾑｶｲ ﾕｳｲﾁ 松本市 4:19:08
フルマラソン一般男子 269 955 油井　克実 ﾕｲ ｶﾂﾐ 佐久穂町 4:19:30 ＲＣ佐久穂
フルマラソン一般男子 270 1226 柴田　剛史 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 大阪府 4:19:54
フルマラソン一般男子 271 902 高橋　哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 埼玉県 4:19:58
フルマラソン一般男子 272 1176 田村　和彦 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 4:20:08 Ｒ＆Ｄ爽走
フルマラソン一般男子 273 1185 高坂　凌 ｺｳｻｶ ﾘｮｳ 山梨県 4:20:23 都留文科大学
フルマラソン一般男子 274 1046 本藤　広幸 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 4:21:33
フルマラソン一般男子 275 833 滝澤　直之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 長野市 4:21:59
フルマラソン一般男子 276 1135 富岡　洋一 ﾄﾐｵｶ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 4:22:16
フルマラソン一般男子 277 137 磯村　英克 ｲｿﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ 愛知県 4:22:30 エンジン技術部
フルマラソン一般男子 278 933 雨宮　秀寿 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾋｻ 愛知県 4:22:33
フルマラソン一般男子 279 927 吉野　琢人 ﾖｼﾉ ﾀｸﾄ 愛知県 4:22:59 藤田保健衛生大学病院
フルマラソン一般男子 280 928 中川　順之助 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 愛知県 4:22:59
フルマラソン一般男子 281 1031 木下　正光 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾐﾂ 静岡県 4:23:00
フルマラソン一般男子 282 1051 竹田　久 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ 山ﾉ内町 4:23:02 炎のランナーズ
フルマラソン一般男子 283 1024 鷹野　拓弥 ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 東京都 4:23:23
フルマラソン一般男子 284 982 山田　基幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 長野市 4:23:34
フルマラソン一般男子 285 940 高見澤　敏 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 4:23:37
フルマラソン一般男子 286 1246 松原　コウ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳ 大町市 4:24:02 白馬ＲＣ
フルマラソン一般男子 287 1056 工藤　大介 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 4:24:03 サブ４　必ずやります
フルマラソン一般男子 288 1151 石井　宏幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 4:24:08 テクノスタッフ
フルマラソン一般男子 289 823 山本　雄彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋｺ 小川村 4:24:16
フルマラソン一般男子 290 1205 川端　政之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 4:24:43
フルマラソン一般男子 291 972 須賀　浩 ｽｶ ﾋﾛｼ 群馬県 4:24:59
フルマラソン一般男子 292 1238 太田　遼平 ｵｵﾀ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 4:25:24
フルマラソン一般男子 293 1339 片岡　邦栄 ｶﾀｵｶ ｸﾆﾋﾃﾞ 長野市 4:25:37 青木島
フルマラソン一般男子 294 993 市川　雅裕 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 筑北村 4:26:27
フルマラソン一般男子 295 1029 土屋　靖治 ﾂﾁﾔ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 4:26:29 ニチイ優走会
フルマラソン一般男子 296 899 矢島　達也 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 長野市 4:26:31
フルマラソン一般男子 297 1260 ミズコシ　リュウスﾐｽﾞｺｼ ﾘｭｳｽｹ 埼玉県 4:26:37
フルマラソン一般男子 298 843 牧　泰 ﾏｷ ﾕﾀｶ 長野市 4:26:45
フルマラソン一般男子 299 841 大澤　智 ｵｵｻﾜ ｻﾄｼ 松本市 4:27:30 ＫＴＣ中央学院（株）
フルマラソン一般男子 300 1350 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 千曲市 4:27:49
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フルマラソン一般男子 301 1292 宗近　栄治 ﾑﾈﾁｶ ｴｲｼﾞ 愛知県 4:27:56 旭サナック
フルマラソン一般男子 302 1023 太田　慶 ｵｵﾀ ｹｲ 熊本県 4:28:12
フルマラソン一般男子 303 1147 羽賀　治 ﾊｶﾞ ｵｻﾑ 愛知県 4:28:44
フルマラソン一般男子 304 829 向後　正樹 ｺｳｺﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 4:29:01 ＴＨＥ・ＳＰＡＣＥ
フルマラソン一般男子 305 834 木村　秀樹 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京都 4:29:03
フルマラソン一般男子 306 1208 辻井　喜勝 ﾂｼﾞｲ ﾖｼｶﾂ 京都府 4:29:09
フルマラソン一般男子 307 1194 水野　達生 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂｵ 大阪府 4:29:10
フルマラソン一般男子 308 816 室井　勇人 ﾑﾛｲ ﾊﾔﾄ 富山県 4:30:02
フルマラソン一般男子 309 1293 中原　勉 ﾅｶﾊﾗ ﾂﾄﾑ 松本市 4:30:06
フルマラソン一般男子 310 1085 少路　拓洋 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾋﾛ 石川県 4:30:10 金沢大学
フルマラソン一般男子 311 1337 金井　悠太 ｶﾅｲ ﾕｳﾀ 大町市 4:31:29
フルマラソン一般男子 312 1229 小平　美一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼｶｽﾞ 南箕輪村 4:31:54 侍ＡＣ
フルマラソン一般男子 313 1111 大日方　厚 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾂｼ 長野市 4:32:30 ａｔｔｒａｃｔ
フルマラソン一般男子 314 958 安江　彬 ﾔｽｴ ｱｷﾗ 大町市 4:32:56 北陽建設
フルマラソン一般男子 315 1348 矢口　治真 ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙﾅｵ 池田町 4:33:50 ＲｕｎＳｏｕ１
フルマラソン一般男子 316 878 竹内　祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野市 4:33:53
フルマラソン一般男子 317 1261 畠山　明浩 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 兵庫県 4:34:03 チームサムライ
フルマラソン一般男子 318 1045 小島　拓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 松本市 4:34:07
フルマラソン一般男子 319 1066 須藤　良文 ｽﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 高知県 4:34:17 四万十町森林組合
フルマラソン一般男子 320 1313 栗林　忠昭 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｱｷ 松本市 4:34:27 富士電機
フルマラソン一般男子 321 824 宮澤　博文 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 池田町 4:34:46 アンフィニ信越
フルマラソン一般男子 322 1224 渡会　快朗 ﾜﾀﾗｲ ﾖｼﾛｳ 東京都 4:35:23
フルマラソン一般男子 323 916 廣田　和貴 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾀｶ 岐阜県 4:36:40
フルマラソン一般男子 324 1095 瀧澤　幸大 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 宮城県 4:37:01 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 325 987 田村　真二 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久市 4:37:03
フルマラソン一般男子 326 861 横田　知之 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 4:37:16 染谷犬
フルマラソン一般男子 327 1286 中村　崇寛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 白馬村 4:37:30
フルマラソン一般男子 328 890 岩中　健二 ｲﾜﾅｶ ｹﾝｼﾞ 愛知県 4:37:32 誠防水
フルマラソン一般男子 329 1266 澤守　慶輔 ｻﾜﾓﾘ ｹｲｽｹ 石川県 4:37:58
フルマラソン一般男子 330 1263 狩谷　哲芳 ｶﾘﾔ ﾃﾂﾖｼ 愛知県 4:38:18
フルマラソン一般男子 331 1351 錦野　峰和 ﾆｼｷﾉ ﾐﾈｶｽﾞ 岐阜県 4:38:20 にゅうかわＲＣ
フルマラソン一般男子 332 1243 後藤　哲也 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ 兵庫県 4:38:56
フルマラソン一般男子 333 1212 小林　拓治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 上田市 4:39:20 長野マラソンＣ
フルマラソン一般男子 334 912 塩入　孝一 ｼｵｲﾘ ｺｳｲﾁ 千曲市 4:39:32 市川軍団
フルマラソン一般男子 335 1259 粂原　有貴 ｸﾒﾊﾗ ﾕｳｷ 埼玉県 4:39:42
フルマラソン一般男子 336 1160 中地　真太郎 ﾅｶﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 石川県 4:39:47
フルマラソン一般男子 337 1142 佐藤　識明 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ 岐阜県 4:40:20
フルマラソン一般男子 338 1217 大吉　功一 ｵｵﾖｼ ｺｳｲﾁ 静岡県 4:40:53
フルマラソン一般男子 339 932 木村　憲司 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 4:41:43
フルマラソン一般男子 340 960 大住　和弘 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 4:41:47
フルマラソン一般男子 341 836 金原　本治 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾓﾄﾊﾙ 大町市 4:42:29 ホテルからまつ荘
フルマラソン一般男子 342 990 門倉　佑太 ｶﾄﾞｸﾗ ﾕｳﾀ 神奈川県 4:42:59 二松学舎大学
フルマラソン一般男子 343 965 堀内　優太 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ 駒ヶ根市 4:43:27
フルマラソン一般男子 344 1094 行谷　拓哉 ﾅﾒｶﾞﾔ ﾀｸﾔ 長野市 4:43:36 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 345 1041 鈴木　邦生 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 信濃町 4:43:40
フルマラソン一般男子 346 1169 湯本　嘉一 ﾕﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 長野市 4:43:51 フレックスＲＣ
フルマラソン一般男子 347 1012 丸山　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂ 大阪府 4:43:57
フルマラソン一般男子 348 888 江口　裕也 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 三重県 4:44:24
フルマラソン一般男子 349 111 黒岩　紀雄 ｸﾛｲﾜ ﾉﾘｵ 長野市 4:44:47 長野マラソンクラブ
フルマラソン一般男子 350 1221 本間　裕規 ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 兵庫県 4:44:52
フルマラソン一般男子 351 1218 湯田　二郎 ﾕﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 東京都 4:45:04
フルマラソン一般男子 352 948 甚野　裕明 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 東京都 4:45:18
フルマラソン一般男子 353 980 鈴木　圭 ｽｽﾞｷ ｹｲ 千葉県 4:45:30 登米市ＲＣ
フルマラソン一般男子 354 936 金山　幸司 ｶﾅﾔﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 4:45:35 ゴールデンワラビーズ
フルマラソン一般男子 355 952 横井　快匡 ﾖｺｲ ﾖｼﾏｻ 静岡県 4:45:49
フルマラソン一般男子 356 984 松山　健二 ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 4:46:23
フルマラソン一般男子 357 1284 西井　謙一 ﾆｼｲ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 4:46:36
フルマラソン一般男子 358 1193 橘　英之 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 4:47:15
フルマラソン一般男子 359 1145 多田　光一郎 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 松本市 4:47:28 チーム北深志
フルマラソン一般男子 360 832 山崎　裕司 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ 高知県 4:47:28
フルマラソン一般男子 361 1162 阿部　弘明 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 愛知県 4:47:34
フルマラソン一般男子 362 1146 國分　恭太郎 ｺｸﾌﾞ ｷｮｳﾀﾛｳ 長野市 4:47:52 ミヤマ株式会社
フルマラソン一般男子 363 1153 中村　剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 岐阜県 4:48:17
フルマラソン一般男子 364 1175 山口　拓弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 石川県 4:48:32 新潟大学
フルマラソン一般男子 365 1138 加島　大地 ｶｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 4:48:46
フルマラソン一般男子 366 844 兼松　一平 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県 4:48:50
フルマラソン一般男子 367 1198 巴山　隆太 ﾊﾔﾏ ﾘｭｳﾀｲ 大阪府 4:48:58
フルマラソン一般男子 368 1073 大寺　伸二 ｵｵﾃﾗ ｼﾝｼﾞ 京都府 4:49:23
フルマラソン一般男子 369 900 岡本　太一 ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 大阪府 4:49:29 チームつきす
フルマラソン一般男子 370 1300 金子　治範 ｶﾈｺ ﾊﾙﾉﾘ 長野市 4:49:52
フルマラソン一般男子 371 946 村松　広輝 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 上田市 4:50:31 ゼビオ株式会社
フルマラソン一般男子 372 1102 原田　道彦 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ 滋賀県 4:51:07
フルマラソン一般男子 373 930 江津　健 ｺﾞｳﾂﾞ ﾀｹｼ 安曇野市 4:51:17
フルマラソン一般男子 374 1052 川嶋　一暢 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 池田町 4:51:40
フルマラソン一般男子 375 1097 堀江　真太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 長野市 4:52:41 信州大学高木研
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フルマラソン一般男子 376 881 落合　哲 ｵﾁｱｲ ｻﾄｼ 神奈川県 4:52:50
フルマラソン一般男子 377 859 李　旭 ﾘ ｷｮｸ 愛知県 4:52:58 村田機械株式会社
フルマラソン一般男子 378 126 盛田　英治 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ 長野市 4:53:01
フルマラソン一般男子 379 1134 山崎　直史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 4:53:26 しんゆり走遊会
フルマラソン一般男子 380 1155 東城　裕明 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 石川県 4:53:37
フルマラソン一般男子 381 1092 川田　一貴 ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 長野市 4:53:50 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 382 1090 纐纈　遊太 ｺｳｹﾂ ﾕｳﾀ 長野市 4:54:11 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 383 1253 三塚　航平 ﾐﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 長野市 4:54:15 信州大学
フルマラソン一般男子 384 1109 中森　雄哉 ﾅｶﾓﾘ ﾕｳﾔ 大阪府 4:54:35
フルマラソン一般男子 385 880 芝内　謙二 ｼﾊﾞｳﾁ ｹﾝｼﾞ 大阪府 4:55:40 大阪城走ろう会
フルマラソン一般男子 386 1241 田辺　慎太郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長野市 4:56:00 藤建工業
フルマラソン一般男子 387 941 納　弘 ｵｻﾒ ﾋﾛｼ 東京都 4:56:12
フルマラソン一般男子 388 1323 大澤　健太郎 ｵｵｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 4:56:26 健脚会
フルマラソン一般男子 389 1332 瀬戸口　寅 ｾﾄｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 大町市 4:57:17
フルマラソン一般男子 390 908 小泉　守 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾓﾙ 埼玉県 4:58:01 小川ＳＳＵ
フルマラソン一般男子 391 1315 渡部　研吉 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｷﾁ 千葉県 4:58:27 住友化学
フルマラソン一般男子 392 1207 小宮山　大 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲ 東京都 4:59:19
フルマラソン一般男子 393 1080 永井　健司 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 上田市 4:59:25 ＨＩＯＫＩ
フルマラソン一般男子 394 1335 宮沢　大 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾞｲ 大町市 4:59:26
フルマラソン一般男子 395 842 沖　晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 山梨県 4:59:34
フルマラソン一般男子 396 1195 杉本　勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 大阪府 5:00:24
フルマラソン一般男子 397 892 齋藤　直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 5:00:28
フルマラソン一般男子 398 1237 平岩　訓彦 ﾋﾗｲﾜ ｸﾆﾋｺ 東京都 5:00:58
フルマラソン一般男子 399 1101 山隅　敏彦 ﾔﾏｽﾞﾐ ﾄｼﾋｺ 大阪府 5:01:14
フルマラソン一般男子 400 1126 山口　優 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 松本市 5:02:11
フルマラソン一般男子 401 1158 永岡　靖英 ﾅｶﾞｵｶ ﾔｽﾋﾃﾞ 長野市 5:03:56
フルマラソン一般男子 402 970 後藤　久慶 ｺﾞﾄｳ ﾋｻﾖｼ 長野市 5:05:11 信州大学
フルマラソン一般男子 403 1182 板垣　隼一 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 5:05:30 坂戸市民
フルマラソン一般男子 404 821 松澤　貴士 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ 長野市 5:05:47 トーヨークリエイト
フルマラソン一般男子 405 1067 大橋　淳司 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 茅野市 5:06:05
フルマラソン一般男子 406 1200 多和田　有佑 ﾀﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 5:06:06
フルマラソン一般男子 407 1071 芋川　淳一 ｲﾓｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町市 5:08:56 八十二銀行
フルマラソン一般男子 408 999 田中　龍文 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾌﾞﾝ 安曇野市 5:10:22
フルマラソン一般男子 409 919 中村　貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 長野市 5:11:28 ＲＣユニオンＰ
フルマラソン一般男子 410 1119 湯浅　篤 ﾕｱｻ ｱﾂｼ 神奈川県 5:11:40
フルマラソン一般男子 411 943 阿世知　貢大 ｱｾﾁ ｺｳﾀﾞｲ 東京都 5:13:05
フルマラソン一般男子 412 1287 齋藤　裕 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 茨城県 5:13:57
フルマラソン一般男子 413 1338 小林　昌行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 長野市 5:14:06
フルマラソン一般男子 414 1341 小山　晴己 ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 大町市 5:14:31
フルマラソン一般男子 415 1240 上平　一寿 ｶﾐﾋﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岐阜県 5:16:11 にゅうかわＲＣ
フルマラソン一般男子 416 1008 並木　弘介 ﾅﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木県 5:18:05
フルマラソン一般男子 417 1164 松澤　隼也 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 大町市 5:19:55 ゼビオ松本芳川店
フルマラソン一般男子 418 1165 前田　集平 ﾏｴﾀ ｼｭｳﾍｲ 長野市 5:20:11
フルマラソン一般男子 419 1251 井上　裕二朗 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 5:20:13 日本郵船
フルマラソン一般男子 420 886 北原　基成 ｷﾀﾊﾗ ﾓﾄｼｹﾞ 神奈川県 5:20:21
フルマラソン一般男子 421 827 清岡　麗 ｷﾖｵｶ ﾚｲ 高知県 5:20:33
フルマラソン一般男子 422 882 矢沢　博行 ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 富士見町 5:20:54 大和電機工業株式会社
フルマラソン一般男子 423 1084 小山　正 ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 長野市 5:20:59 ＮＢＭＡ
フルマラソン一般男子 424 966 江村　光年 ｴﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 長野市 5:21:12 本久
フルマラソン一般男子 425 837 吉村　洋 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 東京都 5:21:27
フルマラソン一般男子 426 847 橋口　隆志 ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｶｼ 愛知県 5:23:15
フルマラソン一般男子 427 864 吉沢　雄 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 佐久市 5:23:37
フルマラソン一般男子 428 1040 横山　裕之 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 5:23:40
フルマラソン一般男子 429 1013 松山　雅知 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾄﾓ 山梨県 5:23:44
フルマラソン一般男子 430 1016 坂大　尚輝 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾅｵｷ 神奈川県 5:23:46
フルマラソン一般男子 431 1139 石原　弘貴 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 愛知県 5:23:57
フルマラソン一般男子 432 1105 高井　淳之 ﾀｶｲ ｱﾂﾕｷ 安曇野市 5:24:41
フルマラソン一般男子 433 953 横井　敬 ﾖｺｲ ﾀｶｼ 愛知県 5:25:28 ゴールデンワラビーズ
フルマラソン一般男子 434 906 山口　徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 塩尻市 5:25:50
フルマラソン一般男子 435 983 柴田　茂男 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｵ 安曇野市 5:26:34 ＦＰＳ
フルマラソン一般男子 436 931 幸崎　正彦 ｺｳｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 佐久穂町 5:26:41
フルマラソン一般男子 437 1197 大津　謙佑 ｵｵﾂ ｹﾝｽｹ 大阪府 5:26:42
フルマラソン一般男子 438 1230 中野　大和 ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ 神奈川県 5:26:44
フルマラソン一般男子 439 1077 坂本　康志 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼ 愛知県 5:27:17 山田家ラブ
フルマラソン一般男子 440 849 藤巻　光作 ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｻｸ 大町市 5:27:26
フルマラソン一般男子 441 1206 小川　亮 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 東御市 5:28:52
フルマラソン一般男子 442 1210 大林　康之 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 松本市 5:29:10
フルマラソン一般男子 443 1110 山川　慎一郎 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野市 5:30:03 ａｔｔｒａｃｔ
フルマラソン一般男子 444 1274 中澤　俊文 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 佐久市 5:30:18 おひろ会
フルマラソン一般男子 445 143 伊山　紀道 ｲﾔﾏ ﾉﾘﾐﾁ 愛知県 5:30:20 よかにせＰＲＣ
フルマラソン一般男子 446 858 三國　健児 ﾐｸﾆ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 5:31:16
フルマラソン一般男子 447 1003 岡本　伸也 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 長野市 5:31:30
フルマラソン一般男子 448 1093 小林　樹佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野市 5:31:41 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 449 1144 長澤　誠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 群馬県 5:32:03
フルマラソン一般男子 450 924 宮本　雄一 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 千曲市 5:34:00
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フルマラソン一般男子 451 877 福住　勉 ﾌｸｽﾞﾐ ﾂﾄﾑ 千曲市 5:34:16
フルマラソン一般男子 452 1254 山本　亮太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 長野市 5:34:40 信州大学
フルマラソン一般男子 453 1223 西岡　大輔 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 佐久市 5:34:55
フルマラソン一般男子 454 1249 中山　藤雄 ﾅｶﾔﾏ ﾌｼﾞｵ 池田町 5:35:28
フルマラソン一般男子 455 808 石井　貫太郎 ｲｼｲ ｶﾝﾀﾛｳ 千葉県 5:35:57
フルマラソン一般男子 456 1199 星野　光寿 ﾎｼﾉ ﾐﾂﾄｼ 東京都 5:37:17
フルマラソン一般男子 457 944 西川　達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 三重県 5:37:29 ラッピー
フルマラソン一般男子 458 918 金井　総一郎 ｶﾅｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田市 5:37:58 ＲＣユニオンＰ
フルマラソン一般男子 459 1262 小松　勢至 ｺﾏﾂ ｾｲｼ 松本市 5:38:38 チームちゃぽん
フルマラソン一般男子 460 1219 大和　修治 ﾔﾏﾄ ｼｭｳｼﾞ 東京都 5:38:50
フルマラソン一般男子 461 1127 櫻井　進 ｻｸﾗｲ ｽｽﾑ 奈良県 5:38:50
フルマラソン一般男子 462 1336 丸山　治 ﾏﾙﾔﾏ ｵｻﾑ 大町市 5:39:51
フルマラソン一般男子 463 945 岡本　信行 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 5:40:10
フルマラソン一般男子 464 866 伊坂　秀一 ｲｻｶ ｼｭｳｲﾁ 兵庫県 5:40:36 ラッピー
フルマラソン一般男子 465 1006 竹島　昭裕 ﾀｹｼﾏ ｱｷﾋﾛ 愛知県 5:40:57
フルマラソン一般男子 466 1201 須田　貴臣 ｽﾀﾞ ﾀｶｵﾐ 東京都 5:42:20
フルマラソン一般男子 467 1239 中村　宏光 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 中野市 5:42:25
フルマラソン一般男子 468 1265 北川　泰充 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ 兵庫県 5:42:59 サムライ
フルマラソン一般男子 469 910 米塚　正樹 ﾖﾈﾂﾞｶ ﾏｻｷ 神奈川県 5:44:17 宮前区役所
フルマラソン一般男子 470 1288 京條　一平 ｷｮｳｼﾞｮｳ ｲｯﾍﾟｲ 東京都 5:46:25
フルマラソン一般男子 471 1289 菊池　宏行 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 大町市 5:46:37 チーム・リセット
フルマラソン一般男子 472 1227 新屋　孝太郎 ｼﾝﾔ ｺｳﾀﾛｳ 千曲市 5:47:41 ユニオンプレート
フルマラソン一般男子 473 1019 小林　悠平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 東京都 5:48:19
フルマラソン一般男子 474 971 北澤　文朗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 長野市 5:48:24 北沢支部
フルマラソン一般男子 475 1005 宮路　凱 ﾐﾔｼﾞ ｶｲ 長野市 5:48:33 信州大学
フルマラソン一般男子 476 1168 足立　貴広 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 5:49:30 石巻ランナーズ
フルマラソン一般男子 477 1202 飯塚　正樹 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｷ 東京都 5:49:48
フルマラソン一般男子 478 868 吉田　正悟 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 兵庫県 5:50:09 株式会社城山
フルマラソン一般男子 479 1228 丸山　達矢 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 千曲市 5:50:39 ユニオンプレート
フルマラソン一般男子 480 1264 武藤　泰樹 ﾑﾄｳ ﾔｽｷ 神奈川県 5:51:05
フルマラソン一般男子 481 887 堀内　善巳 ﾎﾘｳﾁ ﾖｼﾐ 長野市 5:54:55
フルマラソン一般男子 482 967 宮越　一郎 ﾐﾔｺｼ ｲﾁﾛｳ 富山県 5:55:06
フルマラソン一般男子 483 891 猿田　樹里男 ｻﾙﾀ ｼﾞｭﾘｵ 愛知県 5:55:36
フルマラソン一般男子 484 850 楠岡　宏計 ｸｽｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 愛媛県 5:59:32
フルマラソン一般男子 485 1236 平手　研二 ﾋﾗﾃ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 6:00:46 名港ＲＣ
フルマラソン一般男子 486 1163 竹内　将吾 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 松本市 6:00:50 富士電機
フルマラソン一般男子 487 1279 五十嵐　翔 ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳ 大町市 6:02:05
フルマラソン一般男子 488 1098 大野　達也 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 長野市 6:02:16 信州大学高木研
フルマラソン一般男子 489 1141 丸山　聡智 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 岡谷市 6:03:57
フルマラソン一般男子 490 1316 ヘンドリックス　ジﾍﾝﾄﾞﾘｯｸｽ ｼﾞﾑ 岐阜県 6:04:17 高山西
フルマラソン一般男子 491 1307 熊谷　泰宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 長野市 6:05:06 ＨＡＩＣ
フルマラソン一般男子 492 1273 矢澤　正之 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 伊那市 6:06:21
フルマラソン一般男子 493 925 岡田　洋一 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 松川村 6:07:08
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フルマラソン一般女子 1 206 都築　真理子 ﾂﾂﾞｷ ﾏﾘｺ 愛知県 3:15:44 あいち中央農協
フルマラソン一般女子 2 1521 丸山　有紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷ 白馬村 3:17:55 チームマウント
フルマラソン一般女子 3 205 表　知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 松本市 3:19:04 八十二銀行
フルマラソン一般女子 4 1520 高原　淳子 ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ 長野市 3:30:08 高原鍼灸整骨院
フルマラソン一般女子 5 201 後藤　理恵子 ｺﾞﾄｳ ﾘｴｺ 長野市 3:34:51
フルマラソン一般女子 6 1517 斉藤　和美 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ 御代田町 3:42:35
フルマラソン一般女子 7 1576 澤田　由紀子 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷｺ 信濃町 3:45:15 信州トレマン
フルマラソン一般女子 8 1581 関　千尋 ｾｷ ﾁﾋﾛ 群馬県 3:50:15
フルマラソン一般女子 9 1504 羽室　慎子 ﾊﾑﾛ ﾉﾘｺ 大阪府 3:51:47
フルマラソン一般女子 10 1547 浅野　ゆかり ｱｻﾉ ﾕｶﾘ 愛知県 3:53:14
フルマラソン一般女子 11 203 喜多　晶子 ｷﾀ ｱｷｺ 大阪府 3:53:51 大阪長居ＡＣ
フルマラソン一般女子 12 1596 湊　美子 ﾐﾅﾄ ﾖｼｺ 富山県 3:54:07
フルマラソン一般女子 13 1524 近藤　佐知枝 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁｴ 愛知県 3:56:35 中馬塾
フルマラソン一般女子 14 1526 角田　江里 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 3:57:46
フルマラソン一般女子 15 1545 村田　昌子 ﾑﾗﾀ ﾏｻｺ 東京都 4:02:20
フルマラソン一般女子 16 1519 森山　妙子 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｴｺ 愛知県 4:04:56 名城ＡＲＣ
フルマラソン一般女子 17 207 藤田　亜矢子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ 埼玉県 4:11:33
フルマラソン一般女子 18 1588 森　なつ美 ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 東京都 4:17:00
フルマラソン一般女子 19 1537 鎌倉　未奈 ｶﾏｸﾗ ﾐﾅ 大町市 4:18:08
フルマラソン一般女子 20 1548 久保　香代子 ｸﾎﾞ ｶﾖｺ 東京都 4:22:44
フルマラソン一般女子 21 1539 海老原　佑実 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕﾐ 長野市 4:23:40
フルマラソン一般女子 22 1513 山本　美由紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛知県 4:24:20
フルマラソン一般女子 23 1529 島崎　智子 ｼﾏｻｷ ﾄﾓｺ 愛知県 4:28:15
フルマラソン一般女子 24 1516 関　寛美 ｾｷ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:28:28
フルマラソン一般女子 25 1550 熊谷　悠香 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ 愛知県 4:31:11 山田家ラブ
フルマラソン一般女子 26 1567 久保田　百合子 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｺ 上田市 4:32:05
フルマラソン一般女子 27 1528 前川　鮎子 ﾏｴｶﾜ ｱﾕｺ 東京都 4:33:09
フルマラソン一般女子 28 1507 山上　通子 ﾔﾏｶﾐ ﾐﾁｺ 長野市 4:35:34 花の銀杏園
フルマラソン一般女子 29 1593 米澤　美夕妃 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 長野市 4:36:23 篠ノ井ＲＣ
フルマラソン一般女子 30 1561 金田　真美 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾐ 岐阜県 4:37:09
フルマラソン一般女子 31 1505 篠部　久美 ｼﾉﾍﾞ ｸﾐ 安曇野市 4:39:33
フルマラソン一般女子 32 1573 山岸　由依 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ 須坂市 4:41:46
フルマラソン一般女子 33 1584 高橋　蘭 ﾀｶﾊｼ ﾗﾝ 愛知県 4:41:48
フルマラソン一般女子 34 1532 宮津　麻矢 ﾐﾔﾂ ﾏﾔ 静岡県 4:42:56
フルマラソン一般女子 35 1586 根橋　紘子 ﾈﾊﾞｼ ﾋﾛｺ 長野市 4:43:44 信越病院
フルマラソン一般女子 36 1501 小川　菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野市 4:44:38 長野マラソンクラブ
フルマラソン一般女子 37 1582 安藤　恵子 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 東京都 4:48:29
フルマラソン一般女子 38 1530 西川　優子 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｺ 三重県 4:49:01
フルマラソン一般女子 39 1549 大寺　千秋 ｵｵﾃﾗ ﾁｱｷ 京都府 4:49:23
フルマラソン一般女子 40 1590 金子　薫 ｶﾈｺ ｶｵﾙ 長野市 4:49:52
フルマラソン一般女子 41 1542 東海林　裕美子 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｺ 大町市 4:50:40 北安ＴＲＣ
フルマラソン一般女子 42 1543 佐藤　香織 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 東京都 4:51:20
フルマラソン一般女子 43 202 宝田　亜矢 ﾎｳﾀﾞ ｱﾔ 兵庫県 4:51:56
フルマラソン一般女子 44 1598 田上　博子 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛｺ 白馬村 4:52:46
フルマラソン一般女子 45 1508 鞠子　知美 ﾏﾘｺ ﾄﾓﾐ 岐阜県 4:54:09
フルマラソン一般女子 46 1540 笹川　陽子 ｻｻｶﾞﾜ ﾖｳｺ 白馬村 4:55:14 劇団ささがわ
フルマラソン一般女子 47 1569 大野　真澄 ｵｵﾉ ﾏｽﾐ 埼玉県 4:56:56
フルマラソン一般女子 48 1536 小山　多恵子 ｺﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 4:57:03 森と木
フルマラソン一般女子 49 1592 塩原　晃子 ｼｵﾊﾗ ｱｷｺ 松本市 4:57:44
フルマラソン一般女子 50 1554 平井　梨紗子 ﾋﾗｲ ﾘｻｺ 東京都 5:07:42
フルマラソン一般女子 51 1589 菊池　まり ｷｸﾁ ﾏﾘ 大町市 5:07:51 チーム・リセット
フルマラソン一般女子 52 1518 田中　祥子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 安曇野市 5:13:57
フルマラソン一般女子 53 1555 芹川　公子 ｾﾘｶﾜ ｷﾐｺ 千葉県 5:16:44 ＴＥＡＭ　ＳＫ
フルマラソン一般女子 54 1594 河合　慶恵 ｶﾜｲ ﾉﾘｴ 東京都 5:17:43
フルマラソン一般女子 55 1585 中山　恵子 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺ 池田町 5:19:55 走れサンバ
フルマラソン一般女子 56 1558 相原　由佳 ｱｲﾊﾗ ﾕｶ 千葉県 5:24:10
フルマラソン一般女子 57 1533 山田　靖子 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｺ 軽井沢町 5:26:27
フルマラソン一般女子 58 1534 森山　恵子 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺ 須坂市 5:27:10
フルマラソン一般女子 59 1564 水野　翔子 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｺ 愛知県 5:29:48
フルマラソン一般女子 60 1552 坂本　知萌巳 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 長野市 5:31:13 信州大学高木研
フルマラソン一般女子 61 1527 竹森　真樹子 ﾀｹﾓﾘ ﾏｷｺ 千曲市 5:34:41 ＲＣユニオンＰ
フルマラソン一般女子 62 1515 宮崎　玲子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲｺ 神奈川県 5:35:23
フルマラソン一般女子 63 1553 小出　至織 ｺｲﾃﾞ ｼｵﾘ 長野市 5:37:32 信州大学高木研
フルマラソン一般女子 64 1595 山本　萌 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ 須坂市 5:43:10
フルマラソン一般女子 65 1556 玉川　幸枝 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕｷｴ 岐阜県 5:45:19
フルマラソン一般女子 66 1559 佐々木　さゆり ｻｻｷ ｻﾕﾘ 東京都 5:45:19
フルマラソン一般女子 67 1502 新保　利江 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼｴ 東京都 5:49:51
フルマラソン一般女子 68 1514 宮崎　洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 5:50:48
フルマラソン一般女子 69 1572 田畑　萌 ﾀﾊﾞﾀ ﾓｴ 安曇野市 5:51:19
フルマラソン一般女子 70 1560 中里　綾子 ﾅｶｻﾞﾄ ｱﾔｺ 神奈川県 5:53:17
フルマラソン一般女子 71 1531 坂元　久恵 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｴ 山梨県 5:53:41 ベリーＲＣ
フルマラソン一般女子 72 1568 小暮　喜恵 ｺｸﾞﾚ ﾖｼｴ 群馬県 5:55:40
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フルマラソン壮年男子５０歳代 1 310 藤城　健 ﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ 愛知県 2:55:55 トライステラ
フルマラソン壮年男子５０歳代 2 1916 石原　忠 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 東御市 2:57:07
フルマラソン壮年男子５０歳代 3 333 青木　鉄男 ｱｵｷ ﾃﾂｵ 東京都 3:03:07 深川ランナーズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 4 1790 林　康雄 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ 富山県 3:03:38
フルマラソン壮年男子５０歳代 5 320 玉木　良和 ﾀﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ 三重県 3:06:35
フルマラソン壮年男子５０歳代 6 315 原　敏雄 ﾊﾗ ﾄｼｵ 東京都 3:06:52 青山かけっこ団
フルマラソン壮年男子５０歳代 7 316 渡辺　一昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 3:10:28 東京酒豪組合
フルマラソン壮年男子５０歳代 8 1746 菅田　寛 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 松本市 3:10:45
フルマラソン壮年男子５０歳代 9 319 小早川　一郎 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｲﾁﾛｳ 愛知県 3:10:56 豊田自動織機
フルマラソン壮年男子５０歳代 10 1815 枡本　順資 ﾏｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 大阪府 3:13:18
フルマラソン壮年男子５０歳代 11 317 浪貝　昌宏 ﾅﾐｶｲ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:13:21 ＡＶＲＣ多摩川
フルマラソン壮年男子５０歳代 12 334 堀口　徳治 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄｸｼﾞ 群馬県 3:13:36 たちばなＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 13 1908 勝家　健一 ｶﾂｲｴ ｹﾝｲﾁ 池田町 3:19:36
フルマラソン壮年男子５０歳代 14 1825 岩崎　光治 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 埼玉県 3:20:20 大江戸飛脚会
フルマラソン壮年男子５０歳代 15 1942 土佐　元 ﾄｻ ﾊｼﾞﾒ 岐阜県 3:20:49 ぐびっとランナーズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 16 1847 門野　啓一郎 ｶﾄﾞﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 安曇野市 3:21:26
フルマラソン壮年男子５０歳代 17 306 古幡　一彦 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 3:22:26 多摩川サブ３
フルマラソン壮年男子５０歳代 18 1911 栁澤　俊文 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾌﾐ 長野市 3:23:08
フルマラソン壮年男子５０歳代 19 332 溝呂木　徹 ﾐｿﾞﾛｷ ﾄｵﾙ 東京都 3:23:41 日本証券業協会
フルマラソン壮年男子５０歳代 20 1891 藤井　泰久 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋｻ 富山県 3:25:03 ハナビシＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 21 1739 岡村　雅行 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知県 3:25:06
フルマラソン壮年男子５０歳代 22 1959 木次　儀一 ｷﾂｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ 佐久穂町 3:25:31
フルマラソン壮年男子５０歳代 23 1948 木村　良紀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 大町市 3:25:45 倉品組
フルマラソン壮年男子５０歳代 24 1882 池上　徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 3:26:12 月例湘南マラ
フルマラソン壮年男子５０歳代 25 1869 北原　一好 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 伊那市 3:28:16 かんてんぱぱ
フルマラソン壮年男子５０歳代 26 1761 鈴木　健治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 松本市 3:28:22
フルマラソン壮年男子５０歳代 27 1866 青井　正之 ｱｵｲ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:30:23 東京都
フルマラソン壮年男子５０歳代 28 1785 掛川　巌 ｶｹｶﾞﾜ ｲﾜｵ 長野市 3:30:46 富士通
フルマラソン壮年男子５０歳代 29 1782 佐竹　誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 徳島県 3:31:59 ウェル亀徳島
フルマラソン壮年男子５０歳代 30 308 大井　尚紀 ｵｵｲ ﾅｵｷ 坂城町 3:32:22 ＨＩＯＫＩ
フルマラソン壮年男子５０歳代 31 1857 武井　敏夫 ﾀｹｲ ﾄｼｵ 群馬県 3:36:52
フルマラソン壮年男子５０歳代 32 313 渡辺　高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 北海道 3:37:04 道マラソンク
フルマラソン壮年男子５０歳代 33 1861 伊東　信行 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 3:37:16
フルマラソン壮年男子５０歳代 34 323 武田　徹哉 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ 埼玉県 3:37:34
フルマラソン壮年男子５０歳代 35 1922 岸田　隆 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ 飯山市 3:38:11 森と木
フルマラソン壮年男子５０歳代 36 1809 上原　大司 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞ 上田市 3:38:20 長野計器
フルマラソン壮年男子５０歳代 37 1943 原田　直弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 長野市 3:39:02
フルマラソン壮年男子５０歳代 38 1724 二村　正男 ﾆﾑﾗ ﾏｻｵ 愛知県 3:39:28
フルマラソン壮年男子５０歳代 39 1851 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 愛知県 3:39:47 尾張サイクルクラブ
フルマラソン壮年男子５０歳代 40 1779 野沢　英司 ﾉｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 東京都 3:40:16
フルマラソン壮年男子５０歳代 41 1791 岸　一也 ｷｼ ｶｽﾞﾔ 愛知県 3:41:13
フルマラソン壮年男子５０歳代 42 1928 八木　宏憲 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 3:41:17 横浜緑走友会
フルマラソン壮年男子５０歳代 43 1829 小林　伸吉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 3:41:52 厚木荻野走友会
フルマラソン壮年男子５０歳代 44 329 水野　雄一 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 愛知県 3:41:53 愛知工業高校定時制
フルマラソン壮年男子５０歳代 45 1721 宮島　望 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾑ 長野市 3:43:37 長野マラソンクラブ
フルマラソン壮年男子５０歳代 46 1923 伊藤　健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:43:39
フルマラソン壮年男子５０歳代 47 328 小代田　昭二 ｺﾖﾀ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 3:44:29 チームぞうがめ
フルマラソン壮年男子５０歳代 48 1934 勝家　隆 ｶﾂﾔ ﾀｶｼ 松本市 3:44:56 ちーむともにゃん
フルマラソン壮年男子５０歳代 49 1758 新保　俊尚 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼﾅｵ 松本市 3:44:57 エプソン
フルマラソン壮年男子５０歳代 50 1839 中舘　文也 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾌﾐﾔ 伊那市 3:46:40
フルマラソン壮年男子５０歳代 51 1860 堀井　洋和 ﾎﾘｲ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県 3:46:52 広島県
フルマラソン壮年男子５０歳代 52 1883 北村　等 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 滋賀県 3:46:55
フルマラソン壮年男子５０歳代 53 1962 広瀬　達也 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 山梨県 3:48:00 ホリデイ甲府
フルマラソン壮年男子５０歳代 54 1897 田島　淳二 ﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 埼玉県 3:48:22
フルマラソン壮年男子５０歳代 55 1773 花岡　裕之 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾕｷ 小諸市 3:48:36
フルマラソン壮年男子５０歳代 56 1833 島田　世紀 ｼﾏﾀﾞ ｾｲｷ 福岡県 3:48:58
フルマラソン壮年男子５０歳代 57 301 澤井　茂樹 ｻﾜｲ ｼｹﾞｷ 富山県 3:48:59
フルマラソン壮年男子５０歳代 58 1884 関根　良光 ｾｷﾈ ﾖｼﾐﾂ 愛知県 3:49:06 ざＲストーンズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 59 1719 小林　樹雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 大阪府 3:49:08
フルマラソン壮年男子５０歳代 60 305 上岡　健志 ｶﾐｵｶ ﾀｹｼ 長野市 3:49:18 ただのバカ
フルマラソン壮年男子５０歳代 61 1792 上條　徳善 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘﾖｼ 長野市 3:49:30
フルマラソン壮年男子５０歳代 62 1965 神宮　史雄 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾌﾐｵ 石川県 3:49:42
フルマラソン壮年男子５０歳代 63 1960 飯田　浩二 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 飯綱町 3:49:47
フルマラソン壮年男子５０歳代 64 1846 山本　勝哉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 白馬村 3:49:50 チーム田園詩
フルマラソン壮年男子５０歳代 65 1808 浦澤　克行 ｳﾗｻﾜ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:50:40
フルマラソン壮年男子５０歳代 66 1964 伴　宏光 ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 3:50:47 ＢＡＮ　ＡＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 67 1859 中澤　克明 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 上田市 3:51:06 ひさお会
フルマラソン壮年男子５０歳代 68 1931 鈴木　建一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 愛知県 3:51:21 チームホダカ
フルマラソン壮年男子５０歳代 69 1892 久野　昭仁 ｸﾉ ｱｷﾋﾄ 愛知県 3:51:38
フルマラソン壮年男子５０歳代 70 1776 磯部　謙二 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:51:43
フルマラソン壮年男子５０歳代 71 311 吉崎　ひろし ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 奈良県 3:52:05 チームバンジョー
フルマラソン壮年男子５０歳代 72 1932 笠原　大 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 3:52:12
フルマラソン壮年男子５０歳代 73 1972 小笠原　博之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ 松本市 3:53:04 コトブキ
フルマラソン壮年男子５０歳代 74 1921 松田　裕治 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 松本市 3:53:10
フルマラソン壮年男子５０歳代 75 1756 森　茂樹 ﾓﾘ ｼｹﾞｷ 信濃町 3:53:15 信越病院
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フルマラソン壮年男子５０歳代 76 1927 高梨　真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ 愛知県 3:53:18
フルマラソン壮年男子５０歳代 77 1895 和田　年晴 ﾜﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 群馬県 3:53:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 78 1735 平田　篤仙 ﾋﾗﾀ ｱﾂﾉﾘ 富山県 3:53:28 三日市小学校
フルマラソン壮年男子５０歳代 79 1789 田代　満 ﾀｼﾛ ﾐﾂﾙ 神奈川県 3:53:34
フルマラソン壮年男子５０歳代 80 1831 平井　秀徳 ﾋﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡県 3:54:46 ＭＹＫ
フルマラソン壮年男子５０歳代 81 1944 柴田　賢二 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 松本市 3:54:48
フルマラソン壮年男子５０歳代 82 1832 佐藤　岳 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 3:54:50 華齢道場
フルマラソン壮年男子５０歳代 83 1953 萩原　憲治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 松本市 3:55:15
フルマラソン壮年男子５０歳代 84 1787 大西　賢一 ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:55:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 85 1777 藤井　教夫 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ 京都府 3:55:49
フルマラソン壮年男子５０歳代 86 1873 滝山田　俊生 ﾀｷﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 神奈川県 3:56:06
フルマラソン壮年男子５０歳代 87 1896 本田　英樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県 3:56:10
フルマラソン壮年男子５０歳代 88 1827 西本　康典 ﾆｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 広島県 3:56:31 広島市役所ＡＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 89 1894 黒島　幹広 ｸﾛｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 長野市 3:56:41 ぽさＲＵＮ
フルマラソン壮年男子５０歳代 90 1751 樽田　サブ ﾀﾙﾀ ｻﾌﾞ 長野市 3:57:13 タルタ動物病院卓球部
フルマラソン壮年男子５０歳代 91 1874 斉藤　秀明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 3:57:16
フルマラソン壮年男子５０歳代 92 1901 阿部　敏典 ｱﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 愛媛県 3:57:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 93 339 下條　広行 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 長野市 3:57:52 信州トレマン
フルマラソン壮年男子５０歳代 94 1881 上田　寛次 ｳｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 愛知県 3:58:11
フルマラソン壮年男子５０歳代 95 1750 星野　浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ 静岡県 3:58:29
フルマラソン壮年男子５０歳代 96 337 原　秀二 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 富山県 3:58:30 ファンランエアーズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 97 1784 平沢　哲哉 ﾋﾗｻﾜ ﾃﾂﾔ 山梨県 3:58:32 ポトスＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 98 1766 渡辺　得治郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｸｼﾞﾛｳ 愛知県 3:58:52
フルマラソン壮年男子５０歳代 99 1717 村瀬　吉孝 ﾑﾗｾ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:59:43 ＡＢＣＲ
フルマラソン壮年男子５０歳代 100 1967 松本　聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 白馬村 3:59:48 楽Ｐ
フルマラソン壮年男子５０歳代 101 1723 天野　國男 ｱﾏﾉ ｸﾆｵ 愛知県 4:00:28
フルマラソン壮年男子５０歳代 102 1734 酒井　祐樹 ｻｶｲ ﾕｳｷ 長野市 4:00:31 高嶺走友会
フルマラソン壮年男子５０歳代 103 1939 時田　広実 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:01:01 ＭＥＴＡ
フルマラソン壮年男子５０歳代 104 1771 落合　浩一 ｵﾁｱｲ ｺｳｲﾁ 安曇野市 4:01:56
フルマラソン壮年男子５０歳代 105 1740 宮田　誠四郎 ﾐﾔﾀ ｾｲｼﾛｳ 富山県 4:02:40
フルマラソン壮年男子５０歳代 106 1844 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 千曲市 4:03:39 ＨＳＤ
フルマラソン壮年男子５０歳代 107 1978 なつはら　ひろあﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 京都府 4:04:05
フルマラソン壮年男子５０歳代 108 1971 鹿野　達矢 ｼｶﾉ ﾀﾂﾔ 岐阜県 4:05:04
フルマラソン壮年男子５０歳代 109 335 井山　尚記 ｲﾔﾏ ﾅｵｷ 富山県 4:05:30 スキャン
フルマラソン壮年男子５０歳代 110 1947 伊藤　正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 小布施町 4:05:53 信州トレマン
フルマラソン壮年男子５０歳代 111 1745 津田　賢二 ﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:06:05 顔マラソンワラーチ部
フルマラソン壮年男子５０歳代 112 1842 曽根　光 ｿﾈ ﾋｶﾙ 東京都 4:06:44
フルマラソン壮年男子５０歳代 113 1816 飯塚　良一 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 千曲市 4:06:51
フルマラソン壮年男子５０歳代 114 1730 加藤　伸二 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ 愛知県 4:06:55 ランニングストーンズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 115 336 水上　八彦 ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾂﾋｺ 岐阜県 4:07:17 グランシエル
フルマラソン壮年男子５０歳代 116 304 荻原　健 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 埼玉県 4:07:27
フルマラソン壮年男子５０歳代 117 1977 小池　利幸 ｺｲｹ ﾄｼﾕｷ 飯田市 4:08:14
フルマラソン壮年男子５０歳代 118 1726 山賀　博通 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:08:35
フルマラソン壮年男子５０歳代 119 1970 宮田　俊一 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝｲﾁ 松川村 4:08:36
フルマラソン壮年男子５０歳代 120 324 松本　誓一 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁ 埼玉県 4:08:46 鶴ヶ島ＥＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 121 1867 芹川　誠四郎 ｾﾘｶﾜ ｾｲｼﾛｳ 千葉県 4:09:21 ＴＥＡＭ　ＳＫ
フルマラソン壮年男子５０歳代 122 1764 北沢　喜一 ｷﾀｻﾞﾜ ｷｲﾁ 茅野市 4:09:28 ＴＥＡＭ－Ｅ
フルマラソン壮年男子５０歳代 123 1706 南川　三千浩 ﾐﾅﾐｶﾜ 福井県 4:10:07
フルマラソン壮年男子５０歳代 124 1780 山木　清孝 ﾔﾏｷ ｷﾖﾀｶ 東京都 4:11:02 松木中学校
フルマラソン壮年男子５０歳代 125 1807 佐藤　輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 長野市 4:11:21 ちひろＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 126 1878 鈴木　等 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 東京都 4:11:29
フルマラソン壮年男子５０歳代 127 1907 長坂　秀也 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾃﾞﾔ 伊那市 4:12:52
フルマラソン壮年男子５０歳代 128 1743 松原　信治 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知県 4:13:10 まつぼっくり
フルマラソン壮年男子５０歳代 129 331 三村　和彦 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 諏訪市 4:14:02 辻の湯会
フルマラソン壮年男子５０歳代 130 1770 中島　洋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 4:14:10 Ｒストーンズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 131 1774 高木　政一 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 4:14:30
フルマラソン壮年男子５０歳代 132 1893 高嶋　茂 ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 4:14:52
フルマラソン壮年男子５０歳代 133 1783 飯泉　大輔 ｲｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 高山村 4:14:56 長野マラソンＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 134 1814 渡辺　親一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 4:15:12 村田機械
フルマラソン壮年男子５０歳代 135 312 佐田　常泰 ｻﾀ ﾂﾈﾔｽ 東京都 4:15:15 城北クラブ
フルマラソン壮年男子５０歳代 136 1762 高野　哲浩 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ 飯綱町 4:15:16 リーガルサポート
フルマラソン壮年男子５０歳代 137 1966 相古　和裕 ｿｳｺ ｶｽﾞﾋﾛ 石川県 4:15:43
フルマラソン壮年男子５０歳代 138 1957 溝口　保之 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 富山県 4:15:47
フルマラソン壮年男子５０歳代 139 1702 正村　秀樹 ﾏｻﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 松本市 4:16:15 アミノ＆ＺＥＲＯ
フルマラソン壮年男子５０歳代 140 1720 大矢　龍雄 ｵｵﾔ ﾀﾂｵ 新潟県 4:16:25 さそこジャパン
フルマラソン壮年男子５０歳代 141 1887 白川　善昭 ｼﾗｶﾜ ﾖｼｱｷ 兵庫県 4:16:53 高砂ＴＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 142 1918 佐野　正和 ｻﾉ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 4:17:07
フルマラソン壮年男子５０歳代 143 1794 吉田　一美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 栃木県 4:17:20 下野ＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 144 1709 金田　弘之 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 長野市 4:17:23 トーヨークリエイト
フルマラソン壮年男子５０歳代 145 1748 園田　ハル ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙ 神奈川県 4:17:25
フルマラソン壮年男子５０歳代 146 1940 小池　宏司 ｺｲｹ ﾋﾛｼ 長野市 4:17:29
フルマラソン壮年男子５０歳代 147 1818 岡本　貴夫 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県 4:17:51
フルマラソン壮年男子５０歳代 148 1843 山口　昌彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 松本市 4:19:24 上伊那普及センター
フルマラソン壮年男子５０歳代 149 1742 島田　勝人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 茅野市 4:19:24
フルマラソン壮年男子５０歳代 150 1961 藤村　一男 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞｵ 長野市 4:19:33 フェスティナレンテ
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フルマラソン壮年男子５０歳代 151 1865 佐藤　正成 ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 諏訪市 4:19:39 今井物産
フルマラソン壮年男子５０歳代 152 1725 田口　範幸 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 群馬県 4:19:54 忍中魂
フルマラソン壮年男子５０歳代 153 1795 相澤　康雄 ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽｵ 神奈川県 4:20:06 メディセオ
フルマラソン壮年男子５０歳代 154 1767 杉山　順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:20:37 宮ケ瀬
フルマラソン壮年男子５０歳代 155 1834 幡　修三 ﾊﾀ ｼｭｳｿﾞｳ 愛知県 4:21:30
フルマラソン壮年男子５０歳代 156 1801 田中　利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 4:21:33
フルマラソン壮年男子５０歳代 157 1754 大鳥　一幸 ｵｵﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府 4:21:52
フルマラソン壮年男子５０歳代 158 1819 河野　欣 ｺｳﾉ ﾔｽｼ 愛知県 4:22:04
フルマラソン壮年男子５０歳代 159 1945 勝川　悟 ｶﾂｶﾜ ｻﾄﾙ 岐阜県 4:22:56
フルマラソン壮年男子５０歳代 160 1744 大庭　克己 ｵｵﾊﾞ ｶﾂﾐ 東京都 4:23:27
フルマラソン壮年男子５０歳代 161 302 森本　敏弘 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県 4:23:32 あすリード大阪
フルマラソン壮年男子５０歳代 162 1848 北村　幸一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 千曲市 4:23:35 ＦＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 163 322 入山　太郎 ｲﾘﾔﾏ ﾀﾛｳ 愛知県 4:24:22 入山ＦＡＭ
フルマラソン壮年男子５０歳代 164 1775 廣田　直人 ﾋﾛﾀ ﾅｵﾄ 東京都 4:24:38 ＬＯＣＫＥＲＳ
フルマラソン壮年男子５０歳代 165 1950 横山　豊明 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾖｱｷ 富山県 4:24:53 真生会
フルマラソン壮年男子５０歳代 166 1933 春田　真 ﾊﾙﾀ ﾏｺﾄ 東京都 4:26:52 フル百回楽走会
フルマラソン壮年男子５０歳代 167 1718 吉川　浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 4:27:04 ホロラー
フルマラソン壮年男子５０歳代 168 1799 中村　宗二 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼﾞ 千曲市 4:27:44
フルマラソン壮年男子５０歳代 169 1806 宮部　圭司 ﾐﾔﾍﾞ ｹｲｼ 滋賀県 4:28:23
フルマラソン壮年男子５０歳代 170 1803 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 長野市 4:28:31 八十二銀行
フルマラソン壮年男子５０歳代 171 1917 栗原　章浩 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 松川町 4:28:54
フルマラソン壮年男子５０歳代 172 1757 荒井　信貴 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 4:29:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 173 1812 島崎　公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ 木島平村 4:29:20 キジマ
フルマラソン壮年男子５０歳代 174 1752 相川　知之 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 4:29:49
フルマラソン壮年男子５０歳代 175 1877 段谷　憲 ﾀﾞﾝﾀﾆ ｹﾝ 東京都 4:32:16
フルマラソン壮年男子５０歳代 176 1824 川添　智之 ｶﾜｿﾞｴ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 4:33:42 ＴＭＰ
フルマラソン壮年男子５０歳代 177 1802 大家　充一 ｵｵｲｴ ｼﾞｭｳｲﾁ 愛知県 4:34:15
フルマラソン壮年男子５０歳代 178 1711 成井　義弘 ﾅﾙｲ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 4:34:32 相模鉄道　電車区
フルマラソン壮年男子５０歳代 179 1804 野々村　晋也 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾝﾔ 東京都 4:34:37
フルマラソン壮年男子５０歳代 180 1913 星　揚一郎 ﾎｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 愛知県 4:35:59 山崎川ＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 181 1753 青木　典生 ｱｵｷ ﾉﾘｵ 大阪府 4:37:40 茨木陵水会
フルマラソン壮年男子５０歳代 182 1722 酒井　真理 ｻｶｲ ｼﾝﾘ 諏訪市 4:38:05
フルマラソン壮年男子５０歳代 183 1810 高野　義規 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 安曇野市 4:38:35
フルマラソン壮年男子５０歳代 184 340 小野田　賀津夫 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ 静岡県 4:38:50 浜松ホトニクス
フルマラソン壮年男子５０歳代 185 1828 東山　浩敬 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 三重県 4:39:30 日医ジョガーズ
フルマラソン壮年男子５０歳代 186 1929 佐々木　龍也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 愛知県 4:41:48
フルマラソン壮年男子５０歳代 187 1963 松井　勲 ﾏﾂｲ ｲｻｵ 岐阜県 4:41:57 ウイングラン・飛
フルマラソン壮年男子５０歳代 188 1976 五十嵐　堅二 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:43:04 イヴローニュ
フルマラソン壮年男子５０歳代 189 1871 秋豆　朗 ｱｷｽﾞ ｱｷﾗ 三重県 4:43:22 大里浄水場陸上
フルマラソン壮年男子５０歳代 190 1868 伊庭　伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 4:44:18
フルマラソン壮年男子５０歳代 191 1888 當間　幸一 ﾄｳﾏ ｺｳｲﾁ 兵庫県 4:45:04 高砂ＴＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 192 1870 上羽　進一 ｳｴﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 京都府 4:46:49 上羽たたみ店
フルマラソン壮年男子５０歳代 193 1713 竹中　元章 ﾀｹﾅｶ ﾓﾄｱｷ 長野市 4:47:56 きたながのＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 194 1941 小里　俊幸 ｺｻﾄ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 4:48:37
フルマラソン壮年男子５０歳代 195 1817 帶金　康祐 ｵﾋﾞｶﾈ ﾔｽｽｹ 松川村 4:48:44 帶金司法書士事務所
フルマラソン壮年男子５０歳代 196 1781 古橋　孝敏 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ 静岡県 4:49:22 よんろく倶楽部
フルマラソン壮年男子５０歳代 197 1937 渡邊　健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 安曇野市 4:51:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 198 1845 温田　敏之 ﾇｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 4:51:41
フルマラソン壮年男子５０歳代 199 1727 鈴木　高志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 岐阜県 4:51:53 Ｍ田マラソン部
フルマラソン壮年男子５０歳代 200 1786 平原　泰広 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 4:53:00
フルマラソン壮年男子５０歳代 201 318 高野　雄市 ﾀｶﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 4:53:32 ＴＦＪトレイル
フルマラソン壮年男子５０歳代 202 1904 住田　正臣 ｽﾐﾀ ﾏｻｵﾐ 神奈川県 4:55:17
フルマラソン壮年男子５０歳代 203 1855 大塚　正明 ｵｵﾂｶ ﾏｻｱｷ 群馬県 4:55:28
フルマラソン壮年男子５０歳代 204 1890 長崎　彰伸 ﾅｶﾞｻｷ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 4:55:34
フルマラソン壮年男子５０歳代 205 1889 水野　昌和 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶｽﾞ 三重県 4:55:38 株式会社ミズノ
フルマラソン壮年男子５０歳代 206 1768 三浦　敏信 ﾐｳﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ 東京都 4:56:35
フルマラソン壮年男子５０歳代 207 303 渡辺　浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福島県 4:57:49
フルマラソン壮年男子５０歳代 208 1763 岩崎　豊 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 愛知県 4:58:04 大高ＣＲＳ
フルマラソン壮年男子５０歳代 209 1769 依田　幸敏 ﾖﾀﾞ ﾕｷﾄｼ 長野市 4:58:07
フルマラソン壮年男子５０歳代 210 1924 垣見　洋 ｶｷﾐ ﾋﾛｼ 上田市 5:01:20 アップル運輸
フルマラソン壮年男子５０歳代 211 1708 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 松本市 5:01:39
フルマラソン壮年男子５０歳代 212 1749 谷林　正行 ﾀﾆﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 5:02:22
フルマラソン壮年男子５０歳代 213 1858 赤田　弥寿文 ｱｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 池田町 5:05:13 鉄の料理人
フルマラソン壮年男子５０歳代 214 1938 森田　清司 ﾓﾘﾀ ｾｲｼﾞ 富山県 5:05:17 走れども走れども
フルマラソン壮年男子５０歳代 215 1864 古厩　千真規 ﾌﾙﾏﾔ ﾁﾏｷ 塩尻市 5:05:34 塩尻市役所
フルマラソン壮年男子５０歳代 216 1912 土田　正仁 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 東京都 5:08:03 内藤新宿３００ＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 217 1910 中野　陽一 ﾅｶﾉ ﾖｳｲﾁ 新潟県 5:08:39 中野箪笥店陸上部
フルマラソン壮年男子５０歳代 218 1973 丸山　弘志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 安曇野市 5:08:45
フルマラソン壮年男子５０歳代 219 1853 溝淵　智一 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 京都府 5:09:26 トリトンラン
フルマラソン壮年男子５０歳代 220 1915 神部　秀夫 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 5:09:39
フルマラソン壮年男子５０歳代 221 1949 海原　信彦 ｳﾐﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 長野市 5:14:14
フルマラソン壮年男子５０歳代 222 1731 植田　秀穂 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾎ 松本市 5:15:58 ひまわり
フルマラソン壮年男子５０歳代 223 1872 河野　誠一 ｶﾜﾉ ｾｲｲﾁ 神奈川県 5:17:19
フルマラソン壮年男子５０歳代 224 1759 土肥　浩嗣 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾂｸﾞ 富山県 5:17:24 ゲッコー
フルマラソン壮年男子５０歳代 225 1800 藤井　俊郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 千葉県 5:19:33
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フルマラソン壮年男子５０歳代 226 1716 橋爪　俊明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ 岡谷市 5:19:46
フルマラソン壮年男子５０歳代 227 1900 北原　忠夫 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞｵ 駒ヶ根市 5:19:57 マルヤス長野
フルマラソン壮年男子５０歳代 228 1707 井上　美孝 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ 長野市 5:20:01
フルマラソン壮年男子５０歳代 229 1710 髙木　潔 ﾀｶｷﾞ ｷﾖｼ 愛知県 5:20:28 東京武蔵野後援会
フルマラソン壮年男子５０歳代 230 1849 小川　郁夫 ｵｶﾞﾜ ｲｸｵ 奈良県 5:20:32
フルマラソン壮年男子５０歳代 231 1885 佐々木　悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 神奈川県 5:20:47
フルマラソン壮年男子５０歳代 232 1850 菊地　昭一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ 長野市 5:22:31 きたながのＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 233 1820 青木　誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 松本市 5:22:45
フルマラソン壮年男子５０歳代 234 1935 小西　康雄 ｺﾆｼ ﾔｽｵ 埼玉県 5:23:00 ラフラフＲＣ
フルマラソン壮年男子５０歳代 235 1838 石井　智一 ｲｼｲ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 5:24:10 ＦＯＸＴＲＯＴ
フルマラソン壮年男子５０歳代 236 1796 津金　辰男 ﾂｶﾞﾈ ﾀﾂｵ 中野市 5:25:18 エフバイエー
フルマラソン壮年男子５０歳代 237 1738 茅野　智裕 ﾁﾉ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県 5:25:22 クラリアント
フルマラソン壮年男子５０歳代 238 341 小金澤　康夫 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾔｽｵ 群馬県 5:26:16
フルマラソン壮年男子５０歳代 239 1958 下田　保志 ｼﾓﾀ ﾔｽｼ 山ﾉ内町 5:26:32
フルマラソン壮年男子５０歳代 240 1793 松井　圭三 ﾏﾂｲ ｹｲｿﾞｳ 滋賀県 5:27:54
フルマラソン壮年男子５０歳代 241 1728 小阪　明 ｺｻｶ ｱｷﾗ 兵庫県 5:28:39 チームなんくるないさ
フルマラソン壮年男子５０歳代 242 1715 山副　幸一 ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｲﾁ 安曇野市 5:29:27
フルマラソン壮年男子５０歳代 243 1902 田沼　修一 ﾀﾇﾏ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 5:29:42 日本オラクル
フルマラソン壮年男子５０歳代 244 1903 石田　俊彦 ｲｼﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 茨城県 5:29:48 はなちゃんず
フルマラソン壮年男子５０歳代 245 1760 大槻　則夫 ｵｵﾂｷ ﾉﾘｵ 埼玉県 5:30:50 ＬＩＸＩＬ
フルマラソン壮年男子５０歳代 246 1906 保城　広行 ﾎｷ ﾋﾛﾕｷ 富山県 5:32:10
フルマラソン壮年男子５０歳代 247 1701 今村　廣利 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 長野市 5:32:41 Ｔ．空～樹
フルマラソン壮年男子５０歳代 248 1835 角田　要 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ 山梨県 5:33:16 ＣＨＩＲＯ
フルマラソン壮年男子５０歳代 249 1955 加藤　丈博 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 5:33:33
フルマラソン壮年男子５０歳代 250 1741 宮林　一成 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 長野市 5:35:06 長野信用金庫
フルマラソン壮年男子５０歳代 251 1840 久保田　健司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 長野市 5:40:43
フルマラソン壮年男子５０歳代 252 1969 竹田　孝司 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｼ 長野市 5:41:28 芹田民児協
フルマラソン壮年男子５０歳代 253 1974 工藤　忠 ｸﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 5:41:41
フルマラソン壮年男子５０歳代 254 1788 佐々木　基安 ｻｻｷ ﾓﾄﾔｽ 富山県 5:45:46
フルマラソン壮年男子５０歳代 255 1876 中井　県次 ﾅｶｲ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 5:48:50
フルマラソン壮年男子５０歳代 256 1879 泉　和久 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋｻ 大阪府 5:52:49 丸大食品
フルマラソン壮年男子５０歳代 257 1733 中島　晋 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾑ 長野市 5:53:21
フルマラソン壮年男子５０歳代 258 1905 福沢　衛 ﾌｸｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 上田市 6:00:10 エレマテック
フルマラソン壮年男子５０歳代 259 1951 堀場　保宏 ﾎﾘﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県 6:01:32
フルマラソン壮年男子５０歳代 260 1954 齊藤　千春 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 埼玉県 6:05:42
フルマラソン壮年男子６０歳代 1 2261 松本　俊文 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ 長野市 3:16:40 国労長野
フルマラソン壮年男子６０歳代 2 2143 石川　雅英 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 3:18:05 ティーファス師勝
フルマラソン壮年男子６０歳代 3 2156 内山　日出生 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 三重県 3:18:25 ＪＰＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 4 2130 内河　誠 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 上田市 3:26:20 （株）アルポリック
フルマラソン壮年男子６０歳代 5 2201 坂下　保 ｻｶｼﾀ ﾀﾓﾂ 愛知県 3:31:10 東海マラニッククラブ
フルマラソン壮年男子６０歳代 6 2210 小林　敏夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 愛知県 3:32:06 三菱重工小牧南
フルマラソン壮年男子６０歳代 7 2173 木村　章平 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 新潟県 3:32:13
フルマラソン壮年男子６０歳代 8 2144 中澤　昌久 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｻ 松本市 3:35:02 チームのこのこ
フルマラソン壮年男子６０歳代 9 2230 中野　準一 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜県 3:37:55 可児木曜走友
フルマラソン壮年男子６０歳代 10 410 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 富士見町 3:38:06 上戸渡
フルマラソン壮年男子６０歳代 11 2204 拮石　研自 ﾊﾈｲｼ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 3:39:58
フルマラソン壮年男子６０歳代 12 2170 工藤　宏幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 三重県 3:41:30
フルマラソン壮年男子６０歳代 13 2155 倉谷　明 ｸﾗﾀﾆ ｱｷﾗ 福井県 3:41:55
フルマラソン壮年男子６０歳代 14 2194 藤部　茂則 ﾌｼﾞﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 岐阜県 3:43:00 愛知サイクリング
フルマラソン壮年男子６０歳代 15 2163 苅宿　定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ 埼玉県 3:44:05
フルマラソン壮年男子６０歳代 16 2222 中村　耕二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 静岡県 3:44:15
フルマラソン壮年男子６０歳代 17 2128 丸山　純生 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｵ 大町市 3:47:44 北アルプス広域連合
フルマラソン壮年男子６０歳代 18 2146 川本　健一 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 3:48:01
フルマラソン壮年男子６０歳代 19 2121 中村　勝行 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 岐阜県 3:48:28 夢追い隊
フルマラソン壮年男子６０歳代 20 2142 金井　忠雄 ｶﾅｲ ﾀﾀﾞｵ 上田市 3:49:05 金井溶工
フルマラソン壮年男子６０歳代 21 2200 村山　篤人 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾄ 愛知県 3:49:39
フルマラソン壮年男子６０歳代 22 2118 東城　是夫 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｵ 箕輪町 3:50:32 らいむもみじ
フルマラソン壮年男子６０歳代 23 2140 村山　清治 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 千曲市 3:51:12
フルマラソン壮年男子６０歳代 24 2266 本田　守 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ 愛知県 3:51:25 芦屋浜ＡＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 25 2215 田中　敏明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ 千葉県 3:51:52 お台場ＲＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 26 411 岩崎　幸一 ｲﾜｻｷ ﾕｷｶｽﾞ 新潟県 3:53:24 燕市陸上競技協会
フルマラソン壮年男子６０歳代 27 2265 小林　重雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ 長野市 3:53:48
フルマラソン壮年男子６０歳代 28 2109 中野　和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 滋賀県 3:54:07 余呉湖ＡＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 29 2175 安間　慎一 ﾔｽﾏ ｼﾝｲﾁ 静岡県 3:55:40
フルマラソン壮年男子６０歳代 30 2247 田中　雅俊 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 岐阜県 3:56:37 のりかっつ
フルマラソン壮年男子６０歳代 31 2159 岡部　伸 ｵｶﾍﾞ ｼﾝ 静岡県 3:56:56 ドンガメクラブ
フルマラソン壮年男子６０歳代 32 2227 桃澤　健司 ﾓﾓｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野市 3:57:14 信州トレマン
フルマラソン壮年男子６０歳代 33 2235 黒沢　稔 ｸﾛｻﾜ ﾐﾉﾙ 松本市 3:57:41 アミノ長野
フルマラソン壮年男子６０歳代 34 2217 坂本　哲雄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨県 3:59:00
フルマラソン壮年男子６０歳代 35 2271 林　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 松本市 4:04:19
フルマラソン壮年男子６０歳代 36 2219 中澤　敬 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 4:05:43 世田谷サービス公社
フルマラソン壮年男子６０歳代 37 2203 矢澤　茂 ﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 駒ヶ根市 4:05:45 ランナーズ９の会
フルマラソン壮年男子６０歳代 38 2167 吉野　英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ 千葉県 4:08:55 吉野医院
フルマラソン壮年男子６０歳代 39 2177 高橋　裕司 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 愛知県 4:09:03 名城ＡＲＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 40 2211 大森　均 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 伊那市 4:10:15 もみじ
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フルマラソン壮年男子６０歳代 41 2262 土肥　和広 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 4:10:28 国土交通ＡＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 42 2141 鳥井　哲也 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:11:09
フルマラソン壮年男子６０歳代 43 405 佐藤　政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 千葉県 4:13:18 佐倉走る会
フルマラソン壮年男子６０歳代 44 2152 脇　昭博 ﾜｷ ｱｷﾋﾛ 三重県 4:13:52 海山
フルマラソン壮年男子６０歳代 45 2190 山口　裕啓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 4:14:07
フルマラソン壮年男子６０歳代 46 2116 勝野　孝行 ｶﾂﾉ ﾀｶﾕｷ 長和町 4:14:38
フルマラソン壮年男子６０歳代 47 2263 齋藤　一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 東京都 4:15:53 内藤新宿
フルマラソン壮年男子６０歳代 48 2196 工藤　純一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 4:16:48 燃えよドラゴン
フルマラソン壮年男子６０歳代 49 2184 高木　直樹 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ 長野市 4:17:12 信州大学高木研
フルマラソン壮年男子６０歳代 50 2123 宮澤　武弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 佐久市 4:17:48 チーム絶好調！
フルマラソン壮年男子６０歳代 51 2125 木下　善則 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 東京都 4:18:31 八王子富士森走友会
フルマラソン壮年男子６０歳代 52 2179 湯口　秀敏 ﾕｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 4:18:48 越北
フルマラソン壮年男子６０歳代 53 2255 木暮　恒男 ｷｸﾞﾚ ﾂﾈｵ 長野市 4:19:38 くらし三療院
フルマラソン壮年男子６０歳代 54 2239 山口　弥八 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾊﾁ 石川県 4:20:06 徳丸老人会
フルマラソン壮年男子６０歳代 55 2268 中沢　哲 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 4:20:19
フルマラソン壮年男子６０歳代 56 2202 清尾　明人 ｾｲｵ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 4:20:37
フルマラソン壮年男子６０歳代 57 406 丸山　賢治 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:21:48 チームぞうがめ
フルマラソン壮年男子６０歳代 58 2226 角谷　直樹 ｽﾐﾔ ﾅｵｷ 愛知県 4:22:00
フルマラソン壮年男子６０歳代 59 2189 櫻井　和利 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾄｼ 新潟県 4:22:08
フルマラソン壮年男子６０歳代 60 2134 平井　敏郎 ﾋﾗｲ ﾄｼﾛｳ 東京都 4:23:07
フルマラソン壮年男子６０歳代 61 2243 田島　英世 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾖ 千曲市 4:25:14 城下工業
フルマラソン壮年男子６０歳代 62 2106 山本　始 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 神奈川県 4:26:22 富士フィルム走友会
フルマラソン壮年男子６０歳代 63 2161 山中　光雄 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂｵ 川上村 4:27:15
フルマラソン壮年男子６０歳代 64 407 谷本　恵司 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲｼﾞ 大阪府 4:27:30 大阪陸上競技協会
フルマラソン壮年男子６０歳代 65 2147 西村　義明 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 松本市 4:27:57 ぷるるん
フルマラソン壮年男子６０歳代 66 2105 柴田　修 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ 松本市 4:27:57 松本すすき川走る会
フルマラソン壮年男子６０歳代 67 2270 山本　重成 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾅﾘ 安曇野市 4:28:06
フルマラソン壮年男子６０歳代 68 2111 梶原　千晴 ｶｼﾞﾊﾗ ﾁﾊﾙ 山梨県 4:28:10 潮風ランナーズ
フルマラソン壮年男子６０歳代 69 2182 吉田　正見 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 長野市 4:28:57 ＪＲＴＴ
フルマラソン壮年男子６０歳代 70 2153 大胡　洋 ｵｵｴﾍﾞｽ ﾋﾛｼ 広島県 4:29:29 マラニック
フルマラソン壮年男子６０歳代 71 2176 五味　穗積 ｺﾞﾐ ﾎﾂﾐ 東京都 4:30:04 江東シスターズ
フルマラソン壮年男子６０歳代 72 2237 岩原　久三 ｲﾜﾊﾗ ﾋｻﾐﾂ 上田市 4:31:45 フレックスＲＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 73 2195 古道　民主男 ﾌﾙﾐﾁ ﾐｽｵ 愛知県 4:32:00 東海マラニック
フルマラソン壮年男子６０歳代 74 2162 関口　一栄 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｴｲ 東京都 4:32:26
フルマラソン壮年男子６０歳代 75 2188 中西　敏夫 ﾅｶﾆｼ ﾄｼｵ 北海道 4:32:45 北海Ｚー８０
フルマラソン壮年男子６０歳代 76 2234 武田　啓正 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｾｲ 石川県 4:32:46
フルマラソン壮年男子６０歳代 77 2107 宮本　優 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾙ 大阪府 4:34:41
フルマラソン壮年男子６０歳代 78 2208 豊山　文博 ﾄﾖﾔﾏ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県 4:35:15 エンジン技術部
フルマラソン壮年男子６０歳代 79 2221 馬淵　正孝 ﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 岐阜県 4:35:27
フルマラソン壮年男子６０歳代 80 2207 黒岩　正達 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾀﾂ 愛知県 4:35:53
フルマラソン壮年男子６０歳代 81 2193 黒田　裕雄 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｵ 愛知県 4:37:43 １３８
フルマラソン壮年男子６０歳代 82 2216 和田　文利 ﾜﾀﾞ ﾌﾐﾄｼ 長野市 4:39:28
フルマラソン壮年男子６０歳代 83 2267 米森　寛 ﾖﾈﾓﾘ ﾋﾛｼ 三重県 4:39:29
フルマラソン壮年男子６０歳代 84 2171 森本　昌尚 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾅｵ 富山県 4:40:24 フル百回楽走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 85 2236 岡田　清夫 ｵｶﾀﾞ ｷﾖｵ 坂城町 4:40:48
フルマラソン壮年男子６０歳代 86 2166 木村　公男 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ 長野市 4:41:41 チーム絶好調
フルマラソン壮年男子６０歳代 87 2169 松田　和吉 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 信濃町 4:43:06 富士里３３会
フルマラソン壮年男子６０歳代 88 401 西澤　清文 ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾖﾌﾐ 長野市 4:44:02 進歩ーＮＹ
フルマラソン壮年男子６０歳代 89 2158 成実　則行 ﾅﾙﾐ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 4:44:03
フルマラソン壮年男子６０歳代 90 2229 小泉　智海 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ 茅野市 4:44:43
フルマラソン壮年男子６０歳代 91 2104 小出　隆 ｺｲﾃﾞ ﾀｶｼ 長野市 4:45:21
フルマラソン壮年男子６０歳代 92 2254 山岸　篤 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ 長野市 4:47:36
フルマラソン壮年男子６０歳代 93 2240 中山　孝則 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 富山県 4:48:13
フルマラソン壮年男子６０歳代 94 2272 山田　栄一 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁ 大町市 4:48:48 チームＤＡＭＡ
フルマラソン壮年男子６０歳代 95 2250 丸山　篤敬 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂﾉﾘ 長野市 4:49:20
フルマラソン壮年男子６０歳代 96 2233 小泉　忠夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｵ 長野市 4:49:31 長野走ろう会
フルマラソン壮年男子６０歳代 97 2214 柳澤　喜久男 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｸｵ 須坂市 4:49:40
フルマラソン壮年男子６０歳代 98 2174 橋本　隆夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 京都府 4:50:29
フルマラソン壮年男子６０歳代 99 2148 羽生田　幸一 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ 須坂市 4:50:50
フルマラソン壮年男子６０歳代 100 2260 松尾　泰至 ﾏﾂｵ ﾀｲｼﾞ 東京都 4:51:35 深川ランナーズ
フルマラソン壮年男子６０歳代 101 2112 小林　照雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 松川村 4:51:36
フルマラソン壮年男子６０歳代 102 2132 丸山　邦男 ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆｵ 東京都 4:52:09
フルマラソン壮年男子６０歳代 103 2213 渡邉　章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 埼玉県 4:52:16 あい企画
フルマラソン壮年男子６０歳代 104 2257 宮道　壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 埼玉県 4:52:42 空
フルマラソン壮年男子６０歳代 105 2244 山本　匡彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｺ 長野市 4:53:03 古牧小
フルマラソン壮年男子６０歳代 106 2246 濱口　幸治 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 神奈川県 4:53:17 横須賀鉄人魂会
フルマラソン壮年男子６０歳代 107 2114 西部　重郎 ﾆｼﾍﾞ ｼﾞｭｳﾛｳ 富山県 4:53:18 フル百回楽走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 108 2197 古屋　直樹 ﾌﾙﾔ ﾅｵｷ 東京都 4:54:02
フルマラソン壮年男子６０歳代 109 2249 酒井　和久 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 4:54:19 行政書士会
フルマラソン壮年男子６０歳代 110 2183 青木　道之 ｱｵｷ ﾐﾁﾕｷ 広島県 4:54:30 オフィスＫ２
フルマラソン壮年男子６０歳代 111 2248 大島　格郎 ｵｵｼﾏ ｶｸﾛｳ 石川県 4:55:20
フルマラソン壮年男子６０歳代 112 2135 高山　巌 ﾀｶﾔﾏ ｲﾜｵ 埼玉県 4:55:28 フラワーホーム
フルマラソン壮年男子６０歳代 113 2228 武藤　淳司 ﾑﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 岐阜県 4:57:04
フルマラソン壮年男子６０歳代 114 2199 桑島　誠 ｸﾜｼﾏ ﾏｺﾄ 栃木県 4:57:54 フル百回楽走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 115 2241 唐沢　文生 ｶﾗｻﾜ ﾌﾐｵ 箕輪町 5:00:51 ちいむもみじ
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フルマラソン壮年男子６０歳代 116 2185 遠藤　広之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:07:44 パナソニック環
フルマラソン壮年男子６０歳代 117 2256 磯村　達吉 ｲｿﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 愛知県 5:09:08 トヨタ車体ＯＢ
フルマラソン壮年男子６０歳代 118 2120 小川　裕 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 千葉県 5:10:37
フルマラソン壮年男子６０歳代 119 2218 孕石　剛一 ﾊﾗﾐｲｼ ｺｳｲﾁ 愛知県 5:11:35
フルマラソン壮年男子６０歳代 120 2131 大山　明 ｵｵﾔﾏ ｱｷﾗ 長崎県 5:11:57
フルマラソン壮年男子６０歳代 121 2103 加藤　孝一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 岐阜県 5:13:23 東濃健友走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 122 2220 山西　靜雄 ﾔﾏﾆｼ ｼｽﾞｵ 岐阜県 5:13:29 トップラン
フルマラソン壮年男子６０歳代 123 2232 平林　雄二 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 5:14:33
フルマラソン壮年男子６０歳代 124 2231 柳澤　秀幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 千曲市 5:15:26 ずくだしエコツアー
フルマラソン壮年男子６０歳代 125 2252 加門　宏荘 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 白馬村 5:15:45 白馬郵便局
フルマラソン壮年男子６０歳代 126 2139 持田　秀実 ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 5:15:53
フルマラソン壮年男子６０歳代 127 409 富吉　則文 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ 京都府 5:16:01 かもなす
フルマラソン壮年男子６０歳代 128 2225 綱嶋　良一 ﾂﾅｼﾏ ﾘｮｳｲﾁ 上田市 5:16:15 上田ミックスポーツ
フルマラソン壮年男子６０歳代 129 2251 木村　新二郎 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 群馬県 5:18:02
フルマラソン壮年男子６０歳代 130 2187 松島　昭 ﾏﾂｼﾏ ｱｷﾗ 兵庫県 5:18:03
フルマラソン壮年男子６０歳代 131 2181 松永　俊治 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 5:20:08 トラステック
フルマラソン壮年男子６０歳代 132 2224 松島　浩 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 石川県 5:24:49
フルマラソン壮年男子６０歳代 133 2186 東　晴記 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙｷ 埼玉県 5:24:58 朝日楽走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 134 2117 馬淵　紀之 ﾏﾌﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 三重県 5:25:25
フルマラソン壮年男子６０歳代 135 2191 ぬで島　正 ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 5:27:08
フルマラソン壮年男子６０歳代 136 2122 前田　秀基 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 5:31:10
フルマラソン壮年男子６０歳代 137 402 三田　茂延 ｻﾝﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野市 5:31:59 長野マラソンクラブ
フルマラソン壮年男子６０歳代 138 2157 神谷　政明 ｶﾐﾔ ﾏｻｱｷ 岐阜県 5:32:12
フルマラソン壮年男子６０歳代 139 2110 番場　正武 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾏｻﾀｹ 長野市 5:33:07
フルマラソン壮年男子６０歳代 140 2151 重野　勝彦 ｼｹﾞﾉ ｶﾂﾋｺ 佐久市 5:33:35 バイキンマン
フルマラソン壮年男子６０歳代 141 2264 居鶴　秀明 ｲﾂﾞﾙ ﾋﾃﾞｱｷ 青木村 5:33:38
フルマラソン壮年男子６０歳代 142 2124 諸橋　敬一 ﾓﾛﾊｼ ｹｲｲﾁ 新潟県 5:38:10 小島スポーツＲＣ
フルマラソン壮年男子６０歳代 143 2192 小林　秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 木祖村 5:38:55 やぶはら高原走ろう会
フルマラソン壮年男子６０歳代 144 2168 寺坂　隆義 ﾃﾗｻｶ ﾀｶﾖｼ 佐賀県 5:39:41 ミナノ精工
フルマラソン壮年男子６０歳代 145 2165 柴田　勝実 ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ 広島県 5:42:55
フルマラソン壮年男子６０歳代 146 2259 友寄　隆勝 ﾄﾓﾖﾘ ﾀｶｶﾂ 沖縄県 5:43:39
フルマラソン壮年男子６０歳代 147 2108 外山　真一 ﾄﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 5:46:24 アルバトロス
フルマラソン壮年男子６０歳代 148 2245 矢野　英夫 ﾔﾉ ﾋﾃﾞｵ 長野市 5:46:52 ５６１５Ｗ
フルマラソン壮年男子６０歳代 149 2136 柏山　育男 ｶｼﾔﾏ ｲｸｵ 神奈川県 5:48:40
フルマラソン壮年男子６０歳代 150 2102 成田　雄二 ﾅﾘﾀ ﾕｳｼﾞ 京都府 5:51:35
フルマラソン壮年男子６０歳代 151 2129 福田　英明 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 5:56:28
フルマラソン壮年男子６０歳代 152 2149 清水　光裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県 6:01:56 ねっこくらぶ
フルマラソン壮年男子６０歳代 153 2126 鍔本　和喜 ﾂﾊﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 愛知県 6:02:24 碧南健走会
フルマラソン壮年男子６０歳代 154 2160 西頭　俊幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 富山県 6:02:47
フルマラソン壮年男子６０歳代 155 2209 菊地　克則 ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 6:03:34
フルマラソン壮年男子６０歳代 156 2133 萬澤　義男 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ 東京都 6:06:59
フルマラソン壮年男子７０歳以上 1 2319 臼井　鐐造 ｳｽｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 愛知県 3:54:24 上名古屋ＪＣ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 2 2314 蜂谷　薫 ﾊﾁﾔ ｶｵﾙ 滋賀県 4:17:31
フルマラソン壮年男子７０歳以上 3 501 峯尾　全男 ﾐﾈｵ ﾀｹｵ 東京都 4:24:11 八王子富士森走友会
フルマラソン壮年男子７０歳以上 4 2324 池田　實男 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾂｵ 愛知県 4:29:17 らんらん
フルマラソン壮年男子７０歳以上 5 2315 平井　恭一 ﾋﾗｲ ｷｮｳｲﾁ 大阪府 4:31:08 岸和田健康クラブ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 6 2302 飯田　榮司 ｲｲﾀﾞ ｴｲｼﾞ 長野市 4:36:58
フルマラソン壮年男子７０歳以上 7 2327 江坂　立美 ｴｻｶ ﾀﾂﾐ 愛知県 4:43:59 日本ガイシＯＢ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 8 2309 村田　保 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ 埼玉県 4:46:15
フルマラソン壮年男子７０歳以上 9 2322 井出　和利 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾄｼ 小海町 4:56:47 さくれつラン
フルマラソン壮年男子７０歳以上 10 2307 花上　明男 ﾊﾅｳｴ ｱｷｵ 神奈川県 4:58:57
フルマラソン壮年男子７０歳以上 11 502 高橋　武久 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋｻ 長野市 5:04:33 長野赤十字病院
フルマラソン壮年男子７０歳以上 12 2318 小林　稠 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 生坂村 5:06:28 マラソンのつぼ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 13 2316 稲生　昶 ｲﾉｳ ﾋｻｼ 愛知県 5:10:28 日本テスコン
フルマラソン壮年男子７０歳以上 14 2317 牛田　淳 ｳｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 5:18:07 北園山の会
フルマラソン壮年男子７０歳以上 15 2326 夏目　信明 ﾅﾂﾒ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 5:19:01
フルマラソン壮年男子７０歳以上 16 2310 竹内　孝 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 愛知県 5:20:44
フルマラソン壮年男子７０歳以上 17 2312 馬郡　弘思 ﾏｺﾞｵﾘ ﾋﾛｼ 千葉県 5:23:04
フルマラソン壮年男子７０歳以上 18 2304 宮本　興一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 5:23:09 ＭＹＪＣ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 19 2325 田野口　重明 ﾀﾉｸﾁ ｼｹﾞｱｷ 千葉県 5:24:41 ラン友
フルマラソン壮年男子７０歳以上 20 2321 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 千葉県 5:34:23 お台場ＲＣ
フルマラソン壮年男子７０歳以上 21 2306 奥洞　進 ｵｸﾎﾞﾗ ｽｽﾑ 富山県 5:52:10 ランナーズ富山
フルマラソン壮年男子７０歳以上 22 2329 渡辺　克己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｷ 千葉県 5:58:15
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フルマラソン壮年女子５０歳代 1 2420 古橋　美どり ﾌﾙﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 静岡県 3:24:10 よんろく倶楽部
フルマラソン壮年女子５０歳代 2 604 島田　優子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 長野市 3:26:40 長野ＡＣ
フルマラソン壮年女子５０歳代 3 2428 宮澤　智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野市 3:44:12 チームのこのこ
フルマラソン壮年女子５０歳代 4 2455 塩嶋　牧子 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｷｺ 白馬村 3:49:11 ローン美容室
フルマラソン壮年女子５０歳代 5 2410 清水　薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 上田市 3:53:28
フルマラソン壮年女子５０歳代 6 2439 坂井　真由美 ｻｶｲ ﾏﾕﾐ 岐阜県 3:53:51
フルマラソン壮年女子５０歳代 7 602 高田　佳子 ﾀｶﾀ ｹｲｺ 愛知県 3:54:27
フルマラソン壮年女子５０歳代 8 2440 大山　富士子 ｵｵﾔﾏ ﾌｼﾞｺ 岐阜県 3:55:50
フルマラソン壮年女子５０歳代 9 2432 稲垣　由加里 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｶﾘ 愛知県 3:56:44 天白川走友会
フルマラソン壮年女子５０歳代 10 2426 小蔦　和子 ｺﾂﾀ ｶｽﾞｺ 東京都 3:56:48 アミカナ１４
フルマラソン壮年女子５０歳代 11 2452 鈴木　洋子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 愛知県 4:01:23
フルマラソン壮年女子５０歳代 12 605 西部　清子 ﾆｼﾍﾞ ｷﾖｺ 富山県 4:02:52 エアーズ
フルマラソン壮年女子５０歳代 13 2449 桜井　美津子 ｻｸﾗｲ ﾐﾂｺ 愛知県 4:03:41
フルマラソン壮年女子５０歳代 14 2423 佐々木　邦子 ｻｻｷ ｸﾆｺ 富山県 4:04:24
フルマラソン壮年女子５０歳代 15 2444 當間　久美子 ﾄｳﾏ ｸﾐｺ 兵庫県 4:05:50 高砂ＴＲＣ
フルマラソン壮年女子５０歳代 16 2411 山田　孝子 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｺ 新潟県 4:06:16
フルマラソン壮年女子５０歳代 17 2435 近藤　直子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ 大阪府 4:08:12
フルマラソン壮年女子５０歳代 18 2422 安藤　敬子 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 岐阜県 4:12:27
フルマラソン壮年女子５０歳代 19 2404 玉井　正子 ﾀﾏｲ ﾏｻｺ 佐久市 4:16:12
フルマラソン壮年女子５０歳代 20 2419 角田　早苗 ﾂﾉﾀﾞ ｻﾅｴ 群馬県 4:16:57 ビール飲み隊
フルマラソン壮年女子５０歳代 21 2427 丸山　美枝子 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｴｺ 愛知県 4:21:22
フルマラソン壮年女子５０歳代 22 601 葛西　久子 ｶｻｲ ﾋｻｺ 東京都 4:27:13
フルマラソン壮年女子５０歳代 23 2405 石田　智子 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 青森県 4:30:26 ワンゲルメッチェン
フルマラソン壮年女子５０歳代 24 2433 妹尾　ひとみ ｾﾉｵ ﾋﾄﾐ 愛知県 4:31:23
フルマラソン壮年女子５０歳代 25 2457 佐々木　スミ子 ｻｻｷ ｽﾐｺ 神奈川県 4:32:00
フルマラソン壮年女子５０歳代 26 2409 今永　麻由子 ｲﾏﾅｶﾞ ﾏﾕｺ 福岡県 4:33:04
フルマラソン壮年女子５０歳代 27 2446 黒島　利恵子 ｸﾛｼﾏ ﾘｴｺ 長野市 4:34:38 ぽさＲＵＮ
フルマラソン壮年女子５０歳代 28 2417 府中　美代子 ﾌﾁｭｳ ﾐﾖｺ 長野市 4:35:35 みよちゃん
フルマラソン壮年女子５０歳代 29 2414 川井田　敏子 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 長野市 4:36:13 日本無線
フルマラソン壮年女子５０歳代 30 2401 浅井　道子 ｱｻｲ ﾐﾁｺ 栃木県 4:43:01
フルマラソン壮年女子５０歳代 31 2448 天川　紀子 ｱﾏｶﾜ ﾉﾘｺ 東京都 4:44:29
フルマラソン壮年女子５０歳代 32 2402 藤井　富優子 ﾌｼﾞｲ ﾌﾕｺ 長野市 4:45:21 南長池ＣＬ
フルマラソン壮年女子５０歳代 33 2406 中西　みゆき ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｷ 大阪府 4:46:34
フルマラソン壮年女子５０歳代 34 2425 今村　美由紀 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 東京都 4:49:19 株式会社ラドビーナ
フルマラソン壮年女子５０歳代 35 2447 小牟礼　ひろみ ｺﾑﾚ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:50:21
フルマラソン壮年女子５０歳代 36 2434 菅原　充代 ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾁﾖ 兵庫県 4:51:53
フルマラソン壮年女子５０歳代 37 2421 嶋田　美枝 ｼﾏﾀﾞ ﾐｴ 白馬村 4:55:05
フルマラソン壮年女子５０歳代 38 2458 浮洲　洋子 ｳｷｽ ﾖｳｺ 岐阜県 4:55:39
フルマラソン壮年女子５０歳代 39 2407 山本　いづみ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 長野市 5:00:08 ＴＫＤ８８１
フルマラソン壮年女子５０歳代 40 2408 鞠子　玲子 ﾏﾘｺ ﾚｲｺ 岐阜県 5:02:30
フルマラソン壮年女子５０歳代 41 2459 工藤　佳代子 ｸﾄﾞｳ ｶﾖｺ 群馬県 5:07:16
フルマラソン壮年女子５０歳代 42 2453 米園　郁代 ﾖﾈｿﾞﾉ ｲｸﾖ 神奈川県 5:10:29
フルマラソン壮年女子５０歳代 43 2413 植田　啓 ｳｴﾀﾞ ｹｲ 松本市 5:15:58 ひまわり
フルマラソン壮年女子５０歳代 44 2443 白川　百合 ｼﾗｶﾜ ﾕﾘ 兵庫県 5:20:22 高砂ＴＲＣ
フルマラソン壮年女子５０歳代 45 2445 荻野　みゆき ｵｷﾞﾉ ﾐﾕｷ 塩尻市 5:21:26
フルマラソン壮年女子５０歳代 46 2437 三浦　薫 ﾐｳﾗ ｶｵﾙ 兵庫県 5:27:54
フルマラソン壮年女子５０歳代 47 2424 松井　幸代 ﾏﾂｲ ｻﾁﾖ 滋賀県 5:27:55
フルマラソン壮年女子５０歳代 48 2456 石本　朋美 ｲｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 東京都 5:34:52
フルマラソン壮年女子５０歳代 49 2450 不動　光子 ﾌﾄﾞｳ ﾐﾂｺ 大阪府 5:43:20
フルマラソン壮年女子５０歳代 50 2403 森　正美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ 東京都 5:47:07
フルマラソン壮年女子５０歳代 51 2438 泉　明美 ｲｽﾞﾐ ｱｹﾐ 大阪府 5:52:50
フルマラソン壮年女子６０歳以上 1 2513 大井　敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ 上田市 3:52:15 チームのこのこ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 2 2508 八木　久美子 ﾔｷﾞ ｸﾐｺ 新潟県 4:03:06
フルマラソン壮年女子６０歳以上 3 2510 豊川　ちか子 ﾄﾖｶﾜ ﾁｶｺ 愛知県 4:17:00
フルマラソン壮年女子６０歳以上 4 2516 松尾　京子 ﾏﾂｵ ｷｮｳｺ 東京都 4:20:46 深川ランナーズ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 5 2512 前川　淳子 ﾏｴｶﾜ ｱﾂｺ 香川県 4:33:09
フルマラソン壮年女子６０歳以上 6 2511 宮澤　富美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 新潟県 4:42:45
フルマラソン壮年女子６０歳以上 7 2504 西部　たまき ﾆｼﾍﾞ ﾀﾏｷ 富山県 4:50:56 フル百回楽走会
フルマラソン壮年女子６０歳以上 8 2501 青木　周子 ｱｵｷ ﾁｶｺ 松本市 4:55:48
フルマラソン壮年女子６０歳以上 9 2519 阿部　優子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 白馬村 4:58:37 アルプスジム
フルマラソン壮年女子６０歳以上 10 2517 飯田　真理子 ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｺ 東京都 5:06:32 内藤新宿３００ＲＣ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 11 2507 北須賀　佳子 ｷﾀｽｶﾞ ｹｲｺ 東京都 5:14:30 チョコチョコ
フルマラソン壮年女子６０歳以上 12 2503 吉田　美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 東京都 5:15:34
フルマラソン壮年女子６０歳以上 13 2514 宮川　由美子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 東京都 5:16:08
フルマラソン壮年女子６０歳以上 14 2506 大山　文子 ｵｵﾔﾏ ﾌﾐｺ 長崎県 5:18:05
フルマラソン壮年女子６０歳以上 15 2502 竹内　京子 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｺ 大町市 5:21:33
フルマラソン壮年女子６０歳以上 16 2509 成実　真由美 ﾅﾙﾐ ﾏﾕﾐ 千葉県 5:28:12
フルマラソン壮年女子６０歳以上 17 2515 田尻　ちづる子 ﾀｼﾞﾘ ﾁﾂﾞﾙｺ 愛知県 5:32:05
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ハーフ一般男子 1 3001 西沢　紀元 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市 1:12:36
ハーフ一般男子 2 3005 唐木　正敏 ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 駒ヶ根市 1:13:15 ル・プレジール
ハーフ一般男子 3 3008 海津　淳 ｶｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:15:45 八王子市役所
ハーフ一般男子 4 3006 竹村　僚太 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市 1:16:09 大北陸協
ハーフ一般男子 5 3996 佐々木　覚 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 長野市 1:19:45 長野県警察
ハーフ一般男子 6 3014 山岸　和真 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 長野市 1:20:46 大町市陸協
ハーフ一般男子 7 3708 手塚　道夫 ﾃﾂﾞｶ ﾐﾁｵ 松本市 1:23:27 自衛隊長野地本
ハーフ一般男子 8 3010 佐野　優 ｻﾉ ﾕｳ 静岡県 1:25:37
ハーフ一般男子 9 3935 倉澤　勘太 ｸﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 千葉県 1:26:17 亀田総合病院
ハーフ一般男子 10 3854 漆戸　隆司 ｳﾙｼﾄﾞ ﾀｶｼ 箕輪町 1:26:30
ハーフ一般男子 11 3947 北澤　孝訓 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野市 1:27:01
ハーフ一般男子 12 3736 塩原　浩司 ｼｵﾊﾗ ｺｳｼﾞ 伊那市 1:27:30
ハーフ一般男子 13 3802 中村　真吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 千葉県 1:28:04 鋸南町体育協会
ハーフ一般男子 14 3741 柳澤　行基 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷﾓﾄ 長野市 1:28:12 大町郵便局
ハーフ一般男子 15 3777 島田　誠一 ｼﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 長野市 1:28:34 信里ＲＣ
ハーフ一般男子 16 3004 内山　文夫 ｳﾁﾔﾏ ﾌﾐｵ 三重県 1:28:56
ハーフ一般男子 17 3969 細川　豪 ﾎｿｶﾜ ﾀｹｼ 塩尻市 1:29:08
ハーフ一般男子 18 4019 荒井　祐希 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 長野市 1:29:35
ハーフ一般男子 19 3788 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安曇野市 1:29:55 共立製作所
ハーフ一般男子 20 3730 神田　智樹 ｶﾝﾀﾞ ｻﾄｷ 長野市 1:30:24 ■■ＦＲＣ■■
ハーフ一般男子 21 3909 山田　知希 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ 群馬県 1:30:26 群馬県庁
ハーフ一般男子 22 3966 藤原　康紘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ 安曇野市 1:31:55 大町ＬＧＤＳ
ハーフ一般男子 23 3954 林部　真悟 ﾊﾔｼﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 長野市 1:32:02
ハーフ一般男子 24 3913 秋山　充也 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾔ 塩尻市 1:32:10 中信教育事務所
ハーフ一般男子 25 3983 鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 大町市 1:32:24 下衆の極み
ハーフ一般男子 26 3919 高山　智成 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 安曇野市 1:32:59
ハーフ一般男子 27 3912 小林　俊太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ 箕輪町 1:33:16
ハーフ一般男子 28 3949 岡　俊樹 ｵｶ ﾄｼｷ 箕輪町 1:33:17 宮澤印刷
ハーフ一般男子 29 3877 菊池　新 ｷｸﾁ ｱﾗﾀ 安曇野市 1:35:14
ハーフ一般男子 30 3738 菅野　文雄 ｶﾝﾉ ﾌﾐｵ 神奈川県 1:35:34 松田事業所
ハーフ一般男子 31 3003 猪熊　正美 ｲﾉｸﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 1:35:45
ハーフ一般男子 32 3775 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 松川村 1:36:11
ハーフ一般男子 33 3011 岩波　一樹 ｲﾜﾅﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 1:36:11 チーム１８７３
ハーフ一般男子 34 3939 中島　浩 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 1:36:18 中島鉄筋
ハーフ一般男子 35 3899 東　直矢 ﾋｶﾞｼ ﾅｵﾔ 東京都 1:36:56
ハーフ一般男子 36 3976 萩原　孝幸 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 岐阜県 1:37:31 国土交通省
ハーフ一般男子 37 3847 齋藤　直宏 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 愛知県 1:37:52
ハーフ一般男子 38 3814 黒井　貴行 ｸﾛｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:38:16
ハーフ一般男子 39 3791 赤塚　新司 ｱｶﾂｶ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:38:26
ハーフ一般男子 40 3893 長瀬　将城 ﾅｶﾞｾ ﾏｻｷ 神奈川県 1:38:29
ハーフ一般男子 41 3876 小山　康文 ｺﾔﾏ ﾔｽﾌﾐ 長野市 1:39:10
ハーフ一般男子 42 3956 佐藤　光佑 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:39:12
ハーフ一般男子 43 3818 駒田　誠次郎 ｺﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ 安曇野市 1:39:34
ハーフ一般男子 44 3012 牛山　裕也 ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 塩尻市 1:40:08 都市大塩尻
ハーフ一般男子 45 3013 三間　玲緒 ﾐﾂﾏ ﾚｵ 安曇野市 1:40:08 都市大塩尻
ハーフ一般男子 46 3981 肥後　紀仁 ﾋｺﾞ ﾉﾘﾋﾄ 新潟県 1:40:21 ＦＭＳ
ハーフ一般男子 47 3838 佐藤　欣紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:40:52 さいたま市教育委員会
ハーフ一般男子 48 3710 中垣　岳人 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｹﾄ 安曇野市 1:41:08
ハーフ一般男子 49 5061 田中　克典 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ 静岡県 1:41:13 ＲＯＵＮＤ５
ハーフ一般男子 50 3833 岡澤　秀明 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 長野市 1:41:27
ハーフ一般男子 51 3002 富澤　顕 ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝ 長野市 1:41:34 きたながのＲＣ
ハーフ一般男子 52 3871 荒井　保洋 ｱﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 松本市 1:41:39 昭和電工
ハーフ一般男子 53 4022 山田　一貴 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 1:41:41
ハーフ一般男子 54 3921 後藤　秀春 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 安曇野市 1:42:00
ハーフ一般男子 55 3819 高橋　基毅 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷ 愛知県 1:42:24 名古屋大学
ハーフ一般男子 56 3995 松井　捷人 ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ 大町市 1:42:34
ハーフ一般男子 57 4014 土肥　利樹 ﾄﾞﾋ ﾄｼｷ 大阪府 1:42:44 大阪・貝塚市消防本部
ハーフ一般男子 58 3798 今泉　博通 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 愛知県 1:42:53 白馬ホームズイン
ハーフ一般男子 59 3821 飯塚　英明 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市 1:43:08
ハーフ一般男子 60 3772 竹内　紀幸 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1:43:25
ハーフ一般男子 61 3831 家田　大輔 ｲｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:43:31 野呂法律事務所
ハーフ一般男子 62 3920 諸富　公俊 ﾓﾛﾄﾐ ｷﾐﾄｼ 千葉県 1:43:36
ハーフ一般男子 63 3884 花崎　哲也 ﾊﾅｻｷ ﾃﾂﾔ 長野市 1:43:47
ハーフ一般男子 64 3923 林　克己 ﾊﾔｼ ｶﾂｷ 大阪府 1:43:48
ハーフ一般男子 65 3733 続麻　純生 ﾂﾂﾞｵ ｽﾐｵ 大町市 1:43:54 メットライフ
ハーフ一般男子 66 3782 佐々木　建一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:43:56
ハーフ一般男子 67 3825 西田　専 ﾆｼﾀﾞ ｾﾝ 長野市 1:44:05
ハーフ一般男子 68 3801 與語　葵 ﾖｺﾞ ｱｵｲ 千葉県 1:44:34
ハーフ一般男子 69 3904 柏崎　洸平 ｶｼﾜｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 大町市 1:44:55
ハーフ一般男子 70 3780 石尾　出 ｲｼｵ ｲｽﾞﾙ 松本市 1:45:01 梓川体協
ハーフ一般男子 71 3946 辻　寛 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 1:45:06 ＰＳＭ
ハーフ一般男子 72 3878 竹山　純 ﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大町市 1:45:14
ハーフ一般男子 73 3768 久松　嵩明 ﾋｻﾏﾂ ﾀｶｱｷ 岐阜県 1:45:34
ハーフ一般男子 74 3897 櫻川　秀敬 ｻｸﾗｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 1:45:46 長谷ランド
ハーフ一般男子 75 4018 小林　嘉敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾄｼ 大町市 1:46:13 大町市矢野園
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ハーフ一般男子 76 3914 井口　正宏 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 箕輪町 1:46:14 ちいむもみじ
ハーフ一般男子 77 3849 伊藤　裕一 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 長野市 1:46:19
ハーフ一般男子 78 3789 近藤　功一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:47:10
ハーフ一般男子 79 3885 唐澤　徹一 ｶﾗｻﾜ ﾃﾂｲﾁ 箕輪町 1:47:36 木下ＲＣ
ハーフ一般男子 80 3820 青木　義成 ｱｵｷ ﾖｼﾅﾘ 群馬県 1:47:37 藤岡ゆっくり走ろう会
ハーフ一般男子 81 3734 平林　誠 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 松本市 1:48:01 けんしん
ハーフ一般男子 82 3756 西條　健太 ﾆｼｼﾞｮｳ ｹﾝﾀ 上田市 1:48:11 鹿教湯病院
ハーフ一般男子 83 3915 古井　利幸 ﾌﾙｲ ﾄｼﾕｷ 松本市 1:48:22
ハーフ一般男子 84 3786 亀山　孝良 ｶﾒﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 岐阜県 1:49:06 美濃工業
ハーフ一般男子 85 3771 近藤　若人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾄ 愛知県 1:49:12
ハーフ一般男子 86 3892 安藤　徹次 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 安曇野市 1:49:27
ハーフ一般男子 87 3790 田邉　一之 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 1:49:29
ハーフ一般男子 88 3891 中尾　真 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 群馬県 1:49:38 ＲＰＣ
ハーフ一般男子 89 3879 藤井　円 ﾌｼﾞｲ ﾏﾄﾞｶ 埼玉県 1:49:40 おけら
ハーフ一般男子 90 3925 金子　雅之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ 諏訪市 1:49:42
ハーフ一般男子 91 3962 飯島　貴弘 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 茅野市 1:50:05
ハーフ一般男子 92 3719 菅澤　勉 ｽｹﾞｻﾜ ﾂﾄﾑ 大町市 1:50:12
ハーフ一般男子 93 3890 石原　和彦 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 1:50:20 ＴＴＤＣスノスポ
ハーフ一般男子 94 4025 酒井　甲輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 中野市 1:50:41
ハーフ一般男子 95 3955 中井　空 ﾅｶｲ ｿﾗ 神奈川県 1:50:46
ハーフ一般男子 96 3989 小林　靖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 大町市 1:50:53 北福島
ハーフ一般男子 97 3887 岡部　一秀 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 埼玉県 1:51:26
ハーフ一般男子 98 3943 八木澤　覚 ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾄﾙ 長野市 1:51:32 ニッキフロン
ハーフ一般男子 99 3770 北沢　智宗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾑﾈ 大町市 1:51:46
ハーフ一般男子 100 3750 岡安　真理 ｵｶﾔｽ ｼﾝﾘ 神奈川県 1:52:12
ハーフ一般男子 101 3888 内川　昭三 ｳﾁｶﾜ ｼｮｳｿﾞｳ 長野市 1:52:20 新光電気工業
ハーフ一般男子 102 4003 後藤　基宏 ｺﾞﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 1:52:26 永代一丁目
ハーフ一般男子 103 3709 中條　翔太 ﾅｶｼﾞｮｳ ｼｮｳﾀ 大町市 1:52:31
ハーフ一般男子 104 3749 猪熊　隆之 ｲﾉｸﾏ ﾀｶﾕｷ 茅野市 1:52:32
ハーフ一般男子 105 3940 吉田　征央 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:52:33
ハーフ一般男子 106 4012 林　孝英 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 岐阜県 1:52:41 岐阜地検
ハーフ一般男子 107 3813 三井　好則 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 山梨県 1:52:50
ハーフ一般男子 108 3929 坂和　公介 ｻｶﾜ ｺｳｽｹ 岐阜県 1:53:09
ハーフ一般男子 109 4011 不破　茂道 ﾌﾜ ｼｹﾞﾐﾁ 安曇野市 1:53:20
ハーフ一般男子 110 3778 降幡　光寿 ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾂﾄｼ 千葉県 1:53:20
ハーフ一般男子 111 3702 斎藤　康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:53:25
ハーフ一般男子 112 3721 西澤　淳弥 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 長野市 1:53:38 トーヨークリエイト（株）
ハーフ一般男子 113 3792 八代　義信 ﾔｼﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 1:53:39
ハーフ一般男子 114 3731 福良　浩一 ﾌｸﾗ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:53:41
ハーフ一般男子 115 3960 牧野　塁 ﾏｷﾉ ﾙｲ 大町市 1:53:41
ハーフ一般男子 116 3926 片桐　大祐 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 安曇野市 1:53:45
ハーフ一般男子 117 4024 渡辺　伸行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 長野市 1:54:12 須坂腎透析クリニック
ハーフ一般男子 118 3758 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 岐阜県 1:54:35
ハーフ一般男子 119 3971 後藤　貴哉 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾔ 小諸市 1:54:42
ハーフ一般男子 120 3735 小池　徹也 ｺｲｹ ﾃﾂﾔ 伊那市 1:54:45
ハーフ一般男子 121 3755 石河　卓 ｲｼｶﾜ ﾀｸ 東京都 1:54:52
ハーフ一般男子 122 3737 大沢　勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 伊那市 1:54:53
ハーフ一般男子 123 3928 伊藤　和貴 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 松本市 1:55:07
ハーフ一般男子 124 3866 宮坂　真二 ﾐﾔｻｶ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:55:11 株式会社ミヤサカ
ハーフ一般男子 125 3856 内山　智 ｳﾁﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知県 1:55:11
ハーフ一般男子 126 3793 春原　聡 ｽﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 長野市 1:55:14
ハーフ一般男子 127 3007 水上　健介 ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪町 1:55:27 岡谷工業高校
ハーフ一般男子 128 3900 末長　信二 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 長野市 1:55:35
ハーフ一般男子 129 3937 佐藤　大樹 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 安曇野市 1:55:45
ハーフ一般男子 130 3864 石原　睦 ｲｼﾊﾗ ﾑﾂﾐ 大町市 1:55:50 下衆の極み
ハーフ一般男子 131 3959 篠﨑　元嗣 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 白馬村 1:56:28 裾花小学校
ハーフ一般男子 132 3997 菅谷　貴大 ｽｶﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ 塩尻市 1:56:40
ハーフ一般男子 133 3742 呉　宗達 ｺﾞ ｿｳﾀﾂ 東京都 1:56:50 ＰＤＷ社
ハーフ一般男子 134 4020 阿部　淳一郎 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:57:04
ハーフ一般男子 135 3963 川口　将宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:57:06
ハーフ一般男子 136 3752 リグビー　ジョー ﾘｸﾞﾋﾞｰ ｼﾞｮｰ 白馬村 1:57:08
ハーフ一般男子 137 3987 町田　晃一 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 中野市 1:57:29
ハーフ一般男子 138 3905 柳谷　季久夫 ﾔﾅｷﾞﾔ ｷｸｵ 神奈川県 1:58:13 三機マラソン部
ハーフ一般男子 139 3994 小林　勲 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 大町市 1:58:37 大塚精工
ハーフ一般男子 140 3870 白澤　忠敏 ｼﾗｻﾜ ﾀﾀﾞﾄｼ 千曲市 1:58:50 長野赤十字病院
ハーフ一般男子 141 3805 烏田　倫宏 ｶﾗｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:59:16 チーム　カラス
ハーフ一般男子 142 3823 小原　悠 ｵﾊﾗ ﾋﾛｼ 上田市 1:59:58
ハーフ一般男子 143 3860 児玉　真和 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 2:00:01
ハーフ一般男子 144 3853 高澤　要 ﾀｶｻﾜ ｶﾅﾒ 安曇野市 2:00:21 下衆の極み
ハーフ一般男子 145 3834 飯島　一訓 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大町市 2:00:21 下衆の極み
ハーフ一般男子 146 3934 池田　誠規 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 新潟県 2:00:28
ハーフ一般男子 147 3716 井村　豪 ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ 長野市 2:00:33
ハーフ一般男子 148 3986 西尾　章 ﾆｼｵ ｱｷﾗ 安曇野市 2:00:50
ハーフ一般男子 149 3857 河野　一郎 ｶﾜﾉ ｲﾁﾛｳ 愛知県 2:01:10
ハーフ一般男子 150 3846 高橋　一仁 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ 大町市 2:01:20
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ハーフ一般男子 151 3717 中野　泰訓 ﾅｶﾉ ﾔｽﾉﾘ 大町市 2:01:42
ハーフ一般男子 152 3951 加藤　丈裕 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 長野市 2:02:04 日本食研株式会社
ハーフ一般男子 153 3705 栗原　久 ｸﾘﾊﾗ ﾋｻｼ 大町市 2:02:08 （株）アズミエンジニヤ
ハーフ一般男子 154 3868 原　宏尚 ﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ 松本市 2:02:12 セキスイハイム信越
ハーフ一般男子 155 3785 赤羽　徳幸 ｱｶﾊﾈ ﾉﾘﾕｷ 辰野町 2:02:19
ハーフ一般男子 156 3822 中村　輝彦 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ 坂城町 2:02:51
ハーフ一般男子 157 3715 塚田　雅樹 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｷ 安曇野市 2:02:58 （株）ポテトデリカ
ハーフ一般男子 158 3712 松宗　直人 ﾏﾂﾑﾈ ﾅｵﾄ 大町市 2:03:10
ハーフ一般男子 159 3916 樋口　穂高 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 大阪府 2:03:42 けあぱる
ハーフ一般男子 160 3704 美斉津　貴裕 ﾐｻｲﾂﾞ ﾀｶﾋﾛ 小諸市 2:03:49
ハーフ一般男子 161 3720 冨澤　修太 ﾄﾐｻﾜ ｼｭｳﾀ 長野市 2:04:50 ★★カモミール★★
ハーフ一般男子 162 3970 樺沢　徹也 ｶﾊﾞｻﾜ ﾃﾂﾔ 長野市 2:04:52
ハーフ一般男子 163 3806 美根　拓馬 ﾐﾈ ﾀｸﾏ 愛知県 2:05:08
ハーフ一般男子 164 3968 市橋　信博 ｲﾁﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 2:05:23
ハーフ一般男子 165 3896 中村　雄弥 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 小川村 2:05:30 小川村だいずの楽校
ハーフ一般男子 166 3817 村中　祐輝 ﾑﾗﾅｶ ﾕｳｷ 大町市 2:05:43
ハーフ一般男子 167 3836 萩本　雅泰 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔｽ 松本市 2:05:47
ハーフ一般男子 168 5060 馬野　博行 ｳﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:06:03
ハーフ一般男子 169 3714 内堀　貴章 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｶｱｷ 安曇野市 2:06:28
ハーフ一般男子 170 3745 竹内　大介 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 松本市 2:07:22
ハーフ一般男子 171 3840 山中　卓也 ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾔ 東京都 2:07:49 ポラリス
ハーフ一般男子 172 3944 井嶋　高幸 ｲｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 長野市 2:08:10
ハーフ一般男子 173 3760 小林　孝基 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川村 2:08:17 大町南小学校
ハーフ一般男子 174 3950 山口　輝剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾏｻ 松本市 2:08:30
ハーフ一般男子 175 3762 木下　剛 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 愛知県 2:08:51
ハーフ一般男子 176 3873 荒井　貴行 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:08:55
ハーフ一般男子 177 3967 西澤　成範 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾘ 大町市 2:09:02
ハーフ一般男子 178 3922 油谷　貴彦 ﾕﾀﾆ ﾀｶﾋｺ 東京都 2:09:29
ハーフ一般男子 179 4002 山野井　精一郎 ﾔﾏﾉｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 長野市 2:09:39
ハーフ一般男子 180 3845 中島　凱 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾞｲ 石川県 2:09:40 金沢大学
ハーフ一般男子 181 4000 関　靖典 ｾｷ ﾔｽﾉﾘ 安曇野市 2:09:57
ハーフ一般男子 182 3952 圓尾　英起 ﾏﾙｵ ﾋﾃﾞｷ 大町市 2:10:01
ハーフ一般男子 183 3751 新井　賢二 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 松本市 2:10:03 ＨＴＫランナーズ
ハーフ一般男子 184 3816 菅原　良介 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:10:07
ハーフ一般男子 185 3881 青山　文彦 ｱｵﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 愛知県 2:10:13 名港ランニング
ハーフ一般男子 186 3933 松村　達也 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:11:14
ハーフ一般男子 187 4017 荒明　紀和 ｱﾗｱｹ ﾉﾘｶｽﾞ 大町市 2:12:05
ハーフ一般男子 188 3732 岡田　嘉彦 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 長野市 2:12:37
ハーフ一般男子 189 3753 戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 群馬県 2:12:41 美咲成希
ハーフ一般男子 190 3911 遠藤　晃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 神奈川県 2:13:31 シャケラン
ハーフ一般男子 191 3703 山口　繁 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:13:52
ハーフ一般男子 192 3797 渋谷　国博 ｼﾌﾞﾔ ｸﾆﾋﾛ 安曇野市 2:14:00
ハーフ一般男子 193 3886 愛敬　操 ｱｲｷｮｳ ﾐｻｵ 東京都 2:14:10
ハーフ一般男子 194 3901 森本　裕介 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:14:12
ハーフ一般男子 195 3713 山岡　伸也 ﾔﾏｵｶ ｼﾝﾔ 松本市 2:14:25
ハーフ一般男子 196 3812 小宮山　義幸 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 千曲市 2:15:03
ハーフ一般男子 197 3972 嶋田　正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 中野市 2:15:07 トーヨークリエイト
ハーフ一般男子 198 3824 平尾　匡弘 ﾋﾗｵ ｸﾆﾋﾛ 埼玉県 2:15:13
ハーフ一般男子 199 3882 丑山　英司 ｳｼﾔﾏ ｴｲｼﾞ 安曇野市 2:15:28
ハーフ一般男子 200 3942 舩津　浩介 ﾌﾅﾂ ｺｳｽｹ 東京都 2:15:42
ハーフ一般男子 201 3754 水野　幸弘 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 松本市 2:15:47
ハーフ一般男子 202 3829 和田　信大 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岡谷市 2:15:47
ハーフ一般男子 203 3769 伊福　一教 ｲﾌｸ ｶｽﾞﾉﾘ 松本市 2:15:57
ハーフ一般男子 204 3848 山田　智成 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 長野市 2:16:43 【喜寄会】
ハーフ一般男子 205 3957 山田　誠洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松川村 2:16:51
ハーフ一般男子 206 3707 高見　佳輝 ﾀｶﾐ ﾖｼｷ 愛知県 2:16:53 杉山組
ハーフ一般男子 207 3739 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 長野市 2:17:15 額縁のタカハシ
ハーフ一般男子 208 3985 新海　拓朗 ｼﾝｶﾞｲ ﾀｸﾛｳ 大町市 2:17:51 八十二銀行
ハーフ一般男子 209 3796 小林　宏次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 長野市 2:18:02
ハーフ一般男子 210 3832 本間　和矢 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾔ 岐阜県 2:18:59
ハーフ一般男子 211 3883 立岡　正明 ﾀﾁｵｶ ﾏｻｱｷ 松本市 2:19:09
ハーフ一般男子 212 3945 大日方　達也 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀﾂﾔ 長野市 2:19:37
ハーフ一般男子 213 3973 冨永　耕平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 松本市 2:20:02
ハーフ一般男子 214 4008 山田　友春 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 安曇野市 2:21:41 三才山病院駅伝部
ハーフ一般男子 215 3740 田中　克典 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ 岐阜県 2:22:35
ハーフ一般男子 216 3975 竹内　正男 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｵ 松川村 2:22:44 ゲスの極み
ハーフ一般男子 217 3855 田上　修 ﾀｶﾞﾐ ｵｻﾑ 神奈川県 2:23:20
ハーフ一般男子 218 3907 江守　博光 ｴﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ 松本市 2:23:31 チーム五十嵐
ハーフ一般男子 219 3859 吉岡　豪 ﾖｼｵｶ ﾀｹﾙ 東京都 2:23:37
ハーフ一般男子 220 3932 麻場　惟央 ｱｻﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ 長野市 2:23:56
ハーフ一般男子 221 3872 諏訪　太紀 ｽﾜ ﾀｲｷ 塩尻市 2:24:08 エプソンアヴァシス
ハーフ一般男子 222 3927 駒場　智幸 ｺﾏﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 安曇野市 2:24:22 有明高原寮
ハーフ一般男子 223 3748 渡邉　宗之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾕｷ 長野市 2:24:32
ハーフ一般男子 224 3977 大竹　達也 ｵｵﾀｹ ﾀﾂﾔ 富山県 2:24:56 走らんまいけ富山
ハーフ一般男子 225 3781 高木　一樹 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川県 2:25:19
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ハーフ一般男子 226 3779 兒山　悠二 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:25:20
ハーフ一般男子 227 4016 宮崎　紀幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 長野市 2:25:55
ハーフ一般男子 228 3727 川上　友一 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁ 大町市 2:26:09 チーム・リセット
ハーフ一般男子 229 3743 春日　弘幸 ｶｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:26:53
ハーフ一般男子 230 3875 二木　健至 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾀｹｼ 安曇野市 2:27:24
ハーフ一般男子 231 3869 佐原　宏史 ｻﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:28:06
ハーフ一般男子 232 3724 西澤　槙彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｷﾋｺ 大町市 2:28:11 チーム・リセット
ハーフ一般男子 233 3844 東　克弥 ｱｽﾞﾏ ｶﾂﾔ 岐阜県 2:28:18
ハーフ一般男子 234 3867 高橋　武彦 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋｺ 安曇野市 2:28:20 さんのにふれんず
ハーフ一般男子 235 3889 仁泉　大輔 ﾆｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:28:22
ハーフ一般男子 236 3711 鷹巣　泰久 ﾀｶｽ ﾔｽﾋｻ 大町市 2:28:28
ハーフ一般男子 237 3723 相澤　朋文 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 大町市 2:28:42 チーム・リセット
ハーフ一般男子 238 3837 丹羽　啓太 ﾆﾜ ｹｲﾀ 愛知県 2:29:15
ハーフ一般男子 239 3936 望月　孝志 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶｼ 飯田市 2:29:48
ハーフ一般男子 240 3906 高橋　功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ 長野市 2:29:49 訪問看護ステーション
ハーフ一般男子 241 3759 永田　工 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾐ 岐阜県 2:30:10
ハーフ一般男子 242 3984 野矢　佳介 ﾉﾔ ｹｲｽｹ 山梨県 2:30:53
ハーフ一般男子 243 3839 服部　守恭 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾔｽ 大町市 2:32:09 下衆の極み
ハーフ一般男子 244 4007 鈴木　信吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 静岡県 2:32:15
ハーフ一般男子 245 3009 宮入　祐次郎 ﾐﾔｲﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 2:32:21 ＵＳＡＭＩＲＣ
ハーフ一般男子 246 4023 竹内　直弥 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾔ 長野市 2:33:08
ハーフ一般男子 247 3874 栄田　真吾 ｻｶｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県 2:33:18
ハーフ一般男子 248 4005 田口　誠 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 松本市 2:33:24
ハーフ一般男子 249 3979 廣川　修一 ﾋﾛｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 松本市 2:33:43
ハーフ一般男子 250 3992 杉浦　友裕 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 2:33:55 信州大学
ハーフ一般男子 251 3852 佐野　慶輔 ｻﾉ ｹｲｽｹ 長野市 2:35:02 信州大学高木研
ハーフ一般男子 252 3938 高田　晃 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 松本市 2:35:58
ハーフ一般男子 253 3965 森　文章 ﾓﾘ ﾌﾐｱｷ 大町市 2:36:23
ハーフ一般男子 254 3908 川俣　俊介 ｶﾜﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 塩尻市 2:36:25 ナイス
ハーフ一般男子 255 3729 徳山　靖記 ﾄｸﾔﾏ ﾔｽｷ 三重県 2:37:45
ハーフ一般男子 256 4009 内河　明彦 ｳﾁｶﾜ ｱｷﾋｺ 長野市 2:40:25 ■玉井建設■
ハーフ一般男子 257 3931 佐伯　博文 ｻｴｷ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:42:30 はしーるズ
ハーフ一般男子 258 3826 田中　直也 ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 松本市 2:44:00
ハーフ一般男子 259 3827 檞原　郁弥 ｸﾇｷﾞﾊﾗ ﾌﾐﾔ 安曇野市 2:44:00
ハーフ一般男子 260 3784 船着　裕史 ﾌﾅﾂｷ ﾋﾛｼ 安曇野市 2:44:57
ハーフ一般男子 261 3794 鈴木　孝博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 松本市 2:45:10
ハーフ一般男子 262 3863 小澤　弘樹 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 愛知県 2:45:13
ハーフ一般男子 263 3958 松本　星治 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ 白馬村 2:45:36
ハーフ一般男子 264 3961 藤　高彰 ﾄｳ ﾀｶｱｷ 松本市 2:45:54
ハーフ一般男子 265 3746 丸山　恭平 ﾏﾙﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 長野市 2:46:38
ハーフ一般男子 266 3774 知野　俊明 ﾁﾉ ﾄｼｱｷ 千曲市 2:48:50
ハーフ一般男子 267 3718 松山　直仁 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 松川村 2:51:21
ハーフ一般男子 268 4013 上田　尚也 ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 愛知県 2:51:27
ハーフ一般男子 269 3858 上條　透 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:52:00
ハーフ一般男子 270 3726 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 大町市 2:52:42
ハーフ一般男子 271 4010 佐藤　賢司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 長野市 2:54:10
ハーフ一般男子 272 3725 降旗　伸治朗 ﾌﾘﾊﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 大町市 2:56:30 チーム・リセット
ハーフ一般男子 273 3728 高原　博史 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 松川村 2:56:31 チーム・リセット
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ハーフ一般女子 1 4267 永尾　薫 ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ 千葉県 1:19:07 チームアオヤマ
ハーフ一般女子 2 3105 中島　麻貴恵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷｴ 千葉県 1:27:58 吉野医院
ハーフ一般女子 3 4203 松澤　加奈子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 小谷村 1:30:22
ハーフ一般女子 4 3104 坂口　瑛 ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘ 富山県 1:30:58
ハーフ一般女子 5 4320 山元　みく ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ 愛知県 1:32:33
ハーフ一般女子 6 3103 渡邉　律子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾂｺ 埼玉県 1:32:49 刀水ＡＣ
ハーフ一般女子 7 4301 泉　雅代 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖ 長野市 1:37:56 きたながのＲＣ
ハーフ一般女子 8 4293 深澤　真由美 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 安曇野市 1:38:34 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 9 4226 岡安　あゆみ ｵｶﾔｽ ｱﾕﾐ 神奈川県 1:42:22
ハーフ一般女子 10 3102 山際　麻代 ﾔﾏｷﾞﾜ ｱｻﾖ 神奈川県 1:43:26 半原レッドデビルス
ハーフ一般女子 11 4258 今泉　さおり ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｵﾘ 愛知県 1:44:44 白馬ホームズイン
ハーフ一般女子 12 4340 中島　菜都美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 大町市 1:45:13
ハーフ一般女子 13 4284 ムーン　ステファニﾑｰﾝ ｽﾃﾌｧﾆｰ 安曇野市 1:46:03 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 14 4276 伊藤　有里 ｲﾄｳ ﾕﾘ 長野市 1:46:18
ハーフ一般女子 15 4342 荒井　友花 ｱﾗｲ ﾕｶ 長野市 1:46:24 丸善食品工業（株）
ハーフ一般女子 16 4251 高木　若葉 ﾀｶｷﾞ ﾜｶﾊﾞ 東京都 1:48:42
ハーフ一般女子 17 4290 矢本　明子 ﾔﾓﾄ ｱｷｺ 東京都 1:50:16
ハーフ一般女子 18 4316 新井　彩紀 ｱﾗｲ ｻｷ 松本市 1:51:04
ハーフ一般女子 19 3106 白江　真有美 ｼﾗｴ ﾏﾕﾐ 三重県 1:51:27
ハーフ一般女子 20 4255 上原　ゆり子 ｳｴﾊﾗ ﾕﾘｺ 群馬県 1:52:35 碓氷クラブ
ハーフ一般女子 21 4266 宮川　寿美恵 ﾐﾔｶﾞﾜ ｽﾐｴ 安曇野市 1:54:22
ハーフ一般女子 22 4311 高谷　るみ子 ﾀｶﾔ ﾙﾐｺ 東京都 1:55:46
ハーフ一般女子 23 4225 田篠　厚子 ﾀｼﾉ ｱﾂｺ 飯綱町 1:55:48
ハーフ一般女子 24 4222 金本　仁美 ｶﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ 松本市 1:56:00
ハーフ一般女子 25 4238 月岡　千恵 ﾂｷｵｶ ﾁｴ 長野市 1:56:29
ハーフ一般女子 26 4209 松本　こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 大町市 1:57:37
ハーフ一般女子 27 4262 小高　乙恵 ｵﾀﾞｶ ｵﾄｴ 東京都 1:57:53
ハーフ一般女子 28 4268 岡嶌　香織 ｵｶｼﾞﾏ ｶｵﾘ 長野市 1:59:26
ハーフ一般女子 29 4335 山戸　美千代 ﾔﾏﾄ ﾐﾁﾖ 東京都 1:59:36
ハーフ一般女子 30 4302 末長　祐子 ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｺ 長野市 2:00:15
ハーフ一般女子 31 4323 堤　陽子 ﾂﾂﾐ ﾖｳｺ 白馬村 2:00:25 親子ネット長野
ハーフ一般女子 32 4283 児玉　理江 ｺﾀﾞﾏ ﾘｴ 静岡県 2:00:47
ハーフ一般女子 33 4297 榎本　直美 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵﾐ 神奈川県 2:03:45 たまなんくらぶ
ハーフ一般女子 34 4224 熊谷　ルミ ｸﾏｶﾞｲ ﾙﾐ 飯田市 2:04:47
ハーフ一般女子 35 4326 宮澤　真由美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 長野市 2:04:52
ハーフ一般女子 36 4237 杉田　直子 ｽｷﾞﾀ ﾅｵｺ 長野市 2:05:12
ハーフ一般女子 37 4259 水澤　志保子 ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本市 2:05:56
ハーフ一般女子 38 4275 中嶋　秋子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 安曇野市 2:07:10
ハーフ一般女子 39 4248 加藤　絵美子 ｶﾄｳ ｴﾐｺ 東京都 2:07:54
ハーフ一般女子 40 4314 高橋　寛子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 神奈川県 2:08:02 ＳＳＣ
ハーフ一般女子 41 4319 大口　みのり ｵｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 大町市 2:08:08
ハーフ一般女子 42 4201 河野　千穂 ｺｳﾉ ﾁﾎ 伊那市 2:09:08
ハーフ一般女子 43 4304 橋本　友美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知県 2:09:15
ハーフ一般女子 44 4303 大谷　智美 ｵｵﾀﾆ ｻﾄﾐ 愛知県 2:09:15
ハーフ一般女子 45 4336 飯田　有未 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐ 埼玉県 2:10:09
ハーフ一般女子 46 4318 小宮山　真美子 ｺﾐﾔﾏ ﾏﾐｺ 東京都 2:10:26
ハーフ一般女子 47 4220 折敷地　香 ｵｼｷｼﾞ ｶｵﾘ 岐阜県 2:10:41 高山日赤
ハーフ一般女子 48 4305 池田　彩 ｲｹﾀﾞ ｱﾔ 石川県 2:11:31
ハーフ一般女子 49 4308 坂本　栞 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 埼玉県 2:12:12
ハーフ一般女子 50 4210 角田　あゆみ ﾂﾉﾀﾞ ｱﾕﾐ 群馬県 2:12:14
ハーフ一般女子 51 4235 藤城　朋子 ﾌｼﾞｼﾛ ﾄﾓｺ 愛知県 2:13:00
ハーフ一般女子 52 4344 伴　文子 ﾊﾞﾝ ﾌﾐｺ 東京都 2:13:08 ＢＡＮ　ＡＣ
ハーフ一般女子 53 4247 中田　由紀子 ﾅｶﾀﾞ ﾕｷｺ 岐阜県 2:14:13
ハーフ一般女子 54 4252 近藤　潔盈 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｲﾝ 埼玉県 2:14:31
ハーフ一般女子 55 3101 吉田　佑実 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐ 長野市 2:14:35 長野マラソンクラブ
ハーフ一般女子 56 4300 西上　葉子 ﾆｼｶﾞﾐ ﾖｳｺ 長野市 2:15:08 栗田の里
ハーフ一般女子 57 4279 田上　郁実 ﾀｶﾞﾐ ｲｸﾐ 神奈川県 2:15:11
ハーフ一般女子 58 4349 山岸　幸子 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾁｺ 東京都 2:15:30
ハーフ一般女子 59 4327 柳原　祐佳子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｶｺ 愛知県 2:16:13
ハーフ一般女子 60 4212 松浦　実穂 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 大町市 2:16:20 八坂美麻学園
ハーフ一般女子 61 4211 斉藤　むつみ ｻｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 長野市 2:16:31
ハーフ一般女子 62 4202 木之下　恭子 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳｺ 東京都 2:18:33 ＬＯＣＫＥＲＳ
ハーフ一般女子 63 4332 荒木　みな ｱﾗｷ ﾐﾅ 東京都 2:18:44
ハーフ一般女子 64 4271 岡本　麻衣子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ 長野市 2:19:13
ハーフ一般女子 65 4285 小野　博美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 兵庫県 2:20:11
ハーフ一般女子 66 4242 鳥山　遥夏 ﾄﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ 神奈川県 2:20:48
ハーフ一般女子 67 4306 神野　三枝子 ｼﾞﾝﾉ ﾐｴｺ 愛知県 2:21:31
ハーフ一般女子 68 4348 山田　愛子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｺ 安曇野市 2:21:47
ハーフ一般女子 69 4321 山本　詩織 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 愛知県 2:22:06
ハーフ一般女子 70 4287 美谷島　加奈 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾅ 松本市 2:23:07 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 71 4289 長澤　美保 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾎ 安曇野市 2:23:43 おひさまＲＣ
ハーフ一般女子 72 4310 岩波　世津子 ｲﾜﾅﾐ ｾﾂｺ 東京都 2:23:56 チーム１８７３
ハーフ一般女子 73 4236 清水　真理子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｺ 群馬県 2:24:19
ハーフ一般女子 74 4317 犬塚　加代子 ｲﾇﾂﾞｶ ｶﾖｺ 愛知県 2:24:46 名港ＲＣ
ハーフ一般女子 75 4322 山岸　希 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 大町市 2:25:17
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ハーフ一般女子 76 4253 岡村　真理子 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘｺ 長野市 2:25:18
ハーフ一般女子 77 4331 西澤　あさ美 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｻﾐ 長野市 2:25:18
ハーフ一般女子 78 4295 中村　幸代 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾖ 愛知県 2:25:34
ハーフ一般女子 79 4298 佐藤　美希 ｻﾄｳ ﾐｷ 岐阜県 2:25:48
ハーフ一般女子 80 4296 高桑　なつみ ﾀｶｸﾜ ﾅﾂﾐ 愛知県 2:25:48
ハーフ一般女子 81 4307 川端　里美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 兵庫県 2:26:01
ハーフ一般女子 82 5068 荒井　静江 ｱﾗｲ ｼｽﾞｴ 大町市 2:27:15
ハーフ一般女子 83 4230 ナルテ　紅蘭鶴 ﾅﾙﾃ ｸﾗﾝｽﾞﾙ 長野市 2:27:15
ハーフ一般女子 84 4281 村山　美香 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｶ 千曲市 2:28:00 長野赤十字病院
ハーフ一般女子 85 4273 東　里美 ｱｽﾞﾏ ｻﾄﾐ 岐阜県 2:28:17
ハーフ一般女子 86 4299 仁泉　京子 ﾆｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:28:23
ハーフ一般女子 87 4234 立岩　友枝 ﾀﾃｲﾜ ﾄﾓｴ 愛知県 2:28:23
ハーフ一般女子 88 4282 若林　三枝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｴ 安曇野市 2:28:46
ハーフ一般女子 89 4313 飯森　千種 ｲｲﾓﾘ ﾁｸﾞｻ 大町市 2:28:54
ハーフ一般女子 90 4286 高橋　千恵 ﾀｶﾊｼ ﾁｴ 安曇野市 2:29:04
ハーフ一般女子 91 4228 ねるそん　えりん ﾈﾙｿﾝ ｴﾘﾝ 松本市 2:29:18
ハーフ一般女子 92 4213 福島　千夏 ﾌｸｼﾏ ﾁﾅﾂ 大町市 2:29:26 チーム・リセット
ハーフ一般女子 93 4341 田見　伸江 ﾀﾐ ﾉﾌﾞｴ 安曇野市 2:29:53 安曇野赤十字
ハーフ一般女子 94 4328 川上　始花 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙｶ 上田市 2:30:22
ハーフ一般女子 95 4207 多羅沢　恵利子 ﾀﾗｻﾜ ｴﾘｺ 千曲市 2:30:38
ハーフ一般女子 96 4309 塚本　陽子 ﾂｶﾓﾄ ﾖｳｺ 東京都 2:30:58 ＴＯＤＯ
ハーフ一般女子 97 4233 曽根　柔 ｿﾈ ﾔﾜﾗ 愛知県 2:31:37
ハーフ一般女子 98 4324 松方　路子 ﾏﾂｶﾀ ﾐﾁｺ 池田町 2:32:18 宇宙
ハーフ一般女子 99 4274 宮入　史香 ﾐﾔｲﾘ ﾌﾐｶ 東京都 2:32:21
ハーフ一般女子 100 4214 福島　和美 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾐ 大町市 2:33:06 チーム・リセット
ハーフ一般女子 101 4254 佐藤　佳代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ 愛知県 2:34:44
ハーフ一般女子 102 4346 後藤　真季子 ｺﾞﾄｳ ﾏｷｺ 東京都 2:34:49 永代一丁目
ハーフ一般女子 103 4270 山本　良江 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｴ 山ﾉ内町 2:35:10
ハーフ一般女子 104 4345 中村　亜砂美 ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松川村 2:35:20
ハーフ一般女子 105 4347 須田　智子 ｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 長野市 2:35:30
ハーフ一般女子 106 4315 有坂　奈美 ｱﾘｻｶ ﾅﾐ 長野市 2:35:51
ハーフ一般女子 107 4343 増田　千恵 ﾏｽﾀﾞ ﾁｴ 長野市 2:35:55 信州大学
ハーフ一般女子 108 4350 岡　雅代 ｵｶ ﾏｻﾖ 神奈川県 2:36:56
ハーフ一般女子 109 4221 金本　典子 ｶﾈﾓﾄ ﾉﾘｺ 愛知県 2:37:26
ハーフ一般女子 110 4241 藤倉　幸子 ﾌｼﾞｸﾗ ｻﾁｺ 塩尻市 2:38:19
ハーフ一般女子 111 4272 中野　菊枝 ﾅｶﾉ ｷｸｴ 東京都 2:39:15
ハーフ一般女子 112 4250 奥谷　実香 ｵｸﾀﾆ ﾐｶ 塩尻市 2:39:42
ハーフ一般女子 113 4291 川上　智子 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｺ 愛知県 2:40:12
ハーフ一般女子 114 4217 渡邉　有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:41:31
ハーフ一般女子 115 4245 新井　美香 ｱﾗｲ ﾐｶ 長野市 2:41:35
ハーフ一般女子 116 4215 宮本　あずさ ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ 大町市 2:41:35 チーム・リセット
ハーフ一般女子 117 4243 納　ジャルニー ｵｻﾒ ｼﾞｬﾙﾆｰ 東京都 2:41:42
ハーフ一般女子 118 4227 磯崎　絵津子 ｲｿｻﾞｷ ｴﾂｺ 東京都 2:45:55
ハーフ一般女子 119 4205 菅沢　友里圭 ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 大町市 2:46:22
ハーフ一般女子 120 4204 奥原　志織 ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 大町市 2:46:22
ハーフ一般女子 121 4219 安藤　百合 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 岐阜県 2:46:31
ハーフ一般女子 122 4223 春日　純子 ｶｽｶﾞ ｽﾐｺ 愛知県 2:47:57
ハーフ一般女子 123 4334 角田　直子 ｽﾐﾀﾞ ﾅｵｺ 滋賀県 2:50:29
ハーフ一般女子 124 4216 丸山　結花 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ 池田町 2:52:04 チーム・リセット
ハーフ一般女子 125 4206 鬼頭　美絵 ｷﾄｳ ﾐｴ 長野市 2:52:47
ハーフ一般女子 126 4337 小林　妙子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｴｺ 佐久穂町 2:56:19
ハーフ一般女子 127 4333 島　香奈恵 ｼﾏ ｶﾅｴ 松本市 2:57:05
ハーフ一般女子 128 4280 渡辺　さおり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ 東京都 2:58:52 多摩川クラブ
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ハーフ壮年男子５０歳代 1 4460 野竹　文彦 ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ 箕輪町 1:22:43 イナリサーチ
ハーフ壮年男子５０歳代 2 3205 宮沢　浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 長野市 1:24:01 北野ＪＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 3 4407 藤谷　健 ﾌｼﾞﾀﾆ ｹﾝ 松本市 1:24:16 すまいるＡＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 4 3201 芦川　茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 1:26:48 ハクラクＡＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 5 4551 丸山　修樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 大町市 1:27:53
ハーフ壮年男子５０歳代 6 3210 太田　正明 ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ 長野市 1:27:56 ＯＲＩＯＮ
ハーフ壮年男子５０歳代 7 3203 唐澤　直樹 ｶﾗｻﾜ ﾅｵｷ 伊那市 1:28:33 伊那市陸上競技協会
ハーフ壮年男子５０歳代 8 3213 篠原　芳紀 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 佐久市 1:29:02 さくれつラン
ハーフ壮年男子５０歳代 9 4559 高橋　靖弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 大町市 1:29:35
ハーフ壮年男子５０歳代 10 4412 髙田　晋司 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:30:04 名城ＡＲＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 11 4570 桂川　幹直 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾓﾄﾅｵ 岐阜県 1:30:18
ハーフ壮年男子５０歳代 12 4573 鳥飼　重友 ﾄﾘｶｲ ｼｹﾞﾄﾓ 愛知県 1:31:13
ハーフ壮年男子５０歳代 13 4438 山田　義明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 兵庫県 1:32:30 村田機械
ハーフ壮年男子５０歳代 14 3209 武藤　実 ﾑﾄｳ ﾐﾉﾙ 埼玉県 1:32:31 アトミクラブ
ハーフ壮年男子５０歳代 15 4488 山本　裕幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 山ﾉ内町 1:33:29 志賀高原索道協会
ハーフ壮年男子５０歳代 16 4575 老松　稔 ｵｲﾏﾂ ﾐﾉﾙ 駒ヶ根市 1:33:40
ハーフ壮年男子５０歳代 17 4465 小杉　栄一 ｺｽｷﾞ ｴｲｲﾁ 埼玉県 1:36:01
ハーフ壮年男子５０歳代 18 4498 西澤　俊樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 長野市 1:36:37 信州放牧豚
ハーフ壮年男子５０歳代 19 4558 竹内　正一 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 長野市 1:38:29 くららん
ハーフ壮年男子５０歳代 20 4455 水間　浩嘉寿 ﾐｽﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 京都府 1:39:17 三段池ｒｃ
ハーフ壮年男子５０歳代 21 3204 石関　貞夫 ｲｼｾﾞｷ ｻﾀﾞｵ 群馬県 1:39:18 勢多クラブ
ハーフ壮年男子５０歳代 22 4471 三好　克弥 ﾐﾖｼ ｶﾂﾔ 長野市 1:39:39 篠ノ井ＲＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 23 3202 鳥山　典之 ﾄﾘﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:39:40 ランニングデポ
ハーフ壮年男子５０歳代 24 4482 高山　清一 ﾀｶﾔﾏ ｾｲｲﾁ 伊那市 1:39:43
ハーフ壮年男子５０歳代 25 4425 横溝　英俊 ﾖｺﾐｿﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉県 1:40:24 ナララン
ハーフ壮年男子５０歳代 26 3208 広川　洋一 ﾋﾛｶﾜ ﾖｳｲﾁ 東京都 1:40:28
ハーフ壮年男子５０歳代 27 4418 丸山　進 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 大町市 1:41:26
ハーフ壮年男子５０歳代 28 3206 樋口　孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 安曇野市 1:42:16 ミサトピア小倉
ハーフ壮年男子５０歳代 29 4405 窪田　功 ｸﾎﾞﾀ ｲｻｵ 大町市 1:42:40 七海来星人
ハーフ壮年男子５０歳代 30 4511 古平　隆一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｶｶｽﾞ 大町市 1:42:51 大町山道走友会
ハーフ壮年男子５０歳代 31 4436 藤田　孝博 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:43:18 ふじっこ
ハーフ壮年男子５０歳代 32 4466 杉田　文昭 ｽｷﾞﾀ ﾌﾐｱｷ 静岡県 1:44:37
ハーフ壮年男子５０歳代 33 4422 青木　裕幸 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:46:31
ハーフ壮年男子５０歳代 34 4547 布村　俊明 ﾇﾉﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛知県 1:46:37
ハーフ壮年男子５０歳代 35 4424 井上　広明 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:47:02
ハーフ壮年男子５０歳代 36 4543 堤　則昭 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｱｷ 白馬村 1:47:04 親子ネット長野
ハーフ壮年男子５０歳代 37 4534 長瀬　泰次 ﾅｶﾞｾ ﾀｲｼﾞ 長野市 1:47:06
ハーフ壮年男子５０歳代 38 3207 酒井　博 ｻｶｲ ﾋﾛｼ 岡谷市 1:47:08 京セラ長野
ハーフ壮年男子５０歳代 39 4427 勝野　由拡 ｶﾂﾉ ﾖｼﾋﾛ 長野市 1:47:08 高嶺走友会
ハーフ壮年男子５０歳代 40 4576 下里　裕正 ｼﾓｻﾄ ﾕｳｾｲ 池田町 1:47:09
ハーフ壮年男子５０歳代 41 4525 浮須　由実 ｳｷｽ ﾖｼﾐ 大町市 1:47:41
ハーフ壮年男子５０歳代 42 4402 古畑　和保 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞｵ 安曇野市 1:48:06 フルハタインテリア
ハーフ壮年男子５０歳代 43 4433 吉本　淳 ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ 大町市 1:48:09 おおしお市民農園ＲＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 44 4434 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 千葉県 1:48:10
ハーフ壮年男子５０歳代 45 4430 島立　正文 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｻﾌﾐ 茅野市 1:49:01 みどり
ハーフ壮年男子５０歳代 46 4409 野尻　修 ﾉｼﾞﾘ ｵｻﾑ 富山県 1:49:42
ハーフ壮年男子５０歳代 47 4464 玉井　俊郎 ﾀﾏｲ ﾄｼﾛｳ 長野市 1:49:48
ハーフ壮年男子５０歳代 48 4568 畔上　公成 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｷﾐﾅﾘ 長野市 1:51:00 大町岳陽高等学校
ハーフ壮年男子５０歳代 49 4497 赤塚　健之 ｱｶﾂｶ ﾀｹﾕｷ 三重県 1:51:42
ハーフ壮年男子５０歳代 50 4485 岡田　和明 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:51:50 ＴＳＧ
ハーフ壮年男子５０歳代 51 4520 辻　俊司 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 1:51:50
ハーフ壮年男子５０歳代 52 4524 高野　貞美 ﾀｶﾉ ｻﾀﾞﾐ 長野市 1:51:57
ハーフ壮年男子５０歳代 53 4491 宮澤　正幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 安曇野市 1:52:10 小野会計事務所
ハーフ壮年男子５０歳代 54 4490 中村　光夫 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 駒ヶ根市 1:52:25
ハーフ壮年男子５０歳代 55 4474 柴田　礼史 ｼﾊﾞﾀ ﾚｲｼ 白馬村 1:52:26
ハーフ壮年男子５０歳代 56 4569 山脇　昇 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾎﾞﾙ 富山県 1:52:37 近鉄
ハーフ壮年男子５０歳代 57 4521 清水　義雄 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 長野市 1:52:55
ハーフ壮年男子５０歳代 58 4468 鶴田　滋 ﾂﾙﾀ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:52:59
ハーフ壮年男子５０歳代 59 4501 中野　克彦 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ 静岡県 1:53:16 おやきの富田
ハーフ壮年男子５０歳代 60 4574 上條　修 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 松本市 1:53:33 松本すすき川走る会
ハーフ壮年男子５０歳代 61 4452 黒岩　一也 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ 安曇野市 1:54:06
ハーフ壮年男子５０歳代 62 4561 鶴田　一路 ﾂﾙﾀ ｲﾁﾛ 山梨県 1:54:09
ハーフ壮年男子５０歳代 63 4528 高橋　秀充 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾐﾂ 神奈川県 1:54:34 走～るズ
ハーフ壮年男子５０歳代 64 4461 藤巻　哲男 ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾂｵ 静岡県 1:55:07 走って飲もう会
ハーフ壮年男子５０歳代 65 4457 宮澤　明弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 長野市 1:55:45
ハーフ壮年男子５０歳代 66 4512 武石　徹司 ﾀｹｲｼ ﾃﾂｼﾞ 塩尻市 1:55:51
ハーフ壮年男子５０歳代 67 4484 杉田　聡 ｽｷﾞﾀ ｻﾄﾙ 長野市 1:56:00
ハーフ壮年男子５０歳代 68 4563 竹内　顕 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ 長野市 1:56:06
ハーフ壮年男子５０歳代 69 4414 三浦　清人 ﾐｳﾗ ｷﾖﾄ 松本市 1:56:10
ハーフ壮年男子５０歳代 70 4456 藤島　靖久 ﾌｼﾞｼﾏ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:56:39
ハーフ壮年男子５０歳代 71 4440 紺谷　悟司 ｺﾝﾔ ｻﾄｼ 神奈川県 1:56:50
ハーフ壮年男子５０歳代 72 4473 小高　泰士 ｵﾀﾞｶ ﾔｽｼ 東京都 1:57:53
ハーフ壮年男子５０歳代 73 4542 服部　康弘 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ 飯山市 1:58:29 飯山市
ハーフ壮年男子５０歳代 74 4435 小川　浩一 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 1:58:31
ハーフ壮年男子５０歳代 75 4531 伊藤　英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 1:58:36 正光建設
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ハーフ壮年男子５０歳代 76 4517 門川　祐士 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｼ 山梨県 1:58:49 玉名高校附属中
ハーフ壮年男子５０歳代 77 4513 野村　敦宣 ﾉﾑﾗ ｱﾂﾉﾌﾞ 東京都 1:59:09 のむらＣＳ
ハーフ壮年男子５０歳代 78 4406 佐野　秋仁 ｻﾉ ｱｷﾋﾄ 安曇野市 1:59:29 ザ・そんたく
ハーフ壮年男子５０歳代 79 4458 安達　博司 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ 京都府 1:59:47 福知山ジョギング
ハーフ壮年男子５０歳代 80 4453 北沢　学 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 大町市 1:59:51 ＮＪＳ
ハーフ壮年男子５０歳代 81 4572 黒川　訓忠 ｸﾛｶﾜ ﾉﾘﾀﾀﾞ 飯田市 2:00:09 エンジ名古屋
ハーフ壮年男子５０歳代 82 4530 金子　徹伸 ｶﾈｺ ﾃﾂﾉﾌﾞ 諏訪市 2:00:17
ハーフ壮年男子５０歳代 83 4480 粕谷　一正 ｶｽﾔ ｲｯｾｲ 茅野市 2:00:23
ハーフ壮年男子５０歳代 84 4579 鷲田　修 ﾜｼﾀﾞ ｵｻﾑ 東京都 2:00:32
ハーフ壮年男子５０歳代 85 4545 竹脇　孝志 ﾀｹﾜｷ ﾀｶｼ 富山県 2:01:03
ハーフ壮年男子５０歳代 86 4552 徳永　洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 長野市 2:01:14 駝鳥倶楽部
ハーフ壮年男子５０歳代 87 4483 松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 長野市 2:01:28 瞳子ちゃんＲＣ
ハーフ壮年男子５０歳代 88 4522 川上　顕生 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 大町市 2:01:40 ゼロ
ハーフ壮年男子５０歳代 89 4486 山中　泰介 ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｽｹ 東京都 2:01:56 ポラリス
ハーフ壮年男子５０歳代 90 4479 高田　信康 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 大阪府 2:02:07 医進会
ハーフ壮年男子５０歳代 91 4544 水上　豊 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕﾀｶ 富山県 2:02:17
ハーフ壮年男子５０歳代 92 4529 宮﨑　忠明 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾀﾞｱｷ 群馬県 2:02:22 だるま倶楽部
ハーフ壮年男子５０歳代 93 4493 庄野　貴志 ｼｮｳﾉ ﾀｶｼ 三重県 2:02:25 三菱重工
ハーフ壮年男子５０歳代 94 4420 深沢　敦 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 長野市 2:02:49
ハーフ壮年男子５０歳代 95 4536 山崎　裕史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 長野市 2:02:55 大町岳陽
ハーフ壮年男子５０歳代 96 4410 原嶌　晃 ﾊﾗｼﾞﾏ ｱｷﾗ 神奈川県 2:02:58 原島商事
ハーフ壮年男子５０歳代 97 4509 新井田　勉 ﾆｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 2:03:17
ハーフ壮年男子５０歳代 98 4417 北原　俊 ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｼ 池田町 2:03:26 松本信用金庫
ハーフ壮年男子５０歳代 99 4467 森廣　泰則 ﾓﾘﾋﾛ ﾔｽﾉﾘ 大阪府 2:03:28
ハーフ壮年男子５０歳代 100 4449 林　剛史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 東京都 2:03:43
ハーフ壮年男子５０歳代 101 4516 今村　朗 ｲﾏﾑﾗ ﾛｳ 神奈川県 2:04:07
ハーフ壮年男子５０歳代 102 4535 川岸　和彦 ｶﾜｷﾞｼ ｶｽﾞﾋｺ 富山県 2:05:04 あさひ野ランナーズ
ハーフ壮年男子５０歳代 103 4556 浜　昌彦 ﾊﾏ ﾏｻﾋｺ 茅野市 2:05:53
ハーフ壮年男子５０歳代 104 4429 丸山　邦治 ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆｼﾞ 長野市 2:05:57
ハーフ壮年男子５０歳代 105 4462 柏崎　達徳 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀﾂﾉﾘ 大町市 2:06:47
ハーフ壮年男子５０歳代 106 4408 川上　真司 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｼﾞ 大町市 2:07:14
ハーフ壮年男子５０歳代 107 4503 金浜　正典 ｶﾈﾊﾏ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:07:15
ハーフ壮年男子５０歳代 108 4470 野崎　真 ﾉｻｷ ﾏｺﾄ 松本市 2:07:17 北陽建設
ハーフ壮年男子５０歳代 109 4487 河野　徹 ｺｳﾉ ﾄｵﾙ 愛知県 2:07:25
ハーフ壮年男子５０歳代 110 3211 酒井　稔 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 2:08:06 ＪＦＥ千葉
ハーフ壮年男子５０歳代 111 4454 三枝　裕幸 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:08:11 矢崎総業（株）
ハーフ壮年男子５０歳代 112 4557 田中　紀夫 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ 千葉県 2:08:19
ハーフ壮年男子５０歳代 113 4510 篠塚　三樹雄 ｼﾉﾂｶ ﾐｷｵ 東京都 2:08:19 ＴＥＡＭＫＰＰ
ハーフ壮年男子５０歳代 114 4413 山田　宰久 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 安曇野市 2:08:33 安曇野市役所
ハーフ壮年男子５０歳代 115 4508 大原　英治 ｵｵﾊﾗ ｴｲｼﾞ 富山県 2:08:40
ハーフ壮年男子５０歳代 116 4562 栗林　正幸 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 大町市 2:08:55
ハーフ壮年男子５０歳代 117 4401 長沢　雅史 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｼ 大町市 2:08:57 ＳＮ８Ｐ
ハーフ壮年男子５０歳代 118 4415 麻田　政弘 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 長野市 2:09:54
ハーフ壮年男子５０歳代 119 4519 小林　由長 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｹ 東京都 2:10:12
ハーフ壮年男子５０歳代 120 4539 岡島　昌幸 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 長野市 2:10:32
ハーフ壮年男子５０歳代 121 4421 原田　雅紳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 2:11:39
ハーフ壮年男子５０歳代 122 4560 石川　忠幸 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 長野市 2:13:05
ハーフ壮年男子５０歳代 123 4423 丸山　朗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 2:13:08
ハーフ壮年男子５０歳代 124 4432 岩本　朗 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾗ 東京都 2:13:25
ハーフ壮年男子５０歳代 125 4431 跡見　浩樹 ｱﾄﾐ ﾋﾛｷ 静岡県 2:13:47 マロン
ハーフ壮年男子５０歳代 126 4548 坂本　靖 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼ 石川県 2:13:52
ハーフ壮年男子５０歳代 127 4411 高柳　好明 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県 2:14:00
ハーフ壮年男子５０歳代 128 4463 和田　則弘 ﾜﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 福井県 2:14:13 鯖江丹生消防
ハーフ壮年男子５０歳代 129 4404 武田　一清 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 飯山市 2:14:42 茂石エ門新田
ハーフ壮年男子５０歳代 130 4441 真野　重則 ﾏﾉ ｼｹﾞﾉﾘ 須坂市 2:14:45
ハーフ壮年男子５０歳代 131 4459 長谷川　昭 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 2:15:51
ハーフ壮年男子５０歳代 132 4527 渡辺　彰衡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾗ 三重県 2:15:54
ハーフ壮年男子５０歳代 133 4546 矢野　義正 ﾔﾉ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 2:15:56
ハーフ壮年男子５０歳代 134 4555 浅野　俊介 ｱｻﾉ ｼｭﾝｽｹ 大町市 2:15:59 がんこパン教室
ハーフ壮年男子５０歳代 135 4577 細谷　直樹 ﾎｿﾔ ﾅｵｷ 東京都 2:16:05
ハーフ壮年男子５０歳代 136 4494 吉本　尚弘 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 長野市 2:16:12
ハーフ壮年男子５０歳代 137 4437 内川　昭夫 ｳﾁｶﾜ ｱｷｵ 白馬村 2:17:00
ハーフ壮年男子５０歳代 138 4505 松尾　明彦 ﾏﾂｵ ｱｷﾋｺ 安曇野市 2:17:08 あおけみ
ハーフ壮年男子５０歳代 139 4515 萩森　貴則 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 2:17:16
ハーフ壮年男子５０歳代 140 4442 瀬崎　靖行 ｾｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ 東京都 2:17:19
ハーフ壮年男子５０歳代 141 4499 小林　長生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｮｳｾｲ 長野市 2:17:25
ハーフ壮年男子５０歳代 142 4472 吉原　明彦 ﾖｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ 長野市 2:18:15
ハーフ壮年男子５０歳代 143 4540 関根　誠 ｾｷﾈ ﾏｺﾄ 東京都 2:18:53
ハーフ壮年男子５０歳代 144 4507 黒岩　文明 ｸﾛｲﾜ ﾌﾐｱｷ 長野市 2:19:39 ＴＥＡＭ　ＣＹ
ハーフ壮年男子５０歳代 145 4495 駒谷　秀也 ｺﾏﾀﾆ ﾋﾃﾞﾔ 茨城県 2:21:41
ハーフ壮年男子５０歳代 146 4506 小林　正徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 茅野市 2:21:59 信州諏訪農協
ハーフ壮年男子５０歳代 147 4541 松本　正好 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾖｼ 長野市 2:22:12 駝鳥倶楽部
ハーフ壮年男子５０歳代 148 4571 松本　実 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾙ 中野市 2:22:31
ハーフ壮年男子５０歳代 149 4533 橋本　司 ﾊｼﾓﾄ ﾂｶｻ 愛知県 2:24:14 名港ランニング
ハーフ壮年男子５０歳代 150 4439 笹　広男 ｻｻ ﾋﾛｵ 長野市 2:25:58
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ハーフ壮年男子５０歳代 151 4450 伊藤　哲男 ｲﾄｳ ﾃﾂｵ 埼玉県 2:27:08
ハーフ壮年男子５０歳代 152 4537 金井　敬司 ｶﾅｲ ｹｲｼﾞ 塩尻市 2:27:34
ハーフ壮年男子５０歳代 153 4444 平林　克朗 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾛｳ 松川村 2:29:26
ハーフ壮年男子５０歳代 154 4526 古澤　大寛 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:29:53 ダチョウ倶楽部
ハーフ壮年男子５０歳代 155 4553 田見　保 ﾀﾐ ﾀﾓﾂ 安曇野市 2:29:53
ハーフ壮年男子５０歳代 156 4578 宮本　敏明 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｱｷ 長野市 2:33:32 エコロッカ
ハーフ壮年男子５０歳代 157 4481 伊藤　弘 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 松本市 2:34:58
ハーフ壮年男子５０歳代 158 4445 藤倉　裕樹 ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾛｷ 塩尻市 2:38:19 大町警察署
ハーフ壮年男子５０歳代 159 4443 小林　浩一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 新潟県 2:38:30
ハーフ壮年男子５０歳代 160 4514 高田　和哉 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 2:39:55
ハーフ壮年男子５０歳代 161 4523 寺西　隆志 ﾃﾗﾆｼ ﾀｶｼ 安曇野市 2:41:24
ハーフ壮年男子５０歳代 162 4426 太田　佳季 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 神奈川県 2:47:15
ハーフ壮年男子５０歳代 163 4419 星野　裕二 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 大町市 2:48:10
ハーフ壮年男子６０歳代 1 4643 谷田　賢二 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富山県 1:30:46 入善楽走会
ハーフ壮年男子６０歳代 2 4679 久間田　欣和 ｸﾏﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 1:32:29 藪塚
ハーフ壮年男子６０歳代 3 4707 石野　三喜夫 ｲｼﾉ ﾐｷｵ 愛知県 1:32:48 愛知県庁
ハーフ壮年男子６０歳代 4 4602 三浦　正司 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 飯田市 1:35:19 ＭＩＵＲＵＮ
ハーフ壮年男子６０歳代 5 4689 渥美　昇 ｱﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 1:36:01 安城西部ＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 6 4714 井上　俊夫 ｲﾉｳｴ ﾄｼｵ 静岡県 1:37:35
ハーフ壮年男子６０歳代 7 4708 山田　勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 大町市 1:40:01
ハーフ壮年男子６０歳代 8 4621 遠藤　俊行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 大町市 1:40:51 ＺＥＲＯ
ハーフ壮年男子６０歳代 9 4650 大澤　陽一 ｵｵｻﾜ ﾖｳｲﾁ 長野市 1:41:52 アバレンジャー
ハーフ壮年男子６０歳代 10 3303 牧野　正 ﾏｷﾉ ﾀﾀﾞｼ 飯綱町 1:42:28
ハーフ壮年男子６０歳代 11 4725 成瀬　高史 ﾅﾙｾ ﾀｶﾌﾐ 白馬村 1:43:39 走れ走会
ハーフ壮年男子６０歳代 12 4614 花岡　虎之助 ﾊﾅｵｶ ﾄﾗﾉｽｹ 大町市 1:45:17 塩の道走友会
ハーフ壮年男子６０歳代 13 4712 篠田　俊之 ｼﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 伊那市 1:45:28
ハーフ壮年男子６０歳代 14 4640 戸谷　豊継 ﾄﾔ ﾄﾖﾂｸﾞ 長野市 1:46:04
ハーフ壮年男子６０歳代 15 4639 山﨑　賢一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 上田市 1:46:34
ハーフ壮年男子６０歳代 16 4619 竹平　令次朗 ﾀｹﾋﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ 松本市 1:46:40
ハーフ壮年男子６０歳代 17 4670 降旗　一仁 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾄ 大町市 1:47:54 シニア大学事務局
ハーフ壮年男子６０歳代 18 4668 小野関　良晴 ｵﾉｾﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 群馬県 1:48:56 チームウルトラ
ハーフ壮年男子６０歳代 19 4713 中村　一雄 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 池田町 1:49:45 Мアカデミー
ハーフ壮年男子６０歳代 20 4657 須江　邦男 ｽｴ ｸﾆｵ 佐久市 1:50:07 佐久のランナー
ハーフ壮年男子６０歳代 21 4721 金子　信夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:50:30
ハーフ壮年男子６０歳代 22 4727 蘆澤　則文 ｱｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ 上松町 1:52:02
ハーフ壮年男子６０歳代 23 4633 原田　一正 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 群馬県 1:52:04 藤岡市ゆっくり
ハーフ壮年男子６０歳代 24 4669 和田　誠一 ﾜﾀﾞ ｾｲｲﾁ 長野市 1:52:58 司法書士ＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 25 4682 小笠原　一夫 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｵ 伊那市 1:53:02
ハーフ壮年男子６０歳代 26 4661 村上　彰 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 1:54:38 はぴかめ
ハーフ壮年男子６０歳代 27 4608 小林　義郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾛｳ 山梨県 1:55:06
ハーフ壮年男子６０歳代 28 4694 小野　謹一郎 ｵﾉ ｷﾝｲﾁﾛｳ 長野市 1:55:16 ラストラン
ハーフ壮年男子６０歳代 29 3302 萩原　隆 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 上田市 1:56:02 チームのこのこ
ハーフ壮年男子６０歳代 30 4618 遠藤　一雄 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 新潟県 1:56:07
ハーフ壮年男子６０歳代 31 4724 内山　和久 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 1:56:21 ＳＴＳＳ
ハーフ壮年男子６０歳代 32 4636 佐々木　幸雄 ｻｻｷ ﾕｷｵ 石川県 1:56:53
ハーフ壮年男子６０歳代 33 4699 山本　茂 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 松本市 1:57:12
ハーフ壮年男子６０歳代 34 4615 向原　正昭 ﾑｶｲﾊﾗ ﾏｻｱｷ 塩尻市 1:57:18
ハーフ壮年男子６０歳代 35 4645 清水　富夫 ｼﾐｽﾞ ﾄﾐｵ 長野市 1:58:09
ハーフ壮年男子６０歳代 36 4675 有賀　武彦 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾋｺ 伊那市 1:58:22
ハーフ壮年男子６０歳代 37 4662 生田　家吉 ｲｸﾀ ｲｴﾖｼ 愛知県 1:58:35 日進工業
ハーフ壮年男子６０歳代 38 4717 南澤　渡 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ 長野市 1:58:51
ハーフ壮年男子６０歳代 39 4658 中司　利昭 ﾅｶﾂｶｻ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:59:10 宇部マテリアルズ
ハーフ壮年男子６０歳代 40 4659 青木　芳勝 ｱｵｷ ﾖｼｶﾂ 長野市 1:59:21
ハーフ壮年男子６０歳代 41 4690 松澤　信二 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 松本市 1:59:54 松本すすき川走る会
ハーフ壮年男子６０歳代 42 4716 藤井　光国 ﾌｼﾞｲ ﾐﾂｸﾆ 東京都 1:59:54 釜ラン
ハーフ壮年男子６０歳代 43 4719 梅本　庄治 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 長野市 2:01:00
ハーフ壮年男子６０歳代 44 4697 笹本　金治 ｻｻﾓﾄ ｷﾝｼﾞ 東京都 2:02:12 八国の里ＪＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 45 4723 金井　清信 ｶﾅｲ ｷﾖﾉﾌﾞ 千葉県 2:02:42 ＪＡＬ　ＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 46 4631 小林　孝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 東京都 2:04:45
ハーフ壮年男子６０歳代 47 4622 滝沢　泉 ﾀｷｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 松川村 2:05:16 松川村健走会
ハーフ壮年男子６０歳代 48 4664 加藤　波男 ｶﾄｳ ﾅﾐｵ 岐阜県 2:06:38
ハーフ壮年男子６０歳代 49 4678 園部　芳也 ｿﾉﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ 大町市 2:06:40 ツーリストプラン
ハーフ壮年男子６０歳代 50 4647 大川井　章訓 ｵｵｶﾜｲ ｱｷﾉﾘ 安曇野市 2:07:07 ＡＢＩＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 51 4671 蛸島　雄二 ﾀｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:07:25
ハーフ壮年男子６０歳代 52 4676 宇佐美　健次 ｳｻﾐ ｹﾝｼﾞ 静岡県 2:07:38
ハーフ壮年男子６０歳代 53 4686 中村　守 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ 長野市 2:08:21
ハーフ壮年男子６０歳代 54 4655 安藤　和敏 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜県 2:08:36
ハーフ壮年男子６０歳代 55 4700 一ノ瀬　雄三 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｿﾞｳ 安曇野市 2:10:30
ハーフ壮年男子６０歳代 56 4620 大月　一夫 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｵ 塩尻市 2:10:32
ハーフ壮年男子６０歳代 57 4709 健次　三崎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2:10:44 ニコニコ走ろう会
ハーフ壮年男子６０歳代 58 4673 腰越　秀夫 ｺｼｺﾞｴ ﾋﾃﾞｵ 新潟県 2:11:02
ハーフ壮年男子６０歳代 59 4610 村田　晴男 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｵ 長野市 2:11:07 川中島ＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 60 4638 丸山　晃生 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 安曇野市 2:11:54
ハーフ壮年男子６０歳代 61 4696 河西　績 ｶｻｲ ｲｻｵ 諏訪市 2:12:11
ハーフ壮年男子６０歳代 62 4722 矢野　鈴雄 ﾔﾉ ｽｽﾞｵ 飯綱町 2:13:01 ■■チーム絶好調■■
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ハーフ壮年男子６０歳代 63 4625 村井　研一 ﾑﾗｲ ｹﾝｲﾁ 松川村 2:13:07 八坂美麻学園
ハーフ壮年男子６０歳代 64 4644 西條　勝宜 ﾆｼｼﾞｮｳ ｶﾂﾖｼ 上田市 2:13:20 人間万事塞翁馬
ハーフ壮年男子６０歳代 65 4667 高原　理 ﾀｶﾊﾗ ｵｻﾑ 愛知県 2:13:23
ハーフ壮年男子６０歳代 66 4612 内山　博 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 大町市 2:13:42 大町雷鳥サポーターズ
ハーフ壮年男子６０歳代 67 4677 岡本　正和 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 長野市 2:13:54
ハーフ壮年男子６０歳代 68 4672 宮田　敏晴 ﾐﾔﾀ ﾄｼﾊﾙ 群馬県 2:16:06
ハーフ壮年男子６０歳代 69 4637 河村　倍男 ｶﾜﾑﾗ ﾏｽｵ 中野市 2:16:07 信州中野楽走会
ハーフ壮年男子６０歳代 70 4665 小池　邦武 ｺｲｹ ｸﾆﾀｹ 長野市 2:16:30 カワナカジマ
ハーフ壮年男子６０歳代 71 4635 塩野入　一男 ｼｵﾉｲﾘ ｶｽﾞｵ 長野市 2:17:14 塩野入電設３６
ハーフ壮年男子６０歳代 72 4720 丸山　正 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 長野市 2:18:14
ハーフ壮年男子６０歳代 73 4651 岡村　和夫 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 長野市 2:19:18 四徳学園ＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 74 4627 櫻井　政好 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾖｼ 兵庫県 2:22:15
ハーフ壮年男子６０歳代 75 4702 酒井　利政 ｻｶｲ ﾄｻﾏｻ 石川県 2:22:39
ハーフ壮年男子６０歳代 76 4653 宮島　忠雄 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｵ 長野市 2:23:46
ハーフ壮年男子６０歳代 77 4649 小林　茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 中野市 2:24:17
ハーフ壮年男子６０歳代 78 4632 尾崎　正孝 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 福井県 2:24:40 大野ＡＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 79 4646 戸澤　裕幸 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:24:52 おおるり山の会
ハーフ壮年男子６０歳代 80 4692 入江　研 ｲﾘｴ ｹﾝ 千葉県 2:25:38
ハーフ壮年男子６０歳代 81 4648 牧野内　隆夫 ﾏｷﾉｳﾁ ﾀｶｵ 愛知県 2:26:04
ハーフ壮年男子６０歳代 82 4680 宮川　隆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 2:29:31
ハーフ壮年男子６０歳代 83 4695 三嶋　章夫 ﾐｼﾏ ｱｷｵ 東京都 2:29:53 伊藤忠商事陸上競技部
ハーフ壮年男子６０歳代 84 4607 大岡　又男 ｵｵｵｶ ﾏﾀｵ 愛知県 2:29:57
ハーフ壮年男子６０歳代 85 4642 川平　秀一 ｶﾜﾋﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 2:31:27
ハーフ壮年男子６０歳代 86 4660 中村　勝雄 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｵ 埼玉県 2:31:36 中村走友会
ハーフ壮年男子６０歳代 87 4654 山口　与市 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｲﾁ 小諸市 2:31:53
ハーフ壮年男子６０歳代 88 4604 岩垂　英行 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡谷市 2:35:25 小井川クラブ
ハーフ壮年男子６０歳代 89 4710 岩田　喜徳 ｲﾜﾀ ﾖｼﾉﾘ 長野市 2:35:41
ハーフ壮年男子６０歳代 90 4634 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 長野市 2:35:59 セクリ完走迎会
ハーフ壮年男子６０歳代 91 4687 土谷　恒 ﾂﾁﾔ ﾋｻｼ 愛知県 2:36:05
ハーフ壮年男子６０歳代 92 4711 小山　信温 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱﾂ 小諸市 2:36:44
ハーフ壮年男子６０歳代 93 4605 佐野　正博 ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 2:37:44
ハーフ壮年男子６０歳代 94 4684 小林　良慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｼﾞ 大町市 2:37:53 あんだんて
ハーフ壮年男子６０歳代 95 4698 吉沢　道男 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾁｵ 長野市 2:39:10 ミル・ファン
ハーフ壮年男子６０歳代 96 4693 山口　卓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 京都府 2:39:33
ハーフ壮年男子６０歳代 97 4718 越田　勉 ｺｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ 石川県 2:43:40
ハーフ壮年男子６０歳代 98 4630 宮澤　一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 小布施町 2:46:03
ハーフ壮年男子６０歳代 99 4652 岡本　講平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田市 2:46:21 チームカムルケ
ハーフ壮年男子６０歳代 100 4606 河野　寿彦 ｺｳﾉ ﾄｼﾋｺ 山梨県 2:48:43 走ってる甲斐
ハーフ壮年男子６０歳代 101 4624 上田　達郎 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 兵庫県 2:52:12 母と子の上田病院
ハーフ壮年男子６０歳代 102 4681 片桐　充至 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ 松本市 2:52:42 ＭＳＲＣ
ハーフ壮年男子６０歳代 103 4617 西山　良秋 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｱｷ 大阪府 2:53:07 堺ニコニコ走ろう会
ハーフ壮年男子６０歳代 104 4705 加賀　逸雄 ｶｶﾞ ｲﾂｵ 愛知県 2:53:41
ハーフ壮年男子６０歳代 105 4685 高麗　勇 ｺｳﾏ ｲｻﾑ 東京都 2:58:49 子馬会
ハーフ壮年男子７０歳以上 1 4836 鯉沼　和憲 ｺｲﾇﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 1:43:12 ＴＧＳランナーズ
ハーフ壮年男子７０歳以上 2 4812 大島　強 ｵｵｼﾏ ﾂﾖｼ 岐阜県 1:46:33 木曜クラブ
ハーフ壮年男子７０歳以上 3 4802 北澤　孝比己 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 長野市 1:50:29 篠ノ井ＲＣ
ハーフ壮年男子７０歳以上 4 4827 石部　洋 ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｼ 松本市 1:55:31
ハーフ壮年男子７０歳以上 5 4805 小森谷　和夫 ｺﾓﾘﾔ ｶｽﾞｵ 神奈川県 1:58:53
ハーフ壮年男子７０歳以上 6 4816 樋口　賢一 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 伊那市 2:00:20
ハーフ壮年男子７０歳以上 7 4820 柚木　三夫 ﾕﾉｷ ﾐﾂｵ 富山県 2:01:07
ハーフ壮年男子７０歳以上 8 4830 江川　一男 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 東京都 2:01:55
ハーフ壮年男子７０歳以上 9 4834 渡辺　勝利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 松本市 2:01:57
ハーフ壮年男子７０歳以上 10 4810 加藤　智誠 ｶﾄｳ ﾁｾｲ 新潟県 2:02:19
ハーフ壮年男子７０歳以上 11 3403 青木　巖 ｱｵｷ ｲﾜｵ 神奈川県 2:02:51 うろこや走友会
ハーフ壮年男子７０歳以上 12 4823 滝沢　伸二 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 千葉県 2:03:08
ハーフ壮年男子７０歳以上 13 4808 内田　清 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ 東京都 2:03:49
ハーフ壮年男子７０歳以上 14 3402 糟谷　和夫 ｶｽﾔ ｶｽﾞｵ 静岡県 2:04:30 ドンガメクラブ
ハーフ壮年男子７０歳以上 15 4831 花村　朝一 ﾊﾅﾑﾗ ｱｻｲﾁ 松本市 2:06:29
ハーフ壮年男子７０歳以上 16 4817 横山　順藏 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 長野市 2:09:33
ハーフ壮年男子７０歳以上 17 4824 酒井　武司 ｻｶｲ ﾀｹｼ 長野市 2:12:56 きたながのｒｃ
ハーフ壮年男子７０歳以上 18 4829 若林　正明 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 東京都 2:14:35 アミノ小金井
ハーフ壮年男子７０歳以上 19 4819 亀谷　重信 ｶﾒﾔ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 東京都 2:15:15
ハーフ壮年男子７０歳以上 20 3401 梅木　敏行 ｳﾒｷ ﾄｼﾕｷ 奈良県 2:16:14 大阪ＲＣ
ハーフ壮年男子７０歳以上 21 4833 塚田　宏吉 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｷﾁ 長野市 2:17:19
ハーフ壮年男子７０歳以上 22 4806 佐藤　忠晴 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 愛知県 2:19:57 いずみＳＳＴ
ハーフ壮年男子７０歳以上 23 4822 五十嵐　喜治 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 2:20:57 増尾走友会
ハーフ壮年男子７０歳以上 24 4838 金森　正憲 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ 大町市 2:21:47
ハーフ壮年男子７０歳以上 25 4813 飯塚　芳喜 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼｷ 長野市 2:21:55
ハーフ壮年男子７０歳以上 26 4825 新井　信生 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｲｷ 群馬県 2:23:54 ゆっくり走ろ会
ハーフ壮年男子７０歳以上 27 4826 永井　隆之 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:24:12
ハーフ壮年男子７０歳以上 28 4837 田村　勝政 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾏｻ 神奈川県 2:25:19
ハーフ壮年男子７０歳以上 29 4804 玉井　美千雄 ﾀﾏｲ ﾐﾁｵ 長野市 2:27:13 ステータス
ハーフ壮年男子７０歳以上 30 4811 森　國男 ﾓﾘ ｸﾆｵ 福井県 2:30:22
ハーフ壮年男子７０歳以上 31 4801 横　征郎 ﾖｺ ﾕｷｵ 石川県 2:35:20
ハーフ壮年男子７０歳以上 32 4835 西岡　敬二 ﾆｼｵｶ ｹｲｼﾞ 神奈川県 2:35:52 京橋ＲＣ
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ハーフ壮年男子７０歳以上 33 4814 小木曽　芳雄 ｵｷﾞｿ ﾖｼｵ 飯田市 2:40:05
ハーフ壮年男子７０歳以上 34 4807 市川　祐次 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼﾞ 長野市 2:43:35 ＺＥＲＯ
ハーフ壮年男子７０歳以上 35 5062 武蔵　靖夫 ﾑｻｼ ﾔｽｵ 神奈川県 2:49:52 湘南辻堂楽走会
ハーフ壮年男子７０歳以上 36 4803 塚田　孝一 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 長野市 2:51:12 長野走ろう会
ハーフ壮年男子７０歳以上 37 4809 宮尾　憲清 ﾐﾔｵ ﾉﾘｷﾖ 長野市 2:52:51
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ハーフ壮年女子５０歳代 1 3502 中田　弘美 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 静岡県 1:30:06 静岡陸協
ハーフ壮年女子５０歳代 2 4935 曽根　千鶴 ｿﾈ ﾁﾂﾞﾙ 京都府 1:42:03 三段池ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 3 4952 岡井　ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府 1:45:30
ハーフ壮年女子５０歳代 4 4906 松本　こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 長野市 1:48:15 ホリデイ
ハーフ壮年女子５０歳代 5 3503 桑原　玲子 ｸﾜﾊﾗ ﾚｲｺ 栃木県 1:51:14
ハーフ壮年女子５０歳代 6 4942 渡辺　明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 上田市 1:55:25
ハーフ壮年女子５０歳代 7 4932 久保野谷　郁子 ｸﾎﾞﾉﾔ ｲｸｺ 長野市 1:55:28
ハーフ壮年女子５０歳代 8 4923 末田　優子 ｽｴﾀ ﾕｳｺ 東京都 1:56:46
ハーフ壮年女子５０歳代 9 4939 武田　佳子 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｺ 埼玉県 1:59:20
ハーフ壮年女子５０歳代 10 4921 和田　純子 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 2:00:04
ハーフ壮年女子５０歳代 11 4901 小林　美智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｺ 新潟県 2:02:13
ハーフ壮年女子５０歳代 12 5066 笠原　千代子 ｶｻﾊﾗ ﾁﾖｺ 長野市 2:02:29 中部電力長野
ハーフ壮年女子５０歳代 13 4904 竹中　淑子 ﾀｹﾅｶ ﾄｼｺ 長野市 2:03:00
ハーフ壮年女子５０歳代 14 4916 丸山　慶子 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｺ 長野市 2:03:31
ハーフ壮年女子５０歳代 15 4915 勝野　寿子 ｶﾂﾉ ﾄｼｺ 長野市 2:05:14
ハーフ壮年女子５０歳代 16 4937 加藤　リカ ｶﾄｳ ﾘｶ 愛知県 2:07:37
ハーフ壮年女子５０歳代 17 3505 新井田　祐子 ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 2:09:05 マイスター
ハーフ壮年女子５０歳代 18 4931 竹内　嘉代子 ﾀｹｳﾁ ｶﾖｺ 中野市 2:10:55 山ノ内町社協
ハーフ壮年女子５０歳代 19 4930 酒井　小由里 ｻｶｲ ｻﾕﾘ 上田市 2:11:59 甲田クリニック
ハーフ壮年女子５０歳代 20 4922 吉本　臣子 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾐｺ 大町市 2:12:28 おおしお市民農園ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 21 4964 蘆澤　小百合 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 上松町 2:12:55
ハーフ壮年女子５０歳代 22 4905 丸山　尚子 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｺ 松本市 2:13:07 チームぷるるん
ハーフ壮年女子５０歳代 23 4936 矢澤　初実 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾂﾐ 駒ヶ根市 2:13:14
ハーフ壮年女子５０歳代 24 4908 池田　あゆみ ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 松本市 2:15:09
ハーフ壮年女子５０歳代 25 4965 松原　久美子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｸﾐｺ 木曽町 2:15:53
ハーフ壮年女子５０歳代 26 4950 相澤　美奈 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾅ 長野市 2:16:29
ハーフ壮年女子５０歳代 27 4911 山賀　美恵 ﾔﾏｶﾞ ﾖｼｴ 東京都 2:18:11
ハーフ壮年女子５０歳代 28 4913 関根　敦子 ｾｷﾈ ｱﾂｺ 埼玉県 2:18:30 走翔
ハーフ壮年女子５０歳代 29 4903 北村　勝美 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾐ 滋賀県 2:19:16
ハーフ壮年女子５０歳代 30 3504 笹瀬　しのぶ ｻｻｾ ｼﾉﾌﾞ 東京都 2:19:49 ロッカーズ
ハーフ壮年女子５０歳代 31 4927 大楠　千恵 ｵｵｸｽ ﾁｴ 愛知県 2:21:10
ハーフ壮年女子５０歳代 32 4960 松澤　恵子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｺ 白馬村 2:21:50 春木場ランラン
ハーフ壮年女子５０歳代 33 4920 木庭　明子 ｺﾊﾞ ｱｷｺ 兵庫県 2:22:14
ハーフ壮年女子５０歳代 34 4958 安田　淳子 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 2:22:45
ハーフ壮年女子５０歳代 35 4933 芋川　靖子 ｲﾓｶﾞﾜ ﾔｽｺ 中野市 2:23:22
ハーフ壮年女子５０歳代 36 4918 跡見　文子 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ 静岡県 2:24:27 マロン
ハーフ壮年女子５０歳代 37 4907 澁谷　元美 ｼﾌﾞﾔ ﾓﾄﾐ 小谷村 2:26:11
ハーフ壮年女子５０歳代 38 4914 花田　千晴 ﾊﾅﾀﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 2:26:47
ハーフ壮年女子５０歳代 39 4959 今江　泉 ｲﾏｴ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 2:27:14
ハーフ壮年女子５０歳代 40 4951 高田　真澄 ﾀｶﾀﾞ ﾏｽﾐ 東京都 2:27:40
ハーフ壮年女子５０歳代 41 4928 小谷野　恵子 ｺﾔﾉ ｹｲｺ 埼玉県 2:28:19
ハーフ壮年女子５０歳代 42 4966 荒井　睦子 ｱﾗｲ ﾑﾂｺ 長野市 2:29:41 篠ノ井ＲＣ
ハーフ壮年女子５０歳代 43 4954 松峯　裕子 ﾏﾂﾐﾈ ﾋﾛｺ 長野市 2:29:48
ハーフ壮年女子５０歳代 44 4957 長谷川　晴予 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾖ 長野市 2:30:08
ハーフ壮年女子５０歳代 45 4967 鹿野　恵子 ｼｶﾉ ｹｲｺ 岐阜県 2:30:55
ハーフ壮年女子５０歳代 46 4938 老松　美奈子 ｵｲﾏﾂ ﾐﾅｺ 千葉県 2:31:25
ハーフ壮年女子５０歳代 47 4910 鳥山　美刀志 ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾄｼ 神奈川県 2:31:54
ハーフ壮年女子５０歳代 48 5067 今泉　真澄 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｽﾐ 愛知県 2:33:13
ハーフ壮年女子５０歳代 49 4909 仲谷　美加 ﾅｶﾀﾆ ﾐｶ 大町市 2:34:07 チーム・リセット
ハーフ壮年女子５０歳代 50 4949 工藤　佳子 ｸﾄﾞｳ ﾖｼｺ 新潟県 2:34:28
ハーフ壮年女子５０歳代 51 4941 野路　多恵 ﾉｼﾞ ﾀｴ 安曇野市 2:37:34
ハーフ壮年女子５０歳代 52 4963 滝沢　正子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｺ 長野市 2:38:17
ハーフ壮年女子５０歳代 53 4947 山口　智美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 京都府 2:39:33
ハーフ壮年女子５０歳代 54 4962 徳永　純 ﾄｸﾅｶﾞ ｽﾐｺ 長野市 2:40:05 駝鳥倶楽部
ハーフ壮年女子５０歳代 55 4944 中山　美紀 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 愛知県 2:41:55
ハーフ壮年女子５０歳代 56 4919 高橋　三差代 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾖ 山梨県 2:42:57
ハーフ壮年女子５０歳代 57 4926 田畑　穂積 ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾂﾞﾐ 駒ヶ根市 2:42:59
ハーフ壮年女子５０歳代 58 4961 芳澤　智恵子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｴｺ 原村 2:43:15
ハーフ壮年女子５０歳代 59 4917 三上　小百合 ﾐｶﾐ ｻﾕﾘ 神奈川県 2:51:44
ハーフ壮年女子６０歳以上 1 5041 木下　陽子 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｺ 佐久市 1:48:50 さくれつラン
ハーフ壮年女子６０歳以上 2 5031 増井　かほる ﾏｽｲ ｶｵﾙ 静岡県 1:50:02 ドンガメクラブ
ハーフ壮年女子６０歳以上 3 5050 酒井　悦子 ｻｶｲ ｴﾂｺ 安曇野市 1:55:32 チームのこのこ
ハーフ壮年女子６０歳以上 4 5002 原　たけ子 ﾊﾗ ﾀｹｺ 長野市 1:57:36
ハーフ壮年女子６０歳以上 5 5037 安達　玲子 ｱﾀﾞﾁ ﾚｲｺ 京都府 1:59:47 福知山ジョギング
ハーフ壮年女子６０歳以上 6 5030 川平　清江 ｶﾜﾋﾗ ｷﾖｴ 東京都 2:00:43
ハーフ壮年女子６０歳以上 7 5009 中谷　さゆみ ﾅｶﾔ ｻﾕﾐ 辰野町 2:00:50 スーパードリーム
ハーフ壮年女子６０歳以上 8 5014 大月　栄子 ｵｵﾂｷ ｴｲｺ 塩尻市 2:01:15
ハーフ壮年女子６０歳以上 9 5019 八巻　祐子 ﾔﾏｷ ﾕｳｺ 東京都 2:02:43
ハーフ壮年女子６０歳以上 10 5026 片井　厚子 ｶﾀｲ ｱﾂｺ 長野市 2:07:05 篠ノ井ＲＣ
ハーフ壮年女子６０歳以上 11 5029 河村　淑子 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｺ 中野市 2:08:25 信州中野楽走会
ハーフ壮年女子６０歳以上 12 5013 山副　津多子 ﾔﾏｿﾞｴ ﾂﾀｺ 安曇野市 2:11:59
ハーフ壮年女子６０歳以上 13 5005 松村　麻理子 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾘｺ 白馬村 2:12:38
ハーフ壮年女子６０歳以上 14 5057 吉原　薫子 ﾖｼﾊﾗ ｼｹﾞｺ 長野市 2:12:45
ハーフ壮年女子６０歳以上 15 5055 安木　清美 ﾔｽｷ ｷﾖﾐ 長野市 2:14:22
ハーフ壮年女子６０歳以上 16 5015 五嶋　千恵子 ｺﾞﾄｳ ﾁｴｺ 千葉県 2:16:45
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ハーフ壮年女子６０歳以上 17 5046 酒井　順子 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ 石川県 2:17:10
ハーフ壮年女子６０歳以上 18 5016 今滝　一登美 ｲﾏﾀｷ ﾋﾄﾐ 大町市 2:17:12
ハーフ壮年女子６０歳以上 19 5048 後藤　久美子 ｺﾞﾄｳ ｸﾐｺ 長野市 2:17:20
ハーフ壮年女子６０歳以上 20 5036 青木　三枝子 ｱｵｷ ﾐｴｺ 長野市 2:17:29
ハーフ壮年女子６０歳以上 21 5044 土谷　典子 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ 愛知県 2:24:45
ハーフ壮年女子６０歳以上 22 5035 浅井　千代江 ｱｻｲ ﾁﾖｴ 埼玉県 2:25:14
ハーフ壮年女子６０歳以上 23 5018 大久保　直子 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｺ 大町市 2:29:26 チーム・リセット
ハーフ壮年女子６０歳以上 24 5053 川崎　清子 ｶﾜｻｷ ｷﾖｺ 徳島県 2:29:37 ｔｊｐ
ハーフ壮年女子６０歳以上 25 5038 中村　紀久江 ﾅｶﾑﾗ ｷｸｴ 埼玉県 2:31:37 中村走友会
ハーフ壮年女子６０歳以上 26 5024 川崎　順子 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 2:32:23 朝日生命
ハーフ壮年女子６０歳以上 27 5028 馬場　元子 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾄｺ 新潟県 2:34:51
ハーフ壮年女子６０歳以上 28 5027 宮井　真理 ﾐﾔｲ ﾏﾘ 新潟県 2:34:51
ハーフ壮年女子６０歳以上 29 5004 梶原　恵子 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｺ 山梨県 2:36:38 潮風ランナーズ
ハーフ壮年女子６０歳以上 30 5054 越田　敦子 ｺｼﾀﾞ ｱﾂｺ 石川県 2:36:40
ハーフ壮年女子６０歳以上 31 5052 小山　志保子 ｺﾔﾏ ｼﾎｺ 小諸市 2:36:43
ハーフ壮年女子６０歳以上 32 5007 河合　たか子 ｶﾜｲ ﾀｶｺ 東京都 2:37:05
ハーフ壮年女子６０歳以上 33 5040 足立　典子 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ 京都府 2:37:49 三段池ＲＣ
ハーフ壮年女子６０歳以上 34 5043 小林　博子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 大町市 2:37:53 あんだんて
ハーフ壮年女子６０歳以上 35 5011 中野　正江 ﾅｶﾉ ﾏｻｴ 大町市 2:40:03
ハーフ壮年女子６０歳以上 36 5045 吉沢　代志子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼｺ 長野市 2:41:01 ミル・ファン
ハーフ壮年女子６０歳以上 37 5017 西澤　公子 ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ 大町市 2:41:04 チーム・リセット
ハーフ壮年女子６０歳以上 38 5059 高倉　美智子 ﾀｶｸﾗ ﾐﾁｺ 松本市 2:41:50
ハーフ壮年女子６０歳以上 39 5042 平林　恵子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大町市 2:43:00
ハーフ壮年女子６０歳以上 40 5025 鈴木　栄子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 埼玉県 2:43:43
ハーフ壮年女子６０歳以上 41 5032 山田　木實 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉﾐ 茨城県 2:46:14 このみ薬局
ハーフ壮年女子６０歳以上 42 5022 小林　雅子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 東京都 2:47:45 ロンドＲＣ
ハーフ壮年女子６０歳以上 43 5034 近藤　節子 ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾂｺ 三重県 2:48:42
ハーフ壮年女子６０歳以上 44 5020 林　久代 ﾊﾔｼ ﾋｻﾖ 愛知県 2:49:57
ハーフ壮年女子６０歳以上 45 5008 岩下　美知代 ｲﾜｼﾀ ﾐﾁﾖ 長野市 2:50:40 ビビット
ハーフ壮年女子６０歳以上 46 5033 山口　やよい ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾖｲ 小諸市 2:52:50
ハーフ壮年女子６０歳以上 47 5012 泉本　愛子 ｲｽﾞﾓﾄ ｱｲｺ 大阪府 2:53:07 堺ニコニコ走ろう会
ハーフ壮年女子６０歳以上 48 5051 中川　文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐ 大阪府 2:55:16 堺ニコニコ走ろう会
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１０ｋｍ一般男子 1 6001 大村　一 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市 0:33:27 塩尻市陸協
１０ｋｍ一般男子 2 6005 風間　健範 ｶｻﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 長野市 0:35:30 信州大学
１０ｋｍ一般男子 3 6400 林　豊 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ 箕輪町 0:35:41 ８８４
１０ｋｍ一般男子 4 6421 寺島　晃次郎 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野市 0:35:54 長野市
１０ｋｍ一般男子 5 6004 河野　祐介 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ 神奈川県 0:36:41 ＷｉｎｄＲｕｎ
１０ｋｍ一般男子 6 6006 堀川　健一 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 長野市 0:37:41
１０ｋｍ一般男子 7 6372 小池　豊 ｺｲｹ ﾕﾀｶ 安曇野市 0:38:11
１０ｋｍ一般男子 8 6288 小澤　達也 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 神奈川県 0:38:23 まねき屋
１０ｋｍ一般男子 9 6007 丸山　義文 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 飯綱町 0:38:32 ＮＪＲＣ
１０ｋｍ一般男子 10 6273 平林　稔介 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 山梨県 0:39:47
１０ｋｍ一般男子 11 6351 大槻　徹 ｵｵﾂｷ ﾄｵﾙ 箕輪町 0:39:51
１０ｋｍ一般男子 12 6391 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 静岡県 0:41:42
１０ｋｍ一般男子 13 6002 高野　健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:42:51 エアラン東京
１０ｋｍ一般男子 14 6306 井上　真 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 岐阜県 0:42:59
１０ｋｍ一般男子 15 6323 宮川　智和 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野市 0:43:03 ＲＰＣ犀川
１０ｋｍ一般男子 16 6449 中辻　巧 ﾅｶﾂｼﾞ ﾀｸﾐ 長野市 0:43:42
１０ｋｍ一般男子 17 6267 遠藤　禎史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 松本市 0:44:07
１０ｋｍ一般男子 18 6317 腰原　康弘 ｺｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 松本市 0:44:39
１０ｋｍ一般男子 19 6010 中島　竜一 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県 0:44:57 外構職人
１０ｋｍ一般男子 20 6219 杉本　覚 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ 安曇野市 0:45:02
１０ｋｍ一般男子 21 6247 吉田　幹弘 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 大町市 0:45:14
１０ｋｍ一般男子 22 6360 田中　秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 茅野市 0:45:18 酒のセカンド配送倉庫
１０ｋｍ一般男子 23 6356 岩渕　匠平 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 安曇野市 0:46:03
１０ｋｍ一般男子 24 6352 和田　智浩 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 0:46:15
１０ｋｍ一般男子 25 6304 網中　英一郎 ｱﾐﾅｶ ｴｲｲﾁﾛｳ 富山県 0:46:21
１０ｋｍ一般男子 26 6444 木下　雄也 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 塩尻市 0:46:49
１０ｋｍ一般男子 27 6271 水野　哲男 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 箕輪町 0:46:59 長谷小学校
１０ｋｍ一般男子 28 6281 桑名　稔 ｸﾜﾅ ﾐﾉﾙ 福島県 0:47:02
１０ｋｍ一般男子 29 6322 竹腰　良樹 ﾀｹｺｼ ﾖｼｷ 箕輪町 0:47:09
１０ｋｍ一般男子 30 6292 下里　健 ｼﾓｻﾄ ｹﾝ 静岡県 0:47:18
１０ｋｍ一般男子 31 6286 瀧澤　貴央 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ 安曇野市 0:47:20
１０ｋｍ一般男子 32 6011 古賀　正孝 ｺｶﾞ ﾏｻﾀｶ 静岡県 0:47:36
１０ｋｍ一般男子 33 6451 宮澤　賢史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 松本市 0:47:38
１０ｋｍ一般男子 34 6201 美濃　諭 ﾐﾉ ｻﾄｼ 愛知県 0:47:52
１０ｋｍ一般男子 35 6414 太田　宣吉 ｵｵﾀ ﾉﾘﾖｼ 安曇野市 0:47:58
１０ｋｍ一般男子 36 6225 小林　三男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ 安曇野市 0:48:00
１０ｋｍ一般男子 37 6355 西城戸　智 ﾆｼｷﾄﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 0:48:06 ＴＵ３９
１０ｋｍ一般男子 38 6429 柳沼　雄一郎 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 0:48:26
１０ｋｍ一般男子 39 6258 西沢　治 ﾆｼｻﾞﾜ ｵｻﾑ 白馬村 0:48:51
１０ｋｍ一般男子 40 6358 土田　真弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 0:49:04
１０ｋｍ一般男子 41 6440 佐藤　拓実 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 大町市 0:49:07
１０ｋｍ一般男子 42 6245 左右田　恭朋 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 大町市 0:49:33 ＣＩＴ
１０ｋｍ一般男子 43 6387 向山　啓二郎 ﾑｶｲﾔﾏ ｹｲｼﾞﾛｳ 安曇野市 0:49:39
１０ｋｍ一般男子 44 6344 金子　章 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 諏訪市 0:49:43
１０ｋｍ一般男子 45 6418 藤森　誠 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ 松本市 0:49:50 ｔｅａｍ走魂
１０ｋｍ一般男子 46 6218 玉井　俊治 ﾀﾏｲ ﾄｼﾊﾙ 大町市 0:50:06
１０ｋｍ一般男子 47 6270 高野　哲哉 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾔ 大町市 0:50:06 白樺の家
１０ｋｍ一般男子 48 6415 横田　博和 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 富山県 0:50:07
１０ｋｍ一般男子 49 6442 関　悟志 ｾｷ ｻﾄｼ 大町市 0:50:32
１０ｋｍ一般男子 50 6335 小穴　良太 ｵｱﾅ ﾘｮｳﾀ 安曇野市 0:50:33 山歩倶楽部
１０ｋｍ一般男子 51 6332 グエンタン　フォンｸﾞｴﾝﾀﾝ ﾌｫﾝ 池田町 0:50:49 鉄の料理人
１０ｋｍ一般男子 52 6430 赤沢　敏明 ｱｶｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 東京都 0:50:55
１０ｋｍ一般男子 53 6282 佐々木　正義 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ 京都府 0:50:57
１０ｋｍ一般男子 54 6364 藤岡　祐輔 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｽｹ 安曇野市 0:51:04
１０ｋｍ一般男子 55 6425 片山　卓実 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 長野市 0:51:09
１０ｋｍ一般男子 56 6367 松倉　吉秀 ﾏﾂｸﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 大町市 0:51:28
１０ｋｍ一般男子 57 6413 糸氏　直人 ｲﾄｳｼﾞ ﾅｵﾄ 白馬村 0:51:40
１０ｋｍ一般男子 58 6443 飯森　直樹 ｲｲﾓﾘ ﾅｵｷ 大町市 0:51:49
１０ｋｍ一般男子 59 6354 伊藤　秀明 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 安曇野市 0:51:57 ユーハート
１０ｋｍ一般男子 60 6234 山﨑　義久 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 大町市 0:52:05
１０ｋｍ一般男子 61 6439 山崎　輝樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾙｷ 千曲市 0:52:09
１０ｋｍ一般男子 62 6326 志村　朋之 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 山梨県 0:52:52 ＭＦ甲信越
１０ｋｍ一般男子 63 6242 酒井　孝三 ｻｶｲ ｺｳｿﾞｳ 大町市 0:52:53
１０ｋｍ一般男子 64 6380 森　克彦 ﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 愛知県 0:52:53
１０ｋｍ一般男子 65 6405 村山　公一 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ 安曇野市 0:52:54 チームふたり
１０ｋｍ一般男子 66 6262 西村　淳司 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 伊那市 0:53:11
１０ｋｍ一般男子 67 6263 池上　満浩 ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾂﾋﾛ 伊那市 0:53:15
１０ｋｍ一般男子 68 6232 仁科　祐一郎 ﾆｼﾅ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大町市 0:53:16 大町岳陽高校
１０ｋｍ一般男子 69 6243 倉坂　卓也 ｸﾗｻｶ ﾀｸﾔ 池田町 0:53:18
１０ｋｍ一般男子 70 6233 船坂　淳 ﾌﾅｻｶ ｼﾞｭﾝ 安曇野市 0:53:20
１０ｋｍ一般男子 71 6373 関口　幸伸 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾌﾞ 大町市 0:53:23 韋駄天
１０ｋｍ一般男子 72 6331 リアン　プルウィトﾘｱﾝ ﾌﾟﾙｳｨﾄ 池田町 0:53:24 鉄の料理人
１０ｋｍ一般男子 73 6417 青木　正 ｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ 松本市 0:53:36
１０ｋｍ一般男子 74 6393 小澤　和則 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 0:53:43
１０ｋｍ一般男子 75 6370 重村　敏克 ｼｹﾞﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 上田市 0:53:50
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１０ｋｍ一般男子 76 6319 高田　壽 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｼ 神奈川県 0:53:54
１０ｋｍ一般男子 77 6260 小林　重信 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 上田市 0:54:19
１０ｋｍ一般男子 78 6202 松本　健児 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:54:28
１０ｋｍ一般男子 79 6295 滝原　裕太 ﾀｷﾊﾗ ﾕｳﾀ 大町市 0:54:29
１０ｋｍ一般男子 80 6222 清水　和俊 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ 大町市 0:54:29
１０ｋｍ一般男子 81 6313 大山　政雄 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 新潟県 0:54:30 糸魚川・蛍
１０ｋｍ一般男子 82 6385 田上　光男 ﾀｳｴ ﾐﾂｵ 兵庫県 0:54:35
１０ｋｍ一般男子 83 6291 松澤　貴士 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 0:54:38 ＲＰＣ
１０ｋｍ一般男子 84 6330 バクス　トリスティﾊﾞｸｽ ﾄﾘｽﾃｨｱﾜﾝ 池田町 0:54:40 鉄の料理人
１０ｋｍ一般男子 85 6411 松田　直也 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 松本市 0:54:41
１０ｋｍ一般男子 86 6348 寺田　洋文 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 静岡県 0:54:42
１０ｋｍ一般男子 87 6257 宮澤　房雄 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｻｵ 小谷村 0:54:43
１０ｋｍ一般男子 88 6208 木村　邦夫 ｷﾑﾗ ｸﾆｵ 小谷村 0:54:52 テクテクカメ
１０ｋｍ一般男子 89 6302 上原　一志 ｳｴﾊﾗ ﾋﾄｼ 群馬県 0:55:03 碓氷クラブ
１０ｋｍ一般男子 90 6204 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 山梨県 0:55:11 三珠走ろう会
１０ｋｍ一般男子 91 6345 中村　和夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 安曇野市 0:55:20
１０ｋｍ一般男子 92 6315 尾形　哲 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂ 埼玉県 0:55:53
１０ｋｍ一般男子 93 6289 長谷川　泰輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾃﾙ 神奈川県 0:55:56 富士足柄走友会
１０ｋｍ一般男子 94 6412 島田　温 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 大町市 0:56:07
１０ｋｍ一般男子 95 6404 グレニー　ケヴィンｸﾞﾚﾆｰ ｹｳﾞｨﾝ 静岡県 0:56:12
１０ｋｍ一般男子 96 6448 浅原　昭久 ｱｻﾊﾗ ｱｷﾋｻ 池田町 0:56:17
１０ｋｍ一般男子 97 6447 藤沢　洋一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｲﾁ 松本市 0:56:18 フジファーム
１０ｋｍ一般男子 98 6299 栗林　輝男 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 長野市 0:56:24
１０ｋｍ一般男子 99 6433 花村　寿彦 ﾊﾅﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 安曇野市 0:56:34
１０ｋｍ一般男子 100 6325 山越　和敏 ﾔﾏｺﾞｴ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜県 0:56:38 アルプスさるぼぼ
１０ｋｍ一般男子 101 6256 原山　司 ﾊﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 大町市 0:56:41
１０ｋｍ一般男子 102 6432 馬場　一隆 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ 長野市 0:56:50
１０ｋｍ一般男子 103 6316 塚田　順一 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野市 0:56:54
１０ｋｍ一般男子 104 6328 須崎　正 ｽｻｷ ﾀﾀﾞｼ 三重県 0:57:10
１０ｋｍ一般男子 105 6227 武田　昌之 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大町市 0:57:23 伝刀産業
１０ｋｍ一般男子 106 6434 松井　秋一郎 ﾏﾂｲ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 大町市 0:57:29
１０ｋｍ一般男子 107 6388 山田　規夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｵ 松本市 0:57:34 橋本さんと仲間たち
１０ｋｍ一般男子 108 6407 北澤　恵一郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 大町市 0:57:53 チーム俵屋
１０ｋｍ一般男子 109 6252 浅野　友平 ｱｻﾉ ﾕｳﾍｲ 松川村 0:58:12 松本信用金庫
１０ｋｍ一般男子 110 6366 西澤　昌宏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 安曇野市 0:58:13
１０ｋｍ一般男子 111 6376 宮嶋　哲也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 東御市 0:58:36
１０ｋｍ一般男子 112 6390 白澤　貴利 ｼﾗｻﾜ ﾀｶﾄｼ 長野市 0:58:54
１０ｋｍ一般男子 113 6266 渡辺　信一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 上田市 0:58:56 ＴＭＮＦ
１０ｋｍ一般男子 114 6213 原木　幹夫 ﾊﾗｷ ﾐｷｵ 静岡県 0:59:03
１０ｋｍ一般男子 115 6362 水野　和徳 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 富山県 0:59:13 米三ＲＣ
１０ｋｍ一般男子 116 6384 杉岡　茂 ｽｷﾞｵｶ ｼｹﾞﾙ 塩尻市 0:59:15 東京電力ＨＤ
１０ｋｍ一般男子 117 6450 笠原　孝仁 ｶｻﾊﾗ ﾀｶﾋﾄ 大町市 0:59:31
１０ｋｍ一般男子 118 6416 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｼ 埼玉県 0:59:32 東京電力ＨＤ　高瀬
１０ｋｍ一般男子 119 6441 桑原　寛 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 0:59:50
１０ｋｍ一般男子 120 6209 関　敏男 ｾｷ ﾄｼｵ 大町市 1:00:00
１０ｋｍ一般男子 121 6436 中西　祐也 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 大町市 1:00:18 鉄の料理人
１０ｋｍ一般男子 122 6320 塩田　晶紀 ｼｵﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 長野市 1:00:20
１０ｋｍ一般男子 123 6217 藤巻　秀敏 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｻﾄ 新潟県 1:00:23 糸魚川・螢
１０ｋｍ一般男子 124 6389 吉田　洋哉 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾔ 大町市 1:00:28
１０ｋｍ一般男子 125 6230 藤巻　和成 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾅﾘ 大町市 1:00:29
１０ｋｍ一般男子 126 6278 鈴木　孝治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 東京都 1:00:38
１０ｋｍ一般男子 127 6285 松尾　博志 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 坂城町 1:00:41 ホロン精工株式会社
１０ｋｍ一般男子 128 6349 寺畑　佳司 ﾃﾗﾊﾀ ﾖｼｼﾞ 安曇野市 1:00:44 山歩倶楽部
１０ｋｍ一般男子 129 6253 太田　晃弘 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 大町市 1:00:47
１０ｋｍ一般男子 130 6290 鈴木　富雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ 神奈川県 1:00:51 富士足柄走友会
１０ｋｍ一般男子 131 6347 内川　宏樹 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 大町市 1:00:58
１０ｋｍ一般男子 132 6241 佐々木　宏行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富士見町 1:01:05
１０ｋｍ一般男子 133 6428 玉江　祥和 ﾀﾏｴ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 1:01:12 日本下水道新技術機構
１０ｋｍ一般男子 134 6401 伴野　洋之 ﾊﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:01:18 県立木崎高校生徒会
１０ｋｍ一般男子 135 6333 今道　仙也 ｲﾏﾐﾁ ｾﾝﾔ 東京都 1:01:48
１０ｋｍ一般男子 136 6452 増澤　昇一 ﾏｽｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 岡谷市 1:02:04 岡谷やまびこ走友会
１０ｋｍ一般男子 137 6305 伊藤　善行 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 京都府 1:02:10
１０ｋｍ一般男子 138 6251 小林　光成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾅﾘ 安曇野市 1:02:13 チーム・リセット
１０ｋｍ一般男子 139 6336 堺　正衛 ｻｶｲ ｼｮｳｴｲ 中野市 1:02:28 ＫＤＣ
１０ｋｍ一般男子 140 6240 池田　安宏 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 松本市 1:02:28
１０ｋｍ一般男子 141 6381 水野　誠二 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ 松本市 1:02:33 あずさっこ
１０ｋｍ一般男子 142 6410 吉岡　桂一 ﾖｼｵｶ ｹｲｲﾁ 大町市 1:02:46
１０ｋｍ一般男子 143 6377 若菜　健司 ﾜｶﾅ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 1:02:50
１０ｋｍ一般男子 144 6363 海川　利博 ｳﾐｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 大町市 1:03:02
１０ｋｍ一般男子 145 6446 藤原　高明 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｶｱｷ 松本市 1:03:04
１０ｋｍ一般男子 146 6221 田口　勇一 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 大町市 1:03:07
１０ｋｍ一般男子 147 6424 登内　瑛 ﾄﾉｳﾁ ｱｷﾗ 伊那市 1:03:40
１０ｋｍ一般男子 148 6314 尾形　昌孝 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 埼玉県 1:03:46
１０ｋｍ一般男子 149 6402 忠地　亮典 ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 安曇野市 1:03:46
１０ｋｍ一般男子 150 6437 上村　了一 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 大町市 1:04:00
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１０ｋｍ一般男子 151 6350 原　直俊 ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 長野市 1:04:03
１０ｋｍ一般男子 152 6353 小島　俊之 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:04:13
１０ｋｍ一般男子 153 6375 山本　有作 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 神奈川県 1:04:13 ＴＵ３９
１０ｋｍ一般男子 154 6419 百井　一浩 ﾓﾓｲ ｶｽﾞﾋﾛ 佐久市 1:04:15
１０ｋｍ一般男子 155 6210 吉澤　昌宏 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 大町市 1:04:29
１０ｋｍ一般男子 156 6374 松村　潤 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 松本市 1:04:37
１０ｋｍ一般男子 157 6300 吉村　晃 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 1:04:48
１０ｋｍ一般男子 158 6294 黒岩　和久 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾋｻ 群馬県 1:04:52 北村屋
１０ｋｍ一般男子 159 6211 中澤　昭一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 千曲市 1:04:55 千曲川ＡＣ
１０ｋｍ一般男子 160 6296 若松　宏光 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 1:04:57 ＯＪＲＴ
１０ｋｍ一般男子 161 6303 黒岩　賢五 ｸﾛｲﾜ ｶﾂﾕｷ 群馬県 1:05:16 ベンチャン
１０ｋｍ一般男子 162 6235 片瀬　雅夫 ｶﾀｾ ﾏｻｵ 池田町 1:05:56
１０ｋｍ一般男子 163 6398 山口　以昌 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｼｮｳ 東京都 1:06:10
１０ｋｍ一般男子 164 6261 小松　真樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 伊那市 1:06:33
１０ｋｍ一般男子 165 6324 佐藤　三友 ｻﾄｳ ﾐﾄﾓ 長野市 1:06:43
１０ｋｍ一般男子 166 6249 近藤　康雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 飯田市 1:06:48 チーム・リセット
１０ｋｍ一般男子 167 6426 蓮本　清二 ﾊｽﾓﾄ ｷﾖｼﾞ 松本市 1:06:50
１０ｋｍ一般男子 168 6307 関口　重幸 ｾｷｸﾞﾁ ｼｹﾞﾕｷ 安曇野市 1:06:51
１０ｋｍ一般男子 169 6334 足立　富太 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾐﾀ 山梨県 1:07:03 ＭＦ甲信越
１０ｋｍ一般男子 170 6239 小林　正雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 池田町 1:07:26
１０ｋｍ一般男子 171 6238 藤原　祥雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｵ 伊那市 1:07:34
１０ｋｍ一般男子 172 6244 太田　穂積 ｵｵﾀ ﾎﾂﾞﾐ 白馬村 1:07:34 白馬ほづみ
１０ｋｍ一般男子 173 6420 小林　卓也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野市 1:07:46 トーヨークリエイト
１０ｋｍ一般男子 174 6207 熊井　良夫 ｸﾏｲ ﾖｼｵ 飯綱町 1:08:09
１０ｋｍ一般男子 175 6269 清野　芳則 ｷﾖﾉ ﾖｼﾉﾘ 安曇野市 1:08:35
１０ｋｍ一般男子 176 6369 岩渕　聡 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:08:46
１０ｋｍ一般男子 177 6237 降籏　弘明 ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾛｱｷ 大町市 1:08:50
１０ｋｍ一般男子 178 6386 中島　勢二 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:08:54
１０ｋｍ一般男子 179 6309 青木　栄二郎 ｱｵｷ ｴｲｼﾞﾛｳ 愛知県 1:09:02 村田機械
１０ｋｍ一般男子 180 6394 浜　宜和 ﾊﾏ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 安曇野市 1:09:14
１０ｋｍ一般男子 181 6264 木村　友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 大阪府 1:09:33
１０ｋｍ一般男子 182 6220 尾田　勝 ｵﾀﾞ ﾏｻﾙ 大町市 1:09:38
１０ｋｍ一般男子 183 6343 矢羽田　國幸 ﾔﾊﾀ ｸﾆﾕｷ 神奈川県 1:10:03
１０ｋｍ一般男子 184 6399 森　淳範 ﾓﾘ ｱﾂﾉﾘ 東京都 1:10:04
１０ｋｍ一般男子 185 6276 野老　公紀 ﾄｺﾛ ｺｳｷ 大阪府 1:10:10
１０ｋｍ一般男子 186 6445 山中　竜馬 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾂﾏ 愛知県 1:10:17
１０ｋｍ一般男子 187 6301 木下　修 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳ 佐久市 1:10:21
１０ｋｍ一般男子 188 6212 宮崎　壮一郎 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野市 1:10:33
１０ｋｍ一般男子 189 6340 矢島　正覚 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 安曇野市 1:11:04
１０ｋｍ一般男子 190 6361 井川　理 ｲｶﾞﾜ ｵｻﾑ 東京都 1:11:09
１０ｋｍ一般男子 191 6423 西澤　徹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 大町市 1:11:22
１０ｋｍ一般男子 192 6203 野坂　健次郎 ﾉｻﾞｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 静岡県 1:11:34 掛川北病院
１０ｋｍ一般男子 193 6236 五嶋　宏次 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:12:28
１０ｋｍ一般男子 194 6409 北澤　大河 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 大町市 1:12:59 チーム俵屋
１０ｋｍ一般男子 195 6346 佐伯　真魚 ｻｴｷ ﾏｵ 富山県 1:13:58 螢川ＲＣ
１０ｋｍ一般男子 196 6435 山上　均 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:14:27 スローペース
１０ｋｍ一般男子 197 6250 小林　慶汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 大町市 1:14:57 チーム・リセット
１０ｋｍ一般男子 198 6396 井出　知行 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾕｷ 北相木村 1:15:10
１０ｋｍ一般男子 199 6293 小山　文男 ｺﾔﾏ ﾌﾐｵ 長野市 1:15:25 美味しい桃生産者
１０ｋｍ一般男子 200 6274 神田　健一 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 上松町 1:15:54
１０ｋｍ一般男子 201 6226 赤沼　松尾 ｱｶﾇﾏ ﾏﾂｵ 埼玉県 1:16:11 坂戸走友会
１０ｋｍ一般男子 202 6453 降籏　玄 ﾌﾘﾊﾀ ﾌｶｼ 大町市 1:16:17
１０ｋｍ一般男子 203 6371 畠山　智貴 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｷ 大町市 1:16:17
１０ｋｍ一般男子 204 6284 山崎　順一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 石川県 1:17:39
１０ｋｍ一般男子 205 6392 磨田　茂 ﾄｷﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1:17:51
１０ｋｍ一般男子 206 6338 和田　弘 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 安曇野市 1:18:02
１０ｋｍ一般男子 207 6397 山口　正幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 佐久市 1:18:15
１０ｋｍ一般男子 208 6265 関根　直樹 ｾｷﾈ ﾅｵｷ 埼玉県 1:19:21
１０ｋｍ一般男子 209 6422 青沼　則吉 ｱｵﾇﾏ ﾉﾘﾖｼ 愛知県 1:19:21
１０ｋｍ一般男子 210 6268 八巻　政人 ﾔﾏｷ ﾏｻﾄ 東京都 1:19:26
１０ｋｍ一般男子 211 6277 小川　準二 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 滋賀県 1:20:27
１０ｋｍ一般男子 212 6297 高木　貞治 ﾀｶｷﾞ ｻﾀﾞﾊﾙ 東京都 1:20:55
１０ｋｍ一般男子 213 6259 雪島　剛 ﾕｷｼﾏ ﾂﾖｼ 千葉県 1:22:10
１０ｋｍ一般男子 214 6438 清水　孝二 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 千曲市 1:22:25 大町建設事務所
１０ｋｍ一般男子 215 6337 宇都宮　太郎 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾛｳ 愛媛県 1:22:27
１０ｋｍ一般男子 216 6255 葭原　祐一 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 安曇野市 1:22:52
１０ｋｍ一般男子 217 6224 小松原　洵司 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 新潟県 1:23:00
１０ｋｍ一般男子 218 6215 乕若　正之 ﾄﾗﾜｶ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 1:23:15 チームめだか
１０ｋｍ一般男子 219 6395 上嶋　新 ｶﾐｼﾞﾏ ｼﾝ 松本市 1:23:26
１０ｋｍ一般男子 220 6283 長嶋　健二 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:24:25
１０ｋｍ一般男子 221 6206 山際　宏美 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾋﾛﾐ 大阪府 1:24:43
１０ｋｍ一般男子 222 6279 木村　義之 ｷﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 愛知県 1:25:58 誠防水
１０ｋｍ一般男子 223 6205 宮城　武 ﾐﾔｷﾞ ﾀｹｼ 千曲市 1:26:04
１０ｋｍ一般男子 224 6223 障子　巌 ｼｮｳｼﾞ ｲﾜｵ 滋賀県 1:29:12 近江クラブ
１０ｋｍ一般男子 225 6359 爰野　伊佐夫 ｺｺﾝﾉ ｲｻｵ 東京都 1:31:02 富士通
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１０ｋｍ一般男子 226 6248 小林　神人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾐﾄ 長野市 1:32:37 長野県社会福祉協議会
１０ｋｍ一般男子 227 6406 菊池　泰也 ｷｸﾁ ﾔｽﾅﾘ 大町市 1:36:56 チーム・リセット
１０ｋｍ一般男子 228 6382 岸本　光弘 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 1:37:32
１０ｋｍ一般男子 229 6231 坂井　謙司 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 大町市 1:40:02
１０ｋｍ一般男子 230 6312 宮澤　忠一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｭｳｲﾁ 長野市 1:40:39
１０ｋｍ一般男子 231 6216 西山　輝夫 ﾆｼﾔﾏ ﾃﾙｵ 神奈川県 1:53:26
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１０ｋｍ一般女子 1 6705 宮澤　花奈実 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本市 0:38:24 松本深志高校
１０ｋｍ一般女子 2 6625 梅村　映美 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 長野市 0:43:21
１０ｋｍ一般女子 3 6101 松田　玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 長野市 0:44:12 長野市陸協
１０ｋｍ一般女子 4 6102 吉田　早織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ 愛知県 0:45:35 クラブＲ２中日本
１０ｋｍ一般女子 5 6533 和田　美晴 ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾙ 大町市 0:46:59
１０ｋｍ一般女子 6 6615 湯澤　みのり ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松本市 0:47:34
１０ｋｍ一般女子 7 6545 仲村　美沙 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 松本市 0:49:09 松本信用金庫
１０ｋｍ一般女子 8 6661 丸山　理矢 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾔ 小谷村 0:49:48
１０ｋｍ一般女子 9 6669 松島　加奈 ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 安曇野市 0:50:25
１０ｋｍ一般女子 10 6683 横川　恵理子 ﾖｺｶﾜ ｴﾘｺ 大町市 0:50:49
１０ｋｍ一般女子 11 6622 田中　奈津紀 ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ 長野市 0:51:06 長野赤十字病院
１０ｋｍ一般女子 12 6699 澤谷　あゆみ ｻﾜﾔ ｱﾕﾐ 松本市 0:51:16
１０ｋｍ一般女子 13 6676 堀内　ミユキ ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ 大町市 0:51:18
１０ｋｍ一般女子 14 6534 西沢　由紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷ 大町市 0:52:06
１０ｋｍ一般女子 15 6679 北澤　恵美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大町市 0:52:09 チーム俵屋
１０ｋｍ一般女子 16 6644 荒木　永美子 ｱﾗｷ ｴﾐｺ 神奈川県 0:52:19
１０ｋｍ一般女子 17 6667 礒部　稔梨 ｲｿﾍﾞ ﾐﾉﾘ 千葉県 0:52:23
１０ｋｍ一般女子 18 6641 千葉　幸子 ﾁﾊﾞ ｻﾁｺ 東京都 0:53:39
１０ｋｍ一般女子 19 6645 田中　美紗 ﾀﾅｶ ﾐｻ 群馬県 0:53:53
１０ｋｍ一般女子 20 6617 礒部　朱里 ｲｿﾍﾞ ｱｶﾘ 千葉県 0:54:35
１０ｋｍ一般女子 21 6668 柳澤　美穂 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾎ 長野市 0:54:49
１０ｋｍ一般女子 22 6511 三村　博子 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｺ 長野市 0:54:54
１０ｋｍ一般女子 23 6691 伊藤　祥子 ｲﾄｳ ﾖｼｺ 山梨県 0:55:36
１０ｋｍ一般女子 24 6574 中野　奈月 ﾅｶﾉ ﾅﾂｷ 松本市 0:55:36
１０ｋｍ一般女子 25 6568 唐澤　佐紀子 ｶﾗｻﾜ ｻｷｺ 松本市 0:56:15
１０ｋｍ一般女子 26 6620 宮坂　秋穂 ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 愛知県 0:56:35 株式会社ミヤサカ
１０ｋｍ一般女子 27 6598 塚田　里美 ﾂｶﾀﾞ ｻﾄﾐ 長野市 0:56:55
１０ｋｍ一般女子 28 6706 関　美佐子 ｾｷ ﾐｻｺ 安曇野市 0:56:56
１０ｋｍ一般女子 29 6608 藤井　由貴 ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 三重県 0:57:10
１０ｋｍ一般女子 30 6525 吉澤　理恵 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｴ 千曲市 0:57:38
１０ｋｍ一般女子 31 6700 吉田　貴子 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｺ 大町市 0:57:40
１０ｋｍ一般女子 32 6521 下條　倫子 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ 大町市 0:58:52
１０ｋｍ一般女子 33 6666 白澤　由美子 ｼﾗｻﾜ ﾕﾐｺ 長野市 0:58:54
１０ｋｍ一般女子 34 6651 林　由美子 ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ 大阪府 0:58:58
１０ｋｍ一般女子 35 6519 高野　富美江 ﾀｶﾉ ﾌﾐｴ 長野市 0:59:05
１０ｋｍ一般女子 36 6686 丸山　真由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 大町市 0:59:09
１０ｋｍ一般女子 37 6684 石橋　彩花 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾔｶ 神奈川県 0:59:21 ＴＵ３９
１０ｋｍ一般女子 38 6618 馬淵　江美子 ﾏﾌﾞﾁ ｴﾐｺ 岐阜県 0:59:48
１０ｋｍ一般女子 39 6548 北條　朋香 ｷﾀｼﾞｮｳ ﾄﾓｶ 大町市 0:59:49
１０ｋｍ一般女子 40 6586 宮坂　あい ﾐﾔｻｶ ｱｲ 下諏訪町 1:00:33
１０ｋｍ一般女子 41 6562 安間　春美 ﾔｽﾏ ﾊﾙﾐ 静岡県 1:00:48
１０ｋｍ一般女子 42 6581 本土　圭子 ﾎﾝﾄﾞ ｹｲｺ 東京都 1:00:51
１０ｋｍ一般女子 43 6630 伊東　友江 ｲﾄｳ ﾄﾓｴ 愛知県 1:01:01
１０ｋｍ一般女子 44 6604 鳥山　夏海 ﾄﾘﾔﾏ ﾅﾂﾐ 神奈川県 1:01:04
１０ｋｍ一般女子 45 6559 永原　佳誉 ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾖ 安曇野市 1:01:11
１０ｋｍ一般女子 46 6659 神田　多栄 ｶﾝﾀﾞ ﾀｴ 愛知県 1:01:21
１０ｋｍ一般女子 47 6536 青木　千夏 ｱｵｷ ﾁﾅﾂ 安曇野市 1:01:23 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 48 6569 寺島　千津子 ﾃﾗｼﾏ ﾁﾂﾞｺ 長野市 1:01:30
１０ｋｍ一般女子 49 6692 秋本　江里子 ｱｷﾓﾄ ｴﾘｺ 東京都 1:01:32
１０ｋｍ一般女子 50 6695 島崎　涼子 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 松本市 1:01:50
１０ｋｍ一般女子 51 6697 渡辺　未由希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 大町市 1:02:00
１０ｋｍ一般女子 52 6698 山田　初美 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾂﾐ 岐阜県 1:02:02
１０ｋｍ一般女子 53 6635 箕輪　久代 ﾐﾉﾜ ﾋｻﾖ 長野市 1:02:21
１０ｋｍ一般女子 54 6660 水野　桂子 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｺ 松本市 1:02:33 あずさっこ
１０ｋｍ一般女子 55 6633 細川　紗智穂 ﾎｿｶﾜ ｻﾁﾎ 東京都 1:02:37
１０ｋｍ一般女子 56 6526 渡辺　朋美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 松本市 1:02:42 チームぷるるん
１０ｋｍ一般女子 57 6680 山口　綾香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ 大町市 1:02:46
１０ｋｍ一般女子 58 6550 江原　美幸 ｴﾊﾗ ﾐﾕｷ 埼玉県 1:02:46
１０ｋｍ一般女子 59 6544 横道　佑果 ﾖｺﾐﾁ ﾕｶ 塩尻市 1:02:47 松本信用金庫
１０ｋｍ一般女子 60 6579 宮澤　百合香 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾘｶ 長野市 1:02:51
１０ｋｍ一般女子 61 6516 石井　千江子 ｲｼｲ ﾁｴｺ 静岡県 1:03:11
１０ｋｍ一般女子 62 6578 宮澤　雅美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 長野市 1:03:21
１０ｋｍ一般女子 63 6560 山崎　玲子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｺ 諏訪市 1:03:23
１０ｋｍ一般女子 64 6642 植村　洋子 ｳｴﾑﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 1:03:31
１０ｋｍ一般女子 65 6702 西部　真理映 ﾆｼﾌﾞ ﾏﾘｴ 東京都 1:03:36
１０ｋｍ一般女子 66 6558 井上　琴美 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾐ 東京都 1:03:49
１０ｋｍ一般女子 67 6599 酒井　瑞枝 ｻｶｲ ﾐｽﾞｴ 神奈川県 1:04:08
１０ｋｍ一般女子 68 6671 中島　果歩 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾎ 大町市 1:04:21
１０ｋｍ一般女子 69 6656 松沢　早織 ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｵﾘ 長野市 1:04:35
１０ｋｍ一般女子 70 6553 久保田　妙子 ｸﾎﾞﾀ ﾀｴｺ 伊那市 1:04:45
１０ｋｍ一般女子 71 6501 山口　すみ子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｺ 松本市 1:04:46
１０ｋｍ一般女子 72 6596 森上　志津奈 ﾓﾘｶﾐ ｼﾂﾞﾅ 愛知県 1:05:19
１０ｋｍ一般女子 73 6522 矢口　光子 ﾔｸﾞﾁ ﾐﾂｺ 松川村 1:05:26 松川村ＡＣ
１０ｋｍ一般女子 74 6571 中林　憲子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 静岡県 1:05:26
１０ｋｍ一般女子 75 6681 糸氏　志信 ｲﾄｳｼﾞ ｼﾉﾌﾞ 白馬村 1:05:33
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１０ｋｍ一般女子 76 6689 小林　すみ子 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｺ 長野市 1:05:35
１０ｋｍ一般女子 77 6582 竹腰　史佳 ﾀｹｺｼ ﾌﾐｶ 大町市 1:05:37
１０ｋｍ一般女子 78 6527 三澤　登美子 ﾐｻﾜ ﾄﾐｺ 安曇野市 1:05:39
１０ｋｍ一般女子 79 6554 関根　身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:05:57
１０ｋｍ一般女子 80 6647 岩井　美炎 ｲﾜｲ ﾐﾎﾉ 長野市 1:06:00
１０ｋｍ一般女子 81 6614 芦澤　美香 ｱｼｻﾞﾜ ﾐｶ 東京都 1:06:12 ＬＯＣＫＥＲＳ
１０ｋｍ一般女子 82 6627 矢羽田　智恵子 ﾔﾊﾀ ﾁｴｺ 神奈川県 1:06:16
１０ｋｍ一般女子 83 6552 中山　桂子 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺ 長和町 1:06:27
１０ｋｍ一般女子 84 6670 柳澤　冬実 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌﾕﾐ 松川村 1:06:41
１０ｋｍ一般女子 85 6585 関口　久美 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾐ 安曇野市 1:06:51
１０ｋｍ一般女子 86 6539 平林　佳子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 大町市 1:07:18 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 87 6674 横井　多津子 ﾖｺｲ ﾀﾂｺ 石川県 1:07:28
１０ｋｍ一般女子 88 6590 酒井　香織 ｻｶｲ ｶｵﾘ 長野市 1:07:29
１０ｋｍ一般女子 89 6663 米倉　宜子 ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｺ 松本市 1:07:34 セントラル松本
１０ｋｍ一般女子 90 6639 阿部　恵 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 1:07:38
１０ｋｍ一般女子 91 6580 池上　あすき ｲｹｶﾞﾐ ｱｽｷ 伊那市 1:07:48
１０ｋｍ一般女子 92 6597 尾形　朱美 ｵｶﾞﾀ ｱｹﾐ 埼玉県 1:08:00
１０ｋｍ一般女子 93 6505 熊井　知美 ｸﾏｲ ﾄﾓﾐ 飯綱町 1:08:09
１０ｋｍ一般女子 94 6537 太田　和代 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖ 大町市 1:08:14 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 95 6520 髙野　彩花 ﾀｶﾉ ｱﾔｶ 長野市 1:08:23
１０ｋｍ一般女子 96 6566 村松　規子 ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾘｺ 長野市 1:08:44
１０ｋｍ一般女子 97 6690 金井　美和子 ｶﾅｲ ﾐﾜｺ 千葉県 1:08:50 ＪＡＬ　ＲＣ
１０ｋｍ一般女子 98 6570 松沢　則子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 長野市 1:08:58 うくれれぼむ
１０ｋｍ一般女子 99 6557 岩渕　真紀子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｷｺ 安曇野市 1:09:12
１０ｋｍ一般女子 100 6567 丸山　和代 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾖ 長野市 1:09:18
１０ｋｍ一般女子 101 6619 西田　英里 ﾆｼﾀﾞ ｴﾘ 長野市 1:09:21
１０ｋｍ一般女子 102 6687 金森　光子 ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂｺ 大町市 1:09:46
１０ｋｍ一般女子 103 6636 小池　直子 ｺｲｹ ﾅｵｺ 愛知県 1:09:48
１０ｋｍ一般女子 104 6609 金子　しげみ ｶﾈｺ ｼｹﾞﾐ 大町市 1:09:51
１０ｋｍ一般女子 105 6640 中村　真紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｺ 愛知県 1:09:58
１０ｋｍ一般女子 106 6665 ラングォス　トニエﾗﾝｸﾞｫｽ ﾄﾆｴ 長野市 1:10:23
１０ｋｍ一般女子 107 6694 登内　さゆみ ﾄﾉｳﾁ ｻﾕﾐ 伊那市 1:10:37
１０ｋｍ一般女子 108 6631 石原　りか子 ｲｼﾊﾗ ﾘｶｺ 愛知県 1:10:39 チームイシハラ
１０ｋｍ一般女子 109 6652 佐々木　優予 ｻｻｷ ﾏｻﾖ 安曇野市 1:10:45
１０ｋｍ一般女子 110 6682 飯島　眞由美 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 茅野市 1:10:55
１０ｋｍ一般女子 111 6506 久保田　やす子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ 安曇野市 1:11:02 チームのこのこ
１０ｋｍ一般女子 112 6541 勝山　富子 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾐｺ 大町市 1:11:06 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 113 6610 矢吹　久美子 ﾔﾌﾞｷ ｸﾐｺ 神奈川県 1:11:07
１０ｋｍ一般女子 114 6646 井川　繭美 ｲｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 東京都 1:11:09
１０ｋｍ一般女子 115 6509 宮崎　亜希子 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷｺ 長野市 1:11:10
１０ｋｍ一般女子 116 6703 小西　恵美子 ｺﾆｼ ｴﾐｺ 安曇野市 1:11:15
１０ｋｍ一般女子 117 6523 西澤　康子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽｺ 大町市 1:11:18
１０ｋｍ一般女子 118 6649 篠原　洋子 ｼﾉﾊﾗ ﾖｳｺ 群馬県 1:11:31
１０ｋｍ一般女子 119 6530 藤原　友瑞 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 伊那市 1:11:34
１０ｋｍ一般女子 120 6584 上平　知子 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 愛知県 1:11:34
１０ｋｍ一般女子 121 6607 林　繭子 ﾊﾔｼ ﾏﾕｺ 松本市 1:11:38
１０ｋｍ一般女子 122 6587 金本　和美 ｶﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 愛知県 1:11:39
１０ｋｍ一般女子 123 6589 今井　寛子 ｲﾏｲ ﾋﾛｺ 大町市 1:11:42
１０ｋｍ一般女子 124 6551 井上　納弥 ｲﾉｳｴ ﾅﾐ 松本市 1:11:58
１０ｋｍ一般女子 125 6504 矢野口　美恵子 ﾔﾉｸﾁ ﾐｴｺ 安曇野市 1:12:11
１０ｋｍ一般女子 126 6653 上村　有香 ｶﾐﾑﾗ ﾕｶ 京都府 1:12:14
１０ｋｍ一般女子 127 6540 田中　真衣 ﾀﾅｶ ﾏｲ 大町市 1:12:15 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 128 6546 宮澤　美智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾁｺ 小谷村 1:12:23
１０ｋｍ一般女子 129 6605 和田　実奈 ﾜﾀﾞ ﾐﾅ 長野市 1:12:25
１０ｋｍ一般女子 130 6606 和田　理佳 ﾜﾀﾞ ﾘｶ 長野市 1:12:39
１０ｋｍ一般女子 131 6600 山岸　佳美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾐ 大町市 1:13:07
１０ｋｍ一般女子 132 6664 伊藤　友里 ｲﾄｳ ﾕﾘ 愛知県 1:13:32 名港ＲＣ
１０ｋｍ一般女子 133 6677 古川　絵梨 ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ 愛知県 1:13:32 名港ランニングクラブ
１０ｋｍ一般女子 134 6514 杉浦　信子 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞｺ 愛知県 1:13:37
１０ｋｍ一般女子 135 6643 油井　由紀 ﾕｲ ﾕｷ 佐久穂町 1:13:45 ＲＣ佐久穂
１０ｋｍ一般女子 136 6654 松本　裕梨 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 大阪府 1:13:46
１０ｋｍ一般女子 137 6632 佐伯　育代 ｻｴｷ ｲｸﾖ 富山県 1:13:59 螢川ＲＣ
１０ｋｍ一般女子 138 6531 渡辺　美知子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 新潟県 1:14:07
１０ｋｍ一般女子 139 6701 西岡　三里 ﾆｼｵｶ ﾐｻﾄ 松本市 1:14:08
１０ｋｍ一般女子 140 6515 森　初代 ﾓﾘ ﾊﾂﾖ 福井県 1:14:12
１０ｋｍ一般女子 141 6593 烏田　香織 ｶﾗｽﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 1:14:18 チーム　カラス
１０ｋｍ一般女子 142 6573 横川　理恵 ﾖｺｶﾜ ﾘｴ 松川村 1:14:24 絶対達成ＲＣ
１０ｋｍ一般女子 143 6603 小池　音羽 ｺｲｹ ｵﾄﾜ 安曇野市 1:14:32
１０ｋｍ一般女子 144 6611 小河　ひとみ ｵｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 長野市 1:15:09
１０ｋｍ一般女子 145 6629 田中　和恵 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｴ 山梨県 1:15:17 三珠走ろう会
１０ｋｍ一般女子 146 6602 蛸島　愛子 ﾀｺｼﾞﾏ ｱｲｺ 神奈川県 1:15:28
１０ｋｍ一般女子 147 6628 澤田　ふみ ｻﾜﾀﾞ ﾌﾐ 愛知県 1:15:41
１０ｋｍ一般女子 148 6675 花岡　千明 ﾊﾅｵｶ ﾁｱｷ 兵庫県 1:15:42
１０ｋｍ一般女子 149 6648 島田　直子 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｺ 群馬県 1:15:57
１０ｋｍ一般女子 150 6517 小川　早苗 ｵｶﾞﾜ ｻﾅｴ 千葉県 1:15:58
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１０ｋｍ一般女子 151 6616 佐塚　百合子 ｻﾂｶ ﾕﾘｺ 愛知県 1:16:02
１０ｋｍ一般女子 152 6673 山口　千賀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶﾞｺ 北相木村 1:16:11
１０ｋｍ一般女子 153 6503 宮澤　節子 ﾐﾔｻﾞﾜ ｾﾂｺ 長野市 1:16:37
１０ｋｍ一般女子 154 6556 島立　富美子 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾌﾐｺ 茅野市 1:16:51 みどり
１０ｋｍ一般女子 155 6513 小久保　和芽子 ｺｸﾎﾞ ﾜｶｺ 東京都 1:16:56
１０ｋｍ一般女子 156 6650 寺西　浩子 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾛｺ 安曇野市 1:17:27
１０ｋｍ一般女子 157 6502 岩波　みよ子 ｲﾜﾅﾐ ﾐﾖｺ 岡谷市 1:17:32
１０ｋｍ一般女子 158 6576 村松　美穂 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 愛知県 1:18:08
１０ｋｍ一般女子 159 6529 船坂　園美 ﾌﾅｻｶ ｿﾉﾐ 安曇野市 1:18:45
１０ｋｍ一般女子 160 6542 中牧　可奈子 ﾅｶﾏｷ ｶﾅｺ 大町市 1:19:37 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 161 6543 那須　裕子 ﾅｽ ﾕｳｺ 宮崎県 1:19:38 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 162 6688 尾崎　久美子 ｵｻﾞｷ ｸﾐｺ 大阪府 1:20:22
１０ｋｍ一般女子 163 6696 傅刀　美樹子 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 大町市 1:20:33
１０ｋｍ一般女子 164 6704 笠原　早苗 ｶｻﾊﾗ ｻﾅｴ 大町市 1:20:34
１０ｋｍ一般女子 165 6512 乕若　美子 ﾄﾗﾜｶ ﾖｼｺ 滋賀県 1:21:45 チームめだか
１０ｋｍ一般女子 166 6662 岸本　征子 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｺ 岐阜県 1:22:19
１０ｋｍ一般女子 167 6547 浅川　真由美 ｱｻｶﾜ ﾏﾕﾐ 安曇野市 1:22:51
１０ｋｍ一般女子 168 6535 Ｌｅｗ　Ｊｕｎｉｅ ﾘｭｰ ｼﾞｭﾆｰ 大町市 1:23:58
１０ｋｍ一般女子 169 6594 鈴木　美恵子 ｽｽﾞｷ ﾐｴｺ 東京都 1:25:13
１０ｋｍ一般女子 170 6672 山口　昭子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｺ 北相木村 1:25:56
１０ｋｍ一般女子 171 6612 外川　ひろ子 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 奈良県 1:26:08
１０ｋｍ一般女子 172 6657 涌井　亜紀 ﾜｸｲ ｱｷ 安曇野市 1:26:16
１０ｋｍ一般女子 173 6528 川口　美砂 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻ 東京都 1:26:17
１０ｋｍ一般女子 174 6538 宮本　安枝 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｴ 大町市 1:26:30 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 175 6510 杉山　千代 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾖ 愛知県 1:27:21 杉山組
１０ｋｍ一般女子 176 6565 戸谷　千代子 ﾄﾔ ﾁﾖｺ 長野市 1:27:57
１０ｋｍ一般女子 177 6564 赤塩　昭美 ｱｶｼｵ ｱｹﾐ 長野市 1:27:59
１０ｋｍ一般女子 178 6693 青沼　桂子 ｱｵﾇﾏ ｹｲｺ 愛知県 1:32:39
１０ｋｍ一般女子 179 6678 冨塚　菊恵 ﾄﾐﾂﾞｶ ｷｸｴ 大町市 1:36:56 チーム・リセット
１０ｋｍ一般女子 180 6591 村上　弥生子 ﾑﾗｶﾐ ﾔｴｺ 東京都 1:41:24
１０ｋｍ一般女子 181 6595 宮澤　真弓 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 東京都 1:44:40
１０ｋｍ一般女子 182 6592 大塚　弘美 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐ 東京都 1:47:49
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３ｋｍ小学男子１・２年 1 7031 黒木　玲雄 ｸﾛｷ ﾚｵ 上田市 0:12:00 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子１・２年 2 7032 佐野　嶺 ｻﾉ ﾚｲ 静岡県 0:12:08 掛川陸上
３ｋｍ小学男子１・２年 3 7006 西田　太陽 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 大町市 0:13:28 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子１・２年 4 7040 松澤　晃佑 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬村 0:13:29 白馬かけっこクラブ
３ｋｍ小学男子１・２年 5 7028 中村　勇陽 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 上田市 0:13:58 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子１・２年 6 7017 山﨑　駿斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 大町市 0:14:05 大町東小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 7 7034 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 0:14:08 新井中央小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 8 7016 松本　勇志 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 大町市 0:14:10 大町東小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 9 7037 大野　正敬 ｵｵﾉ ﾏｻﾀｶ 埼玉県 0:14:19
３ｋｍ小学男子１・２年 10 7020 倉科　伊吹 ｸﾗｼﾅ ｲﾌﾞｷ 大町市 0:14:23 大町南小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 11 7043 角谷　健介 ｽﾐﾔ ｹﾝｽｹ 愛知県 0:14:35 碧南市立棚尾小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 12 7004 古谷　圭志 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞ 飯綱町 0:14:37 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子１・２年 13 7033 漆戸　慶哉 ｳﾙｼﾄﾞ ｹｲﾔ 箕輪町 0:14:39
３ｋｍ小学男子１・２年 14 7015 太田　迅人 ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ 大町市 0:14:41 大町西小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 15 7021 田場　海斗 ﾀﾊﾞ ｶｲﾄ 大町市 0:14:42 大町南小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 16 7018 松原　遼人 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ 大町市 0:14:50 大町南小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 17 7026 黒沢　天馬 ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 上田市 0:14:52 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子１・２年 18 7039 阿久津　昭太 ｱｸﾂ ｼｮｳﾀ 大町市 0:14:55
３ｋｍ小学男子１・２年 19 7019 藤岡　佑樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大町市 0:14:56 大町南小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 20 7041 関　蒼生 ｾｷ ｱｵｲ 大町市 0:15:12
３ｋｍ小学男子１・２年 21 7038 丸山　航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山形村 0:15:12 山形小
３ｋｍ小学男子１・２年 22 7005 春井　一心 ﾊﾙｲ ｲｯｼﾝ 大町市 0:15:18 大町西小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 23 7012 横川　愛翔 ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町市 0:15:36 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子１・２年 24 7023 髙橋　朱里 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 大町市 0:15:38 大町東小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 25 7002 服部　一輝 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｷ 大町市 0:15:46 大町北小
３ｋｍ小学男子１・２年 26 7003 剱持　遥央 ｹﾝﾓﾂ ﾊﾙﾁｶ 飯綱町 0:15:47 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子１・２年 27 7029 三澤　祐仁 ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 伊那市 0:15:48 氣分走会
３ｋｍ小学男子１・２年 28 7042 角谷　太郎 ｽﾐﾔ ﾀﾛｳ 愛知県 0:15:55 碧南市立棚尾小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 29 7024 宮田　蒼一朗 ﾐﾔﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 大町市 0:16:07 大町西小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 30 7013 続麻　世稀 ﾂﾂﾞｵ ﾖﾏ 大町市 0:16:16 大町西小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 31 7035 荒井　奏 ｱﾗｲ ｶﾅﾃﾞ 松本市 0:16:25 源池小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 32 7008 関川　巴琉 ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町市 0:16:44 大町北小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 33 7014 松澤　翔 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｹﾙ 大町市 0:16:59 大町西小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 34 7010 大日向　温馬 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾏ 大町市 0:17:02 大町北小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 35 7025 今溝　雷人 ｲﾏﾐｿﾞ ﾗｲﾄ 大町市 0:17:06 大町北小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 36 7036 小島　悠豊 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 東京都 0:17:09 八王子市立城山小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 37 7009 傳刀　禄水 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾛｸﾄ 大町市 0:18:57 大町北小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 38 7030 齋藤　貫太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 0:19:01 このみ薬局
３ｋｍ小学男子１・２年 39 7022 吉沢　尭慶 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 大町市 0:19:13 大町南小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 40 7007 権野　由貴仁 ｺﾞﾝﾉ ﾕｷﾋﾄ 大町市 0:19:24 大町北小学校
３ｋｍ小学男子１・２年 41 7027 清水　理貴 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 群馬県 0:20:07
３ｋｍ小学女子１・２年 1 7118 黒沢　燈 ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 上田市 0:13:27 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子１・２年 2 7127 田上　瑠花 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 新潟県 0:13:37 糸魚川小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 3 7116 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷村 0:14:13 小谷小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 4 7121 吉川　和花 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬村 0:14:47 グリーングラス
３ｋｍ小学女子１・２年 5 7112 奥原　凛 ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 大町市 0:14:49 大町南小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 6 7123 竹花　ひまり ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 上田市 0:15:07 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子１・２年 7 7120 草本　にこら ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬村 0:15:12
３ｋｍ小学女子１・２年 8 7113 西沢　なつみ ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 大町市 0:15:22 大町北小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 9 7110 林　瑚晴 ﾊﾔｼ ｺﾊﾙ 大町市 0:15:50 大町北小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 10 7115 原山　萌 ﾊﾗﾔﾏ ﾓｴ 大町市 0:16:12 大町南小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 11 7109 降籏　野々花 ﾌﾘﾊﾀ ﾉﾉｶ 大町市 0:16:35 大町東小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 12 7122 宮下　友実 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾐ 塩尻市 0:16:45
３ｋｍ小学女子１・２年 13 7107 瀬戸口　心 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 大町市 0:16:47 大町西小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 14 7128 下嶋　花菜 ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ 下條村 0:17:28 下條小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 15 7108 松田　音和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 大町市 0:17:31 大町東小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 16 7117 原　みらい ﾊﾗ ﾐﾗｲ 白馬村 0:17:52 サニーサイドハット
３ｋｍ小学女子１・２年 17 7101 戸田　成美 ﾄﾀﾞ ﾅﾙﾐ 群馬県 0:18:20 美咲成希
３ｋｍ小学女子１・２年 18 7126 小熊　あや ｵｸﾞﾏ ｱﾔ 坂城町 0:18:21
３ｋｍ小学女子１・２年 19 7119 黒岩　夕莉 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾘ 大町市 0:18:55 大町北
３ｋｍ小学女子１・２年 20 7105 平林　乃亜海 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉｱﾝ 大町市 0:18:55 大町北小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 21 7106 小山　希羽 ｺﾔﾏ ｷﾜ 大町市 0:19:39 大町西小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 22 7114 小日向　逢 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ 大町市 0:20:17 大町西小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 23 7124 酒井　映里那 ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷市 0:20:20 上の原小
３ｋｍ小学女子１・２年 24 7103 石原　和 ｲｼﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 大町市 0:20:56 大町西小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 25 7104 田中　結愛 ﾀﾅｶ ﾕｱ 大町市 0:21:38 大町西小学校
３ｋｍ小学女子１・２年 26 7125 畔地　千都雪 ｱｾﾞﾁ ﾁﾄｾ 上田市 0:21:39
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３ｋｍ小学男子３・４年 1 7251 土赤　仁義 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 小諸市 0:11:27 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 2 7252 黒沢　燦 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 上田市 0:11:53 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 3 7254 児玉　大河 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 上田市 0:11:56 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 4 7260 笠嶋　佑樹 ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ 長野市 0:12:10 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 5 7240 永澤　良大 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 大町市 0:12:18 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子３・４年 6 7236 野口　輝 ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 大町市 0:12:38 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 7 7265 糸氏　琉人 ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 白馬村 0:12:41
３ｋｍ小学男子３・４年 8 7253 児玉　大和 ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 上田市 0:12:42 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 9 7237 仁科　有貴 ﾆｼﾅ ﾕｳｷ 大町市 0:13:03 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 10 7207 松澤　和壱 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷村 0:13:04 小谷小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 11 7245 横川　翔生 ﾖｺｶﾜ ｶﾅﾙ 大町市 0:13:04 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子３・４年 12 7206 服部　徹也 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ 大町市 0:13:05 大町北小
３ｋｍ小学男子３・４年 13 7263 宮本　康平 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 松川村 0:13:11 松川小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 14 7235 春井　健人 ﾊﾙｲ ｹﾝﾄ 大町市 0:13:23 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 15 7219 大塚　蒼空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町市 0:13:25 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 16 7224 田中　湊都 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ 大町市 0:13:30 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 17 7259 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 0:13:32 新井中央小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 18 7248 大友　直毅 ｵｵﾄﾓ ﾅｵｷ 大町市 0:13:36 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子３・４年 19 7216 本山　秀斗 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳﾄ 飯綱町 0:13:36 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子３・４年 20 7229 奥原　星 ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町市 0:13:37 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 21 7232 西澤　怜也 ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ 大町市 0:13:44 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 22 7230 田場　隆司 ﾀﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大町市 0:13:46 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 23 7244 長屋　晴士 ﾅｶﾞﾔ ﾊﾙﾄ 大町市 0:13:47 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 24 7223 戸谷　類 ﾄﾀﾆ ﾙｲ 大町市 0:13:59 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 25 7266 相澤　伸一 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 池田町 0:14:00 会染小
３ｋｍ小学男子３・４年 26 7256 黒木　勇翔 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 上田市 0:14:00 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子３・４年 27 7222 大月　涼平 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾍｲ 大町市 0:14:13 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 28 7242 守屋　大翔 ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町市 0:14:22 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 29 7210 安藤　大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 大町市 0:14:27 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 30 7208 後藤　健太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 安曇野市 0:14:32 豊科北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 31 7217 中沢　聡仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 安曇野市 0:14:32
３ｋｍ小学男子３・４年 32 7209 寺島　泰志 ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ 安曇野市 0:14:35 豊科北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 33 7241 原　直生 ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町市 0:14:39 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 34 7228 倉品　葵一 ｸﾗｼﾅ ｷｲﾁ 大町市 0:14:40 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 35 7246 阪田　響 ｻｶﾀ ﾋﾋﾞｷ 大町市 0:14:46 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子３・４年 36 7212 近藤　友晴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ 飯綱町 0:14:52 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子３・４年 37 7213 仲俣　悠太 ﾅｶﾏﾀ ﾕｳﾀ 飯綱町 0:14:53 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子３・４年 38 7258 上　航生 ｳｴ ｺｳｷ 松本市 0:14:57 清水小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 39 7227 西澤　希陸 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｸ 大町市 0:15:05 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 40 7247 青木　大空 ｱｵｷ ｿﾗ 大町市 0:15:09 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子３・４年 41 7238 荒井　遙斗 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 大町市 0:15:10 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 42 7233 中川　竣太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 大町市 0:15:18 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 43 7220 宮尾　駿希 ﾐﾔｵ ｼｭﾝｷ 大町市 0:15:19 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 44 7267 関　遥喜 ｾｷ ﾊﾙｷ 大町市 0:15:19
３ｋｍ小学男子３・４年 45 7250 後藤　泰樹 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼﾞｭ 大町市 0:15:26 美麻小中学校
３ｋｍ小学男子３・４年 46 7215 丸山　玄翔 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾞﾝﾄ 飯綱町 0:15:26 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子３・４年 47 7231 菅澤　優樹 ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 大町市 0:15:37 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 48 7234 大日向　結弦 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲﾄ 大町市 0:15:38 大町北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 49 7239 仁科　悠佳 ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町市 0:15:41 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子３・４年 50 7203 横川　眞伯 ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬村 0:15:56 白馬北小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 51 7226 今溝　陸斗 ｲﾏﾐｿﾞ ﾘｸﾄ 大町市 0:16:18 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 52 7214 上野　翔琉 ｳｴﾉ ｶｹﾙ 飯綱町 0:16:41
３ｋｍ小学男子３・４年 53 7255 八木澤　駿 ﾔｷﾞｻﾜ ｼｭﾝ 長野市 0:16:49
３ｋｍ小学男子３・４年 54 7202 和田　光子郎 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 大町市 0:17:03 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 55 7249 中村　光佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 大町市 0:17:06 大町東小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 56 7264 渡邉　空琉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾙ 大町市 0:18:10
３ｋｍ小学男子３・４年 57 7221 太田　希夢 ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾑ 大町市 0:18:27 大町西小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 58 7225 関口　大雅 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 大町市 0:18:38 大町南小学校
３ｋｍ小学男子３・４年 59 7257 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小谷村 0:19:37 小谷小学校
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３ｋｍ小学女子３・４年 1 7334 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 上田市 0:12:07 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 2 7342 渡辺　愛来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒﾙ 愛知県 0:12:19 なべちゃん家
３ｋｍ小学女子３・４年 3 7336 成澤　あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 上田市 0:12:22 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 4 7339 矢島　那優 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾕ 長野市 0:13:14 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 5 7323 秋山　遥香 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大町市 0:13:42 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子３・４年 6 7337 竹花　心美 ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 上田市 0:13:48 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 7 7322 吉沢　藍那 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲﾅ 大町市 0:14:47 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 8 7313 降籏　そよか ﾌﾘﾊﾀ ｿﾖｶ 大町市 0:14:47 大町東小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 9 7324 太田　花梨 ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町市 0:14:52 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子３・４年 10 7332 小相沢　麗海 ｺｱｲｻﾞﾜ ﾚﾐ 新潟県 0:14:57 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 11 7316 上條　明日香 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町市 0:15:10 大町西小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 12 7343 金古　由宇 ｶﾈｺ ﾕｳ 松本市 0:15:10 島立小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 13 7303 広田　幸千 ﾋﾛﾀ ｻﾁ 飯綱町 0:15:21 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子３・４年 14 7319 松原　亜咲美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾐ 大町市 0:15:30 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 15 7328 稲垣　有希 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷ 大町市 0:15:38 八坂美麻学園
３ｋｍ小学女子３・４年 16 7318 西田　莉胡 ﾆｼﾀﾞ ﾘｺ 大町市 0:15:42 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 17 7309 黒田　菜月 ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ 大町市 0:15:52 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 18 7321 平林　野都栞 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 大町市 0:15:57 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 19 7317 松澤　あゆみ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 大町市 0:15:59 大町西小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 20 7307 平林　心希 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｷ 大町市 0:16:06 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 21 7301 戸田　光咲 ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ 群馬県 0:16:08 美咲成希
３ｋｍ小学女子３・４年 22 7310 原　侑理 ﾊﾗ ﾕﾘ 大町市 0:16:22 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 23 7325 田中　遥凪 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 大町市 0:16:28 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 24 7302 上田　くるみ ｳｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 飯綱町 0:16:30 牟礼陸上スポ少
３ｋｍ小学女子３・４年 25 7320 権野　真央 ｺﾞﾝﾉ ﾏｵ 大町市 0:16:35 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 26 7326 小日向　咲良 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾗ 大町市 0:16:39 大町西小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 27 7331 原　つばさ ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 白馬村 0:16:44 サニーサイドハット
３ｋｍ小学女子３・４年 28 7315 福浦　芽依 ﾌｸｳﾗ ﾒｲ 大町市 0:17:02 大町西小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 29 7345 小熊　千奈 ｵｸﾞﾏ ﾁﾅ 坂城町 0:17:04 さかきＪＡＣ
３ｋｍ小学女子３・４年 30 7340 箕輪　歩 ﾐﾉﾜ ｱﾕﾐ 長野市 0:17:14
３ｋｍ小学女子３・４年 31 7327 染宮　あい ｿﾒﾐﾔ ｱｲ 大町市 0:17:27 八坂美麻学園
３ｋｍ小学女子３・４年 32 7338 桐澤　優 ｷﾘｻﾜ ﾕｳ 長野市 0:17:29 てんゆ
３ｋｍ小学女子３・４年 33 7329 原山　あかり ﾊﾗﾔﾏ ｱｶﾘ 大町市 0:17:35 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 34 7314 山﨑　香凜 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 大町市 0:17:37 大町東小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 35 7333 岡安　遥香 ｵｶﾔｽ ﾊﾙｶ 神奈川県 0:17:42
３ｋｍ小学女子３・４年 36 7312 伊藤　千晴 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 大町市 0:18:08 大町東小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 37 7311 太田　梅菜 ｵｵﾀ ﾋﾅ 大町市 0:18:17 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学女子３・４年 38 7308 山﨑　莉音 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 大町市 0:18:26 大町北小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 39 7330 西條　なずな ﾆｼｼﾞｮｳ ﾅｽﾞﾅ 大町市 0:18:52 大町東小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 40 7305 下條　茉緒 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｵ 大町市 0:19:11 大町南小学校
３ｋｍ小学女子３・４年 41 7341 畔地　心彩 ｱｾﾞﾁ ｺｲﾛ 上田市 0:20:47
３ｋｍ小学女子３・４年 42 7306 冨山　璃子 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｺ 大町市 0:20:48 八坂小学校
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３ｋｍ小学男子５・６年 1 8050 永原　颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 長野市 0:10:33 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学男子５・６年 2 8028 平林　巧 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 大町市 0:11:17 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 3 8054 丸山　直生 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 山形村 0:11:19 山形小
３ｋｍ小学男子５・６年 4 8048 佐野　魁 ｻﾉ ｶｲ 静岡県 0:11:27 掛川陸上
３ｋｍ小学男子５・６年 5 8047 内堀　翼 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 上田市 0:11:29 真田クラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 6 8043 小相沢　瑛翔 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 新潟県 0:11:31 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学男子５・６年 7 8023 横山　竜成 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 大町市 0:12:00 大町南小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 8 8031 倉科　颯太 ｸﾗｼﾅ ｿｳﾀ 大町市 0:12:02 大町南小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 9 8007 髙野　耕太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 飯綱町 0:12:16 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子５・６年 10 8055 中野　勇暉 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 安曇野市 0:12:21
３ｋｍ小学男子５・６年 11 8032 下條　拓海 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大町市 0:12:23 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 12 8020 太田　龍輝 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町市 0:12:36 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 13 8049 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷村 0:12:46 小谷小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 14 8008 松木　瞬弥 ﾏﾂｷ ｼｭﾝﾔ 飯綱町 0:12:51 飯綱町スポ少陸上クラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 15 8029 仁科　環樹 ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ 大町市 0:13:09 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 16 8009 松倉　朋樹 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町市 0:13:22 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 17 8010 本堂　司 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 大町市 0:13:29 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 18 8044 黒岩　啓人 ｸﾛｲﾜ ｹｲﾄ 大町市 0:13:32 大町北
３ｋｍ小学男子５・６年 19 8019 西沢　昌太 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 大町市 0:13:34 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 20 8058 関　陸翔 ｾｷ ﾘｸﾄ 大町市 0:13:36
３ｋｍ小学男子５・６年 21 8014 下川　然 ｼﾓｶﾜ ｾﾞﾝ 大町市 0:13:39 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 22 8057 阿久津　幸太 ｱｸﾂ ｺｳﾀ 大町市 0:13:46
３ｋｍ小学男子５・６年 23 8015 北村　一樹 ｷﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 大町市 0:13:48 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 24 8045 草本　ルーカス ｸｻﾓﾄ ﾙｰｶｽ 白馬村 0:13:52
３ｋｍ小学男子５・６年 25 8002 宮田　陽叶 ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ 大町市 0:13:54 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 26 8013 吉原　颯汰 ﾖｼﾊﾗ ｿｳﾀ 大町市 0:13:57 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 27 8004 栗原　蓮太郎 ｸﾘﾊﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 大町市 0:14:14 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 28 8036 武　遥輝 ﾀｹ ﾊﾙｷ 大町市 0:14:25 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 29 8016 越山　蓮 ｺｼﾔﾏ ﾚﾝ 大町市 0:14:27 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 30 8017 続麻　陸王 ﾂﾂﾞｵ ﾘｵ 大町市 0:14:29 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 31 8034 手銭　利玖 ﾃｾﾞﾝ ﾘｸ 大町市 0:14:33 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 32 8041 石井　真世 ｲｼｲ ﾏﾖ 大町市 0:14:37 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 33 8026 大日向　孝雅 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町市 0:14:51 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 34 8012 町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町市 0:14:53 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 35 8006 伊藤　翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 飯綱町 0:14:53 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学男子５・６年 36 8018 太田　歩夢 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ 大町市 0:14:57 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 37 8024 遠藤　準也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 大町市 0:15:11 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 38 8046 三澤　恒太 ﾐｻﾜ ｺｳﾀ 伊那市 0:15:16 氣分走会
３ｋｍ小学男子５・６年 39 8025 唐澤　亮成 ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 大町市 0:15:22 大町北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 40 8042 太田　真滉 ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ 大町市 0:15:25 大町南小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 41 8030 松澤　泰知 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 大町市 0:15:28 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 42 8035 川合　祥介 ｶﾜｲ ｼｮｳｽｹ 大町市 0:15:33 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 43 8011 大月　雅也 ｵｵﾂｷ ﾏｻﾔ 大町市 0:15:47 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 44 8056 村山　颯哉 ﾑﾗﾔﾏ ｿｳﾔ 安曇野市 0:16:08 チームふたり
３ｋｍ小学男子５・６年 45 8038 近藤　功弥 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾔ 大町市 0:16:19 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 46 8022 柴田　晴望 ｼﾊﾞﾀ ｾﾉﾝ 大町市 0:16:22 大町スポーツクラブ
３ｋｍ小学男子５・６年 47 8037 森山　賢志 ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｼ 大町市 0:16:41 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 48 8021 宮田　桜太朗 ﾐﾔﾀ ｻｸﾀﾛｳ 大町市 0:16:41 大町西小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 49 8040 塩田　冴介 ｼｵﾀﾞ ｻｽｹ 大町市 0:16:45 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 50 8052 酒井　大器 ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 岡谷市 0:17:00 上の原小
３ｋｍ小学男子５・６年 51 8001 小久保　悠斗 ｺｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 東京都 0:17:09
３ｋｍ小学男子５・６年 52 8027 森谷　優斗 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾄ 大町市 0:17:18 八坂小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 53 8003 福井　温輝 ﾌｸｲ ﾊﾙｷ 安曇野市 0:17:20 穂高北小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 54 8039 三船　武英 ﾐﾌﾈ ﾀｹﾋﾃﾞ 大町市 0:17:30 八坂美麻学園
３ｋｍ小学男子５・６年 55 8051 小島　遙騎 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 東京都 0:18:17 八王子市立城山小学校
３ｋｍ小学男子５・６年 56 8005 伊藤　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 飯綱町 0:20:54 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 1 8120 牧内　大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 上田市 0:11:12 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 2 8131 下嶋　優菜 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條村 0:12:22 下條小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 3 8101 淀　果南実 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 長野市 0:12:53 川中島ＪＲＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 4 8129 田上　桃花 ﾀｶﾞﾐ ﾓｶ 新潟県 0:12:57 糸魚川小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 5 8127 丸山　佳織 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷村 0:13:07 小谷小
３ｋｍ小学女子５・６年 6 8123 下村　悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 上田市 0:13:11 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ小学女子５・６年 7 8102 竹内　ルイ ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 松本市 0:13:39 菅野小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 8 8104 丸山　美優 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ 飯綱町 0:13:40 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 9 8103 中山　由梨 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 飯綱町 0:13:46 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 10 8112 太田　瑞莉 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾘ 大町市 0:14:03 大町東小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 11 8121 沖野　亜実 ｵｷﾉ ﾂｸﾞﾐ 静岡県 0:14:28
３ｋｍ小学女子５・６年 12 8113 降籏　穂香 ﾌﾘﾊﾀ ﾎﾉｶ 大町市 0:14:31 大町東小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 13 8114 西澤　彩奈 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 大町市 0:14:38 大町西小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 14 8125 上条　咲都 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 松本市 0:14:50 ＳＫＩＰ松本
３ｋｍ小学女子５・６年 15 8106 近藤　もも夏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 飯綱町 0:15:26 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍ小学女子５・６年 16 8111 千野　さくら ﾁﾉ ｻｸﾗ 大町市 0:15:30 大町東小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 17 8119 原　あさひ ﾊﾗ ｱｻﾋ 白馬村 0:15:47 サニーサイドハット
３ｋｍ小学女子５・６年 18 8130 柳澤　陽向 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 池田町 0:15:49 会染小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 19 8128 藤森　果歩 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾎ 松本市 0:16:01 ｔｅａｍ走魂
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３ｋｍ小学女子５・６年 20 8122 吉川　陽菜 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 白馬村 0:16:06 グリーングラス
３ｋｍ小学女子５・６年 21 8110 平林　麻結 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 大町市 0:16:08 大町南小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 22 8108 瀬戸口　珠来 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾞｭﾗ 大町市 0:16:17 大町西小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 23 8107 田口　陽菜 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 大町市 0:16:22 大町北小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 24 8109 西澤　美空 ﾆｼｻﾞﾜ ｿﾗ 大町市 0:18:34 大町北小学校
３ｋｍ小学女子５・６年 25 8116 西田　せろり ﾆｼﾀﾞ ｾﾛﾘ 大町市 0:18:59 八坂美麻学園
３ｋｍ小学女子５・６年 26 8115 一ノ瀬　友希乃 ｲﾁﾉｾ ﾕｷﾉ 大町市 0:18:59 八坂美麻学園
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３ｋｍ中学生男子 1 8213 小坂　悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 大町市 0:09:45 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 2 8240 土赤　本気 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸市 0:10:21 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生男子 3 8210 武田　寧登 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬村 0:10:29 白馬中学校
３ｋｍ中学生男子 4 8248 竹花　翔太 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田市 0:10:30 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生男子 5 8201 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷村 0:10:32 小谷中学校
３ｋｍ中学生男子 6 8242 成澤　爽 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田市 0:10:34 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生男子 7 8224 片桐　正太郎 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町市 0:10:35 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 8 8204 伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 白馬村 0:10:49 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生男子 9 8245 大神　健太 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 上田市 0:10:50 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生男子 10 8254 山崎　優葵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千曲市 0:10:53 更埴西中学校
３ｋｍ中学生男子 11 8218 奥原　陸 ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 大町市 0:10:54 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 12 8243 竹内　暖 ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 立科町 0:10:58 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生男子 13 8205 江津　颯人 ｺﾞｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 白馬村 0:11:09 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生男子 14 8208 西澤　来波 ﾆｼｻﾞﾜ ﾗﾅｲ 白馬村 0:11:11 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生男子 15 8222 澁谷　柊斗 ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳﾄ 大町市 0:11:13 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 16 8241 岡安　帆崇 ｵｶﾔｽ ﾎﾀｶ 神奈川県 0:11:16
３ｋｍ中学生男子 17 8221 栗林　良太郎 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大町市 0:11:30 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 18 8223 一本木　弘輝 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 大町市 0:11:37 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 19 8217 寺島　茉尋 ﾃﾗｼﾏ ﾏﾋﾛ 大町市 0:11:38 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 20 8239 内藤　一平 ﾅｲﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 大町市 0:11:42 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 21 8214 原　駿太 ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 大町市 0:11:45 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 22 8202 中川　敬太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷村 0:11:47 小谷中学校
３ｋｍ中学生男子 23 8253 松澤　尚弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬村 0:11:48 白馬中学校
３ｋｍ中学生男子 24 8203 丸山　翔平 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 大町市 0:11:54 大町市立仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 25 8255 浜谷　テンゴ ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 小谷村 0:11:54 小谷
３ｋｍ中学生男子 26 8206 此村　天慎 ｺﾉﾑﾗ ﾃﾝﾏ 白馬村 0:11:56 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生男子 27 8225 青栁　碧 ｱｵﾔｷﾞ ｱｵｲ 大町市 0:12:01 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 28 8215 松井　和音 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ 大町市 0:12:17 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 29 8250 村越　郁也 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷村 0:12:29 小谷中学校
３ｋｍ中学生男子 30 8216 平出　純大 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 大町市 0:12:32 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 31 8232 福岡　京之介 ﾌｸｵｶ ｹｲﾉｽｹ 大町市 0:12:45 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 32 8211 宮嶋　健 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 白馬村 0:12:54 白馬中学校
３ｋｍ中学生男子 33 8220 飯島　佑京 ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 大町市 0:12:58 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 34 8233 國吉　幸大 ｸﾆﾖｼ ｺｳﾀ 大町市 0:12:59 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 35 8212 西澤　蓮 ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 大町市 0:13:06 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 36 8234 小峰　輝士 ｺﾐﾈ ﾃﾙｱｷ 大町市 0:13:07 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 37 8231 野澤　和馬 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 大町市 0:13:08 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 38 8219 曽根原　康輝 ｿﾈﾊﾗ ｺｳｷ 大町市 0:13:11 仁科台中学校
３ｋｍ中学生男子 39 8227 鈴木　大晴 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 大町市 0:13:31
３ｋｍ中学生男子 40 8228 小池　隼 ｺｲｹ ｼｭﾝ 大町市 0:14:33 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 41 8236 吉田　哲 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂ 大町市 0:14:37 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 42 8251 吉江　健 ﾖｼｴ ｹﾝ 東京都 0:14:42 ジャングルジム
３ｋｍ中学生男子 43 8235 中村　慶吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 大町市 0:14:42 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 44 8229 中里　航 ﾅｶｻﾞﾄ ﾜﾀﾙ 大町市 0:15:24 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生男子 45 8246 高野　大成 ﾀｶﾉ ﾀｲｾｲ 東京都 0:16:22 ＴＦＪトレイル
３ｋｍ中学生男子 46 8209 仁科　醇也 ﾆｼﾅ ｱﾂﾔ 大町市 0:20:26 八坂中学校
３ｋｍ中学生女子 1 8326 牧内　愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 上田市 0:10:55 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生女子 2 8308 松下　輝来 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町市 0:11:11 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 3 8325 小相沢　朔羅 ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 新潟県 0:11:37 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生女子 4 8328 下村　真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 上田市 0:11:42 腰越ＪＳＣ
３ｋｍ中学生女子 5 8331 根津　円 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 松本市 0:11:49
３ｋｍ中学生女子 6 8315 宮沢　真那果 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 大町市 0:11:56 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 7 8323 栗原　すず ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町市 0:12:07 第一中学校
３ｋｍ中学生女子 8 8304 髙橋　莉織 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬村 0:12:14 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生女子 9 8306 篠崎　志おり ｼﾉｻﾞｷ ｼｵﾘ 白馬村 0:12:18 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生女子 10 8303 鎌倉　春音 ｶﾏｸﾗ ﾊﾙﾈ 白馬村 0:12:21 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生女子 11 8324 西澤　瑞姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷村 0:12:48 ■■コダック３■■
３ｋｍ中学生女子 12 8311 町田　栞 ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 大町市 0:12:51 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 13 8305 山本　風花 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 白馬村 0:12:53 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生女子 14 8312 菅沢　侑希 ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 大町市 0:13:08 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 15 8314 飯沢　志峰 ｲｲｻﾞﾜ ｼﾎ 大町市 0:13:19 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 16 8316 塩野　七虹 ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 大町市 0:13:59 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 17 8309 上條　華奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ 大町市 0:14:00 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 18 8313 川上　菜 ｻｲ 大町市 0:14:14 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 19 8321 中村　千穂 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ 大町市 0:14:18 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 20 8319 松原　那奈 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅ 大町市 0:14:29 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 21 8327 磯崎　理紗子 ｲｿｻﾞｷ ﾘｻｺ 東京都 0:14:30
３ｋｍ中学生女子 22 8302 塩島　楓菜 ｼｵｼﾞﾏ ﾌｳﾅ 白馬村 0:14:35 白馬中クロス部
３ｋｍ中学生女子 23 8322 米窪　愛花 ﾖﾈｸﾎﾞ ｱｲｶ 大町市 0:14:36 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 24 8307 白澤　ひかり ｼﾗｻﾜ ﾋｶﾘ 大町市 0:14:52 仁科台中学校
３ｋｍ中学生女子 25 8317 笹崎　美羽 ｻｻｻﾞｷ ﾐｳ 大町市 0:15:37 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 26 8320 小出　想 ｺｲﾃﾞ ｺｺﾛ 大町市 0:16:27 八坂美麻学園
３ｋｍ中学生女子 27 8329 岡本　このみ ｵｶﾓﾄ ｺﾉﾐ 長野市 0:16:29
３ｋｍ中学生女子 28 8318 平井　凜音 ﾋﾗｲ ﾘｵ 大町市 0:17:54 八坂美麻学園



種目名 順位
ｾﾞｯｹﾝ
番号

氏名漢字 氏名カナ 県名
フィニッシュ

タイム
所属クラブ名

３ｋｍ一般男子 1 8425 田上　俊介 ﾀｳｴ ｼｭﾝｽｹ 兵庫県 0:11:08
３ｋｍ一般男子 2 8424 山本　孝夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｵ 愛知県 0:11:28 岡崎東海クラブ
３ｋｍ一般男子 3 8422 近藤　英人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 0:13:03 村田機械株式会社
３ｋｍ一般男子 4 8416 宮下　憲司 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｼﾞ 塩尻市 0:13:08
３ｋｍ一般男子 5 8414 伊藤　僚 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 大町市 0:13:18 八坂美麻学園
３ｋｍ一般男子 6 8419 宮本　晃一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 松川村 0:13:29 ろうきん
３ｋｍ一般男子 7 8415 寺崎　成希 ﾃﾗｻｷ ﾖｼｷ 大町市 0:13:52 八坂美麻学園
３ｋｍ一般男子 8 8402 須藤　淳 ｽﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:14:39
３ｋｍ一般男子 9 8413 赤坂　隆宏 ｱｶｻｶ ﾀｶﾋﾛ 大町市 0:14:41 八坂美麻学園
３ｋｍ一般男子 10 8407 小林　令司 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 池田町 0:14:52 白馬南小学校
３ｋｍ一般男子 11 8427 松澤　知和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 白馬村 0:15:00
３ｋｍ一般男子 12 8428 深澤　輝之 ﾌｶｻﾜ ﾃﾙﾕｷ 安曇野市 0:15:38 長野銀行大町支店
３ｋｍ一般男子 13 8431 古原　和浩 ｺﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 松川村 0:15:39
３ｋｍ一般男子 14 8426 高田　泰司 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 神奈川県 0:15:41 ４兄弟と嫁と子
３ｋｍ一般男子 15 8423 伊東　敏彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 0:16:58 東電
３ｋｍ一般男子 16 8432 大月　勝清 ｵｵﾂｷ ｶﾂｷﾖ 松本市 0:16:58
３ｋｍ一般男子 17 8434 和泉　洋紹 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 新潟県 0:17:25
３ｋｍ一般男子 18 8403 阿部　孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 0:18:19 福島荒井完走会
３ｋｍ一般男子 19 8408 佐藤　捷良 ｻﾄｳ ｶﾂﾖｼ 白馬村 0:18:54 今もＳＣ
３ｋｍ一般男子 20 8406 杉本　明 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 池田町 0:19:46
３ｋｍ一般男子 21 8421 吉江　一彦 ﾖｼｴ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 0:21:09 ジャングルジム
３ｋｍ一般男子 22 8417 吉田　和孝 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 0:21:22 富士フイルム走友会
３ｋｍ一般男子 23 8411 岡部　忠美 ｵｶﾍﾞ ﾀﾀﾞﾐ 飯田市 0:23:35 チームのこのこ
３ｋｍ一般男子 24 8418 吉村　公一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:24:01
３ｋｍ一般男子 25 8420 渡邉　智史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ 千葉県 0:24:17 狂喜走部
３ｋｍ一般男子 26 8410 樋口　龍之 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾕｷ 神奈川県 0:26:52
３ｋｍ一般男子 27 8401 山中　豊 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾀｶ 岐阜県 0:27:21 多治見健友走会
３ｋｍ一般男子 28 8429 松沢　俊二 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 大町市 0:27:22
３ｋｍ一般男子 29 8430 白井　隆之 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 大町市 0:27:22
３ｋｍ一般男子 30 8405 上原　啓司 ｳｴﾊﾗ ｹｲｼﾞ 小諸市 0:28:16
３ｋｍ一般男子 31 8412 小林　章 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 千曲市 0:28:24
３ｋｍ一般女子 1 8530 酒井　愛梨 ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷市 0:12:54 岡谷東
３ｋｍ一般女子 2 8507 秋山　麻理奈 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘﾅ 塩尻市 0:13:01
３ｋｍ一般女子 3 8531 渡辺　美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 愛知県 0:13:10 なべちゃん家
３ｋｍ一般女子 4 8540 中野　敏子 ﾅｶﾉ ﾄｼｺ 安曇野市 0:13:30
３ｋｍ一般女子 5 8502 岡部　悦子 ｵｶﾍﾞ ｴﾂｺ 飯田市 0:14:43 チームのこのこ
３ｋｍ一般女子 6 8519 宮下　美惠 ﾐﾔｼﾀ ﾐｴ 塩尻市 0:14:51
３ｋｍ一般女子 7 8529 酒井　加代 ｻｶｲ ｶﾖ 岡谷市 0:15:42
３ｋｍ一般女子 8 8521 田畑　奈央 ﾀﾊﾞﾀ ﾅｵ 上田市 0:15:48
３ｋｍ一般女子 9 8545 矢花　真理子 ﾔﾊﾞﾅ ﾏﾘｺ 東京都 0:16:24
３ｋｍ一般女子 10 8517 宮岡　あや ﾐﾔｵｶ ｱﾔ 上田市 0:16:37
３ｋｍ一般女子 11 8512 小倉　彩香 ｵｸﾞﾗ ｻﾔｶ 大町市 0:16:42 八坂美麻学園
３ｋｍ一般女子 12 8510 吉沢　佐織 ﾖｼｻﾞﾜ ｻｵﾘ 大町市 0:16:59
３ｋｍ一般女子 13 8513 後藤　順子 ｺﾞﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 大町市 0:17:08
３ｋｍ一般女子 14 8505 福井　香和 ﾌｸｲ ｶﾖﾘ 安曇野市 0:17:22
３ｋｍ一般女子 15 8524 大井　美穂 ｵｵｲ ﾐﾎ 塩尻市 0:17:33
３ｋｍ一般女子 16 8533 鈴木　恵 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 東京都 0:17:36
３ｋｍ一般女子 17 8528 阿部　玲子 ｱﾍﾞ ﾚｲｺ 埼玉県 0:18:10
３ｋｍ一般女子 18 8525 小林　真由子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 愛知県 0:18:17
３ｋｍ一般女子 19 8535 若菜　美代子 ﾜｶﾅ ﾐﾖｺ 滋賀県 0:18:30
３ｋｍ一般女子 20 8538 伊藤　環木 ｲﾄｳ ﾀﾏｷ 長野市 0:18:39
３ｋｍ一般女子 21 8542 森廣　暁子 ﾓﾘﾋﾛ ｱｷｺ 大阪府 0:18:50
３ｋｍ一般女子 22 8544 山崎　貴美子 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾐｺ 千曲市 0:18:58
３ｋｍ一般女子 23 8506 永澤　恵子 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｺ 大町市 0:19:01 大町陸上クラブ
３ｋｍ一般女子 24 8501 藤巻　由美 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾐ 静岡県 0:19:05 走って食べる会
３ｋｍ一般女子 25 8503 栗原　寛子 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｺ 大町市 0:19:11 大町幼稚園
３ｋｍ一般女子 26 8516 平井　佑美 ﾋﾗｲ ﾕﾐ 東京都 0:19:45
３ｋｍ一般女子 27 8526 本田　典子 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 0:19:47 テクノスタッフ
３ｋｍ一般女子 28 8537 戸澤　希代子 ﾄｻﾞﾜ ｷﾖｺ 塩尻市 0:19:53
３ｋｍ一般女子 29 8518 中島　理恵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｴ 長野市 0:19:56
３ｋｍ一般女子 30 8522 高野　真美 ﾀｶﾉ ﾏﾐ 東京都 0:20:40 ＴＦＪトレイル
３ｋｍ一般女子 31 8514 原山　さゆり ﾊﾗﾔﾏ ｻﾕﾘ 大町市 0:20:59
３ｋｍ一般女子 32 8532 吉江　久美子 ﾖｼｴ ｸﾐｺ 東京都 0:21:03 ジャングルジム
３ｋｍ一般女子 33 8515 平井　里奈 ﾋﾗｲ ﾘﾅ 東京都 0:21:17
３ｋｍ一般女子 34 8527 渡邉　紗弓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾐ 千葉県 0:24:17
３ｋｍ一般女子 35 8511 西沢　亜弥 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔ 大町市 0:25:18
３ｋｍ一般女子 36 8543 久保　春香 ｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 大町市 0:25:22
３ｋｍ一般女子 37 8508 酒井　久美子 ｻｶｲ ｸﾐｺ 長野市 0:25:29
３ｋｍ一般女子 38 8504 野坂　偕子 ﾉｻｶ ﾄﾓｺ 静岡県 0:25:53
３ｋｍ一般女子 39 8520 吉村　伸子 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 0:26:39
３ｋｍ一般女子 40 8541 布村　まゆみ ﾇﾉﾑﾗ ﾏﾕﾐ 愛知県 0:27:31
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３ｋｍペア 1 9067 渡辺　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 愛知県 0:11:56 なべちゃん家
３ｋｍペア 2 9039 勝野　新 ｶﾂﾉ ｱﾗﾀ 大町市 0:12:25 大町北小学校
３ｋｍペア 3 9076 高田　益司 ﾀｶﾀﾞ ﾏｽｼﾞ 愛知県 0:12:32 稲葉地小学校
３ｋｍペア 4 9030 新山　哲史 ﾆｲﾔﾏ ｻﾄｼ 大町市 0:12:37 大町スポーツクラブ
３ｋｍペア 5 9061 志儀　智史 ｼｷﾞ ｻﾄｼ 安曇野市 0:12:51 松本秀峰中等教育学校
３ｋｍペア 6 9031 柴田　和典 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 大町市 0:13:03 大町スポーツクラブ
３ｋｍペア 7 9069 宮嶋　浩司 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 小谷村 0:13:11 小谷小学校
３ｋｍペア 8 9075 松澤　杏奈 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 白馬村 0:13:14 白馬かけっこクラブ
３ｋｍペア 9 9038 勝野　英男 ｶﾂﾉ ﾋﾃﾞｵ 大町市 0:13:32 大町北小学校
３ｋｍペア 10 9055 田畑　友寛 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 上田市 0:13:45
３ｋｍペア 11 9065 川口　正博 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 安曇野市 0:13:58 堀金少年剣道クラブ
３ｋｍペア 12 9011 川上　幸伸 ｶﾜｶﾐ ﾕｷﾉﾌﾞ 大町市 0:14:01
３ｋｍペア 13 9004 玉井　俊治 ﾀﾏｲ ﾄｼﾊﾙ 大町市 0:14:32
３ｋｍペア 14 9002 奥原　満広 ｵｸﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 大町市 0:14:33 大町南小学校
３ｋｍペア 15 9024 清水　英文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 大町市 0:15:34 大町北小学校
３ｋｍペア 16 9047 原　滋俊 ﾊﾗ ｼｹﾞﾄｼ 大町市 0:15:49
３ｋｍペア 17 9036 志水　宏靖 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 大町市 0:15:50 大町北小学校
３ｋｍペア 18 9028 赤羽　直樹 ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ 大町市 0:16:09 大町東小学校
３ｋｍペア 19 9059 足利　雄太 ｱｼｶｶﾞ ﾕｳﾀ 長野市 0:16:16
３ｋｍペア 20 9006 中山　英之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 安曇野市 0:16:22
３ｋｍペア 21 9023 北原　ももよ ｷﾀﾊﾗ ﾓﾓﾖ 大町市 0:16:26 大町北小学校
３ｋｍペア 22 9019 荒井　優子 ｱﾗｲ ﾕｳｺ 大町市 0:16:27 大町西小学校
３ｋｍペア 23 9052 矢口　弘樹 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 池田町 0:16:36
３ｋｍペア 24 9001 西澤　瑞樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 大町市 0:16:43 大町南小学校
３ｋｍペア 25 9009 中谷　喜之 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 安曇野市 0:16:43
３ｋｍペア 26 9033 倉科　朋美 ｸﾗｼﾅ ﾄﾓﾐ 大町市 0:16:46 大町南小学校
３ｋｍペア 27 9057 戸田　博明 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 長野市 0:16:58 戸田親子
３ｋｍペア 28 9041 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 大町市 0:17:00 大町南小学校
３ｋｍペア 29 9012 髙田　佐知恵 ﾀｶﾀﾞ ｻﾁｴ 神奈川県 0:17:08 稲葉地小学校
３ｋｍペア 30 9043 北澤　淳司 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂｼ 大町市 0:17:13 大町北小学校
３ｋｍペア 31 9072 小倉　清孝 ｵｸﾞﾗ ｷﾖﾀｶ 安曇野市 0:17:15
３ｋｍペア 32 9064 岩本　さよ ｲﾜﾓﾄ ｻﾖ 池田町 0:17:25
３ｋｍペア 33 9049 小松　淳 ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 伊那市 0:17:28 長谷中学校
３ｋｍペア 34 9046 西條　哲也 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 大町市 0:17:34 大町東小学校
３ｋｍペア 35 9073 井田　太郎 ｲﾀﾞ ﾀﾛｳ 茅野市 0:17:37
３ｋｍペア 36 9056 徳竹　智子 ﾄｸﾀｹ ﾄﾓｺ 長野市 0:17:39
３ｋｍペア 37 9070 宮嶋　朱美 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｹﾐ 小谷村 0:17:46 小谷小学校
３ｋｍペア 38 9063 上　直子 ｳｴ ﾅｵｺ 松本市 0:17:54
３ｋｍペア 39 9026 尾﨑　桂子 ｵｻﾞｷ ｹｲｺ 大町市 0:17:59 大町南小学校
３ｋｍペア 40 9068 林　正和 ﾊﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 松本市 0:18:10 （株）エスク
３ｋｍペア 41 9029 五十川　裕一 ｲｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 大町市 0:18:19 大町南小学校
３ｋｍペア 42 9032 伊藤　渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 山梨県 0:18:23 大町東小学校
３ｋｍペア 43 9008 藤田　百合子 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾘｺ 飯綱町 0:18:26 牟礼陸上スポーツ少年団
３ｋｍペア 44 9058 駒田　嘉奈子 ｺﾏﾀﾞ ｶﾅｺ 安曇野市 0:18:33
３ｋｍペア 45 9025 矢口　泰宏 ﾔｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 大町市 0:18:37 大町東小学校
３ｋｍペア 46 9074 松田　昇一 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 大町市 0:18:39
３ｋｍペア 47 9022 小林　章芳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾖｼ 大町市 0:18:44 大町西小学校
３ｋｍペア 48 9037 吉澤　正彦 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 大町市 0:18:48 大町北小学校
３ｋｍペア 49 9034 松澤　大成 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 大町市 0:18:53 大町北小学校
３ｋｍペア 50 9016 渋田見　雅道 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾏｻﾐﾁ 大町市 0:18:57 大町北小学校
３ｋｍペア 51 9062 釜野井　聡樹 ｶﾏﾉｲ ｻﾄｷ 安曇野市 0:19:17
３ｋｍペア 52 9054 瀧沢　勇治 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 池田町 0:19:23
３ｋｍペア 53 9013 梅澤　夕起 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳｷ 大町市 0:19:26 大町北小学校
３ｋｍペア 54 9040 西澤　学 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 大町市 0:19:33 大町西小学校
３ｋｍペア 55 9042 金原　哲司 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾃﾂｼﾞ 大町市 0:19:35 大町西小学校
３ｋｍペア 56 9021 横川　洋介 ﾖｺｶﾜ ﾖｳｽｹ 大町市 0:19:38 大町西小学校
３ｋｍペア 57 9077 高田　紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾘｺ 愛知県 0:19:50 豊正中学校
３ｋｍペア 58 9010 中沢　文晃 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 安曇野市 0:20:00
３ｋｍペア 59 9007 大山　照一 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 安曇野市 0:20:36
３ｋｍペア 60 9078 中牧　亜矢 ﾅｶﾏｷ ｱﾔ 松川村 0:20:43 松川小学校
３ｋｍペア 61 9035 太田　英紀 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 大町市 0:20:46 大町北小学校
３ｋｍペア 62 9060 志村　朋之 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 山梨県 0:20:47 ＭＦ甲信越
３ｋｍペア 63 9027 丸山　秀和 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 大町市 0:20:51 大町南小学校
３ｋｍペア 64 9071 木村　美幸 ｷﾑﾗ ﾐﾕｷ 池田町 0:21:13
３ｋｍペア 65 9044 岡江　美恵 ｵｶｴ ﾐｴ 大町市 0:21:41 大町南小学校
３ｋｍペア 66 9045 丸山　恵里 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘ 白馬村 0:21:46 白馬北小学校
３ｋｍペア 67 9020 春日　かつ美 ｶｽｶﾞ ｶﾂﾐ 大町市 0:22:26 大町西小学校
３ｋｍペア 68 9018 堀田　将吾 ﾎｯﾀ ｼｮｳｺﾞ 大町市 0:22:48 大町西小学校
３ｋｍペア 69 9048 菊地　保宏 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 安曇野市 0:22:53
３ｋｍペア 70 9053 矢口　友美 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 池田町 0:23:14
３ｋｍペア 71 9050 篠原　正明 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｱｷ 長野市 0:24:15
３ｋｍペア 72 9005 玉井　香代子 ﾀﾏｲ ｶﾖｺ 大町市 0:24:43
３ｋｍペア 73 9003 玉井　さつき ﾀﾏｲ ｻﾂｷ 大町市 0:25:10
３ｋｍペア 74 9017 吉澤　清美 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾖﾐ 大町市 0:25:19 大町西小学校
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