
2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

男子３０歳未満
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 116 仁科 利弥  ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協       1時間08分21秒 (飯田市)
2 110 小林 季生  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｱﾗﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ   1時間08分30秒 (東京都)
3 114 岩渕 良平  ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪赤十字病院     1時間09分05秒 (諏訪市)
4 163 伊藤 洸介  ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市立病院      1時間10分40秒 (飯田市)
5 121 友井 悠人  ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ ｱﾙﾋﾟｺ交通      1時間10分59秒 (茅野市)
6 148 松久 哲治  ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ ｼﾅﾉｹﾝｼ株式会社  1時間11分05秒 (上田市)
7 117 金澤 拓則  ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市役所       1時間11分07秒 (諏訪市)
8 147 村澤 智啓  ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野県工技ｾ      1時間11分07秒 (千曲市)
9 115 北原 崇志  ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 箕輪中学校教員     1時間12分21秒 (伊那市)

10 169 鈴木 昌幸  ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ THANKSRC    1時間14分30秒 (伊那市)
11 123 中村 孝樹  ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 東洋大学        1時間14分57秒 (埼玉県)
12 107 樋口 祥平  ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 県立木曽病院      1時間15分01秒 (木曽町)
13 170 藤沢 誠一  ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    1時間16分36秒 (箕輪町)
14 174 佐々木 覚  ｻｻｷ ｻﾄﾙ 長野県警察       1時間18分01秒 (諏訪市)
15 263 金子 大樹  ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 諏訪陸上競技協会    1時間18分41秒 (諏訪市)
16 253 坂口 和也  ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 長野市消防局      1時間18分54秒 (長野市)
17 224 榛葉 琢也  ｼﾝﾊ ﾀｸﾔ 松川村AC       1時間18分56秒 (松川村)
18 176 木藤 良彦  ｷﾄｳ ﾖｼﾋｺ ﾂﾁﾉｺRC      1時間20分14秒 (松本市)
19 149 野澤 一史  ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ おに魂iBAN795  1時間20分37秒 (諏訪市)
20 177 岩下 哲也  ｲﾜｼﾀ ﾃﾂﾔ JA信州諏訪      1時間20分41秒 (茅野市)
21 135 坂本 雄太  ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 埼玉県南西部消防坂本兄弟 1時間21分03秒 (上田市)
22 262 高野 寛基  ﾀｶﾉ ﾋﾛｷ JR東日本       1時間22分16秒 (小布施町)
23 481 滝澤 達彦  ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ ﾁｰﾑ追手町      1時間24分25秒 (飯田市)
24 524 鳥羽 修平  ﾄﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 山梨学院大学      1時間24分54秒 (松本市)
25 231 澤田 真也  ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ まつもと医療ｾﾝﾀｰ  1時間26分19秒 (松本市)
26 1708 北沢 祥樹  ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼｷ             1時間26分43秒 (長野市)
27 189 清水 健太  ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 株式会社ｺｰｹﾝ    1時間26分52秒 (茅野市)
28 501 加藤 優佑  ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 朝大02        1時間27分46秒 (松本市)
29 187 本山 勇貴  ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳｷ 共栄電工健美会     1時間28分25秒 (新潟県)
30 425 中川 剣人  ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ             1時間28分35秒 (埼玉県)
31 140 中嶋 基大  ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄﾋﾛ             1時間28分40秒 (東京都)
32 459 千野 大樹  ﾁﾉ ﾀｲｷ             1時間29分06秒 (茅野市)
33 1810 鈴木 悠太  ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ SAIKO       1時間29分27秒 (東京都)
34 250 西沢 倫彦  ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ 辰野町役場       1時間29分50秒 (辰野町)
35 102 田中 慎也  ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ             1時間29分51秒 (東京都)
36 749 宇治 仁志  ｳｼﾞ ﾋﾄｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間30分03秒 (辰野町)
37 623 河原 徹弥  ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 長野高専        1時間30分26秒 (諏訪市)
38 1811 小林 大祐  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ GAC         1時間30分29秒 (松本市)
39 625 宮坂 彰吾  ﾐﾔｻｶ ｼｮｳｺﾞ             1時間32分18秒 (諏訪市)
40 1647 黒岩 俊一  ｸﾛｲﾜ ｼｭﾝｲﾁ             1時間32分44秒 (長野市)
41 272 宮田 光朗  ﾐﾔﾀ ﾐﾂｱｷ             1時間33分10秒 (岡谷市)
42 643 岩下 健吾  ｲﾜｼﾀ ｹﾝｺﾞ ALSOK       1時間33分20秒 (茅野市)
43 1944 野牧 源太  ﾉﾏｷ ｹﾞﾝﾀ ﾏﾙﾔｽ機械      1時間33分31秒 (東京都)
44 1907 清水 武   ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ             1時間33分36秒 (茨城県)
45 1871 小穴 翔也  ｵｱﾅ ｼｮｳﾔ 髙﨑製作所       1時間33分51秒 (長野市)
46 242 堀内 健太郎 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ ほりうちｹｱ★     1時間33分52秒 (長野市)
47 846 神頭 晃   ｺｳｽﾞ ｱｷﾗ 多摩川精機       1時間34分12秒 (飯田市)
48 700 中沢 孝太  ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ             1時間34分14秒 (東京都)
49 265 有賀 雅浩  ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 上伊那陸協       1時間34分42秒 (辰野町)
50 765 矢島 義大  ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 日本連合警備株式会社  1時間35分09秒 (松本市)
51 237 田中 裕太  ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間35分10秒 (奈良県)
52 525 名取 将大  ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海AC        1時間35分43秒 (神奈川県)
53 1176 福澤 純平  ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟ 岡谷酸素株式会社    1時間35分55秒 (駒ヶ根市)
54 963 久保 大輔  ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾁｰﾑｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ  1時間36分06秒 (長野市)
55 1574 青木 拓治  ｱｵｷ ﾀｸｼﾞ             1時間36分13秒 (神奈川県)
56 3409 長崎 将利  ﾅｶﾞｻｷ ﾏｻﾄｼ             1時間36分23秒 (塩尻市)
57 190 田邉 正禮  ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ             1時間36分24秒 (松川町)
58 298 丸山 雅俊  ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄｼ             1時間36分51秒 (下諏訪町)
59 160 山崎 義明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 伊丹産業        1時間36分52秒 (須坂市)
60 281 髙山 晴基  ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙｷ             1時間37分04秒 (松本市)
61 528 白尾 光   ｼﾗｵ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間37分05秒 (塩尻市)
62 762 福島 直哉  ﾌｸｼﾏ ﾅｵﾔ 多摩川精機       1時間37分09秒 (飯田市)
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63 3431 新井 雄貴  ｱﾗｲ ﾕｳｷ SIPIN       1時間37分11秒 (安曇野市)
64 1681 山崎 悟嗣  ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ             1時間37分32秒 (神奈川県)
65 368 廣川 文哉  ﾋﾛｶﾜ ﾌﾐﾔ             1時間37分48秒 (愛知県)
66 610 平林 祐也  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   1時間38分06秒 (諏訪市)
67 487 徳永 信也  ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾝﾔ ﾁｰﾑ追手町      1時間38分29秒 (飯田市)
68 1741 山田 高大  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ             1時間38分32秒 (岡谷市)
69 5185 北原 裕一  ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ             1時間38分37秒 (伊那市)
70 732 疋田 和希  ｷﾋﾀ ｶｽﾞｷ             1時間38分49秒 (神奈川県)
71 751 平 賢一郎  ﾀｲﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ NMC陸上部      1時間38分49秒 (岡谷市)
72 222 村松 康平  ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾍｲ             1時間38分54秒 (飯山市)
73 743 高比良 春平 ﾀｶﾋﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ             1時間38分55秒 (諏訪市)
74 2810 小島 陸   ｺｼﾞﾏ ﾘｸ 信州 和っしょい    1時間39分04秒 (松本市)
75 689 加藤 功甫  ｶﾄｳ ｺｳｽｹ JSBM        1時間39分22秒 (神奈川県)
76 356 宮澤 洋介  ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾖｳｽｹ ﾏﾙﾆｼ        1時間39分41秒 (岡谷市)
77 278 小林 一敏  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ             1時間39分58秒 (塩尻市)
78 413 大八木 雄介 ｵｵﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ ｾﾞﾋﾞｵ松本芳川     1時間40分08秒 (松本市)
79 3389 栁澤 直仁  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵﾋﾄ 温もり大事*      1時間40分12秒 (東御市)
80 1615 高橋 淳   ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ             1時間40分26秒 (東京都)
81 908 土屋 裕史  ﾂﾁﾔ ﾕｳｼﾞ             1時間40分33秒 (阿南町)
82 699 及川 寛太  ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ ぱるこ         1時間40分41秒 (東京都)
83 209 小澤 佑太  ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ さわらび        1時間40分50秒 (塩尻市)
84 422 新海 広人  ｼﾝｶｲ ﾋﾛﾄ ﾁｰﾑK        1時間41分20秒 (愛知県)
85 2728 長澤 晨哉  ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 信州大学        1時間41分32秒 (諏訪市)
86 7654 小林 伴行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ             1時間41分34秒 (諏訪市)
87 1432 藤森 祐耶  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾔ             1時間41分39秒 (諏訪市)
88 1019 上島 直人  ｶﾐｼﾞﾏ ﾅｵﾄ             1時間41分50秒 (諏訪市)
89 5742 清水 幸浩  ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ             1時間41分54秒 (箕輪町)
90 5698 丸山 卓也  ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ             1時間42分11秒 (岐阜県)
91 2003 小林 拓也  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ ㈱守谷商会       1時間42分48秒 (長野市)
92 3216 矢沢 翔吾  ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ             1時間42分51秒 (富士見町)
93 2140 中山 兼一  ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ ｱｽﾘｰﾄFA     1時間43分14秒 (諏訪市)
94 5723 松島 諒   ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳ 八十二銀行       1時間43分28秒 (岡谷市)
95 1020 宮坂 研吾  ﾐﾔｻｶ ｹﾝｺﾞ             1時間43分49秒 (諏訪市)
96 3496 金子 雅之  ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ             1時間44分07秒 (諏訪市)
97 640 伊藤 真   ｲﾄｳ ﾏｺﾄ             1時間44分10秒 (原村)
98 1689 西川 涼介  ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ HRC         1時間44分24秒 (埼玉県)
99 2305 日向 佑樹  ﾋﾅﾀ ﾕｳｷ 諏訪中央病院      1時間44分25秒 (茅野市)

100 2150 境野 健司  ｻｶｲﾉ ｹﾝｼﾞ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 1時間44分30秒 (茅野市)
101 615 丸山 邦彦  ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆﾋｺ ★税理士法人三澤会計RC 1時間44分44秒 (諏訪市)
102 621 三澤 拓郎  ﾐｻﾜ ﾀｸﾛｳ 千葉大学        1時間44分54秒 (諏訪市)
103 1738 高山 竜也  ﾀｶﾔﾏ ﾀﾂﾔ ﾌｰﾀｰｽﾞ       1時間45分13秒 (箕輪町)
104 2793 二村 尚輝  ﾆﾑﾗ ﾅｵｷ             1時間45分16秒 (千葉県)
105 2722 平脇 裕樹  ﾋﾗﾜｷ ﾕｳｷ 富士重工業株式会社   1時間45分36秒 (東京都)
106 5622 成澤 貴浩  ﾅﾙｻﾜ ﾀｶﾋﾛ             1時間45分52秒 (松本市)
107 7269 岩井 龍之介 ｲﾜｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 信州大学        1時間45分54秒 (松本市)
108 1584 村松 徹   ﾑﾗﾏﾂ ﾄｵﾙ 富士電機        1時間46分13秒 (松本市)
109 3980 西岡 智志  ﾆｼｵｶ ｻﾄｼ 富士電機        1時間46分35秒 (松本市)
110 4041 深町 光太郎 ﾌｶﾏﾁ ｺｳﾀﾛｳ 佐久総合病院      1時間46分44秒 (佐久市)
111 4676 湯浅 勇人  ﾕｱｻ ﾕｳﾄ             1時間47分08秒 (埼玉県)
112 1625 田中 祐太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 三井物産ｹﾐｶﾙ    1時間47分13秒 (千葉県)
113 490 青木 聡志  ｱｵｷ ｻﾄｼ ﾁｰﾑ追手町      1時間47分14秒 (飯田市)
114 529 小林 遼平  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 岡谷市役所       1時間47分41秒 (岡谷市)
115 1816 石川 和真  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ             1時間47分43秒 (上田市)
116 1631 赤松 真五  ｱｶﾏﾂ ｼﾝｺﾞ 三井物産ｹﾐｶﾙ    1時間47分46秒 (東京都)
117 1906 折井 建太  ｵﾘｲ ｹﾝﾀ             1時間47分46秒 (富士見町)
118 357 須山 修平  ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ ｷｯﾂ         1時間47分49秒 (富士見町)
119 1733 井上 博文  ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ             1時間48分03秒 (諏訪市)
120 2676 寺澤 宏幸  ﾃﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ             1時間48分07秒 (松本市)
121 3446 大畠 優哉  ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾔ             1時間48分07秒 (松本市)
122 5018 清水 智成  ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    1時間48分11秒 (南箕輪村)
123 1498 林 孝行   ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 飯島中教員       1時間48分13秒 (伊那市)
124 1166 中村 慎吾  ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ             1時間48分14秒 (伊那市)
125 1687 中山 裕次  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ             1時間48分14秒 (原村)
126 2921 姉嵜 貴大  ｱﾈｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 1時間48分19秒 (安曇野市)
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127 3932 三浦 孝太  ﾐｳﾗ ｺｳﾀ             1時間48分26秒 (茅野市)
128 619 田中 慎也  ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 駒ヶ根警察署早太郎走友会 1時間48分27秒 (駒ヶ根市)
129 5216 島本 アンソニ ｼﾏﾓﾄ ｱﾝｿﾆ TEAM AtoZ   1時間48分46秒 (長野市)
130 5686 牛山 幸輝  ｳｼﾔﾏ ｺｳｷ 公務員         1時間48分46秒 (大鹿村)
131 1712 梁池 昴生  ﾔﾅﾁ ｺｳｾｲ 諏訪東京理科大学    1時間48分49秒 (茅野市)
132 2811 村山 周平  ﾑﾗﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ             1時間48分50秒 (東京都)
133 3274 内橋 大河  ｳﾁﾊｼ ﾀｲｶﾞ 辰野町役場       1時間48分57秒 (辰野町)
134 5802 増澤 資盛  ﾏｽｻﾞﾜ ﾂｸﾞﾅﾘ 野村ﾕﾆｿﾞﾝ株式会社  1時間49分03秒 (岡谷市)
135 2785 三澤 進   ﾐｻﾜ ｽｽﾑ             1時間49分27秒 (岡谷市)
136 482 松倉 裕樹  ﾏﾂｸﾗ ﾕｳｷ ﾁｰﾑ追手町      1時間49分38秒 (飯田市)
137 2796 杉山 浩二  ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ             1時間49分42秒 (諏訪市)
138 4198 山﨑 弘貴  ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑつみれ      1時間50分14秒 (駒ヶ根市)
139 499 大杉 彬   ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾗ             1時間50分20秒 (諏訪市)
140 2532 竹野 龍太  ﾀｹﾉ ﾘｭｳﾀ             1時間50分23秒 (山梨県)
141 2032 西山 周平  ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ             1時間50分24秒 (下諏訪町)
142 1262 松塚 翔司  ﾏﾂﾂﾞｶ ｼｮｳｼﾞ             1時間50分44秒 (岡谷市)
143 3835 由井 宏典  ﾕｲ ﾋﾛﾉﾘ 佐久総合病院      1時間50分47秒 (佐久穂町)
144 1153 加々美 昇平 ｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ ﾁｰﾑ共進       1時間51分09秒 (諏訪市)
145 2804 石井 瑞規  ｲｼｲ ﾐｽﾞｷ (株)ﾘｸｼﾙ     1時間51分15秒 (松本市)
146 7323 田口 丈   ﾀｸﾞﾁ ﾀｹﾙ             1時間51分15秒 (南箕輪村)
147 1580 小材 泰久  ｵｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ             1時間51分18秒 (富士見町)
148 5708 萩原 剛   ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 飯田市立病院      1時間51分24秒 (駒ヶ根市)
149 364 五味 達也  ｺﾞﾐ ﾀﾂﾔ             1時間51分26秒 (茅野市)
150 1071 小林 陽一  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ             1時間51分27秒 (茅野市)
151 7771 池田 勇   ｲｹﾀﾞ ｲｻﾑ ｿﾆｰ         1時間51分35秒 (安曇野市)
152 4520 廣瀬 航   ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     1時間51分44秒 (茅野市)
153 220 小飼 峻平  ｺｶﾞｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾁｰﾑK        1時間52分03秒 (千葉県)
154 977 笠原 和洋  ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 諏訪市役所陸上部    1時間52分06秒 (諏訪市)
155 3962 石井 優作  ｲｼｲ ﾕｳｻｸ             1時間52分07秒 (東京都)
156 4806 金木 昭人  ｶﾈｷ ｱｷﾋﾄ 早太郎伝説       1時間52分16秒 (飯田市)
157 628 長田 勇人  ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾄ 茅野市役所RC     1時間52分24秒 (茅野市)
158 1354 武田 直人  ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ ち~むﾌｧ~      1時間52分33秒 (松本市)
159 5772 岡田 貴志  ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 株式会社ｽヰﾄ     1時間52分34秒 (安曇野市)
160 2113 大島 尚也  ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   1時間53分01秒 (茅野市)
161 1436 鈴木 隆佑  ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ             1時間53分09秒 (安曇野市)
162 1732 小松 貴仁  ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾄ 小松建築        1時間53分10秒 (千葉県)
163 1055 新井 雄太  ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 岡谷市立湊小学校    1時間53分11秒 (岡谷市)
164 2184 三輪 友樹  ﾐﾜ ﾕｳｷ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   1時間53分13秒 (諏訪市)
165 2172 大嶋 俊太  ｵｵｼﾏ ｼｭﾝﾀ 共栄電工健美会     1時間53分14秒 (新潟県)
166 424 水嶋 浩之  ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ             1時間53分16秒 (東京都)
167 7538 西村 慎之  ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 信大 和っしょい    1時間53分26秒 (長野市)
168 484 関野 一樹  ｾｷﾉ ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑ追手町      1時間53分43秒 (飯田市)
169 1985 高野 耕一郎 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ             1時間53分43秒 (飯田市)
170 766 藤森 雄也  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾔ 関西学院大学      1時間53分46秒 (兵庫県)
171 1656 長澤 駿   ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭﾝ 北ｱﾙﾌﾟｽ広域消防   1時間53分47秒 (白馬村)
172 2141 諏訪 有祐  ｽﾜ ﾕｳｽｹ             1時間53分49秒 (塩尻市)
173 5634 橋本 大毅  ﾊｼﾓﾄ ﾀｷ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ株式会社 1時間53分49秒 (飯田市)
174 613 小林 優也  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ★税理士法人三澤会計RC 1時間53分57秒 (諏訪市)
175 3957 平木 一浩  ﾋﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ             1時間53分58秒 (東京都)
176 4580 清水 佑季彦 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋｺ 小松精機工作所     1時間54分09秒 (諏訪市)
177 2977 藤森 崇之  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾕｷ             1時間54分13秒 (諏訪市)
178 2215 古瀬 賢太郎 ﾌﾙｾ ｹﾝﾀﾛｳ             1時間54分24秒 (岐阜県)
179 3786 渡邉 勝人  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ             1時間54分24秒 (松本市)
180 3415 矢毛石 陽太 ﾔｹｲｼ ﾖｳﾀ ﾍﾙｼｱ        1時間54分32秒 (長野市)
181 5991 馬場 奨太  ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ             1時間54分41秒 (伊那市)
182 2765 佐藤 慧   ｻﾄｳ ｹｲ             1時間54分50秒 (辰野町)
183 5795 河合 達也  ｶﾜｲ ﾀﾂﾔ 株式会社ﾕｰｼﾝ    1時間54分59秒 (茅野市)
184 4548 清水 光   ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ             1時間55分00秒 (東京都)
185 1029 飯田 祥吾  ｲｲﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 富士見高原病院     1時間55分01秒 (諏訪市)
186 1602 落合 宏明  ｵﾁｱｲ ﾋﾛｱｷ 三浦会         1時間55分02秒 (愛知県)
187 1982 桑原 和也  ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾔ             1時間55分06秒 (東京都)
188 1287 小泉 祐人  ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ             1時間55分08秒 (諏訪市)
189 2612 香取 秀治  ｶﾄﾘ ｼｭｳｼﾞ             1時間55分12秒 (長野市)
190 3060 山田 貴裕  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ             1時間55分14秒 (岡谷市)
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191 3054 金子 宜樹  ｶﾈｺ ﾖｼｷ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 1時間55分22秒 (茅野市)
192 4874 栗原 健一  ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ﾔﾏﾄ陸上競技部    1時間55分22秒 (下諏訪町)
193 3587 高林 成彰  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾘｱｷﾗ             1時間55分25秒 (岡谷市)
194 3288 富井 拓実  ﾄﾐｲ ﾀｸﾐ             1時間55分49秒 (下諏訪町)
195 5655 横井 一輝  ﾖｺｲ ｶｽﾞｷ             1時間55分55秒 (愛知県)
196 2322 五十嵐 真基 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｷ             1時間56分06秒 (茅野市)
197 5679 安田 和正  ﾔｽﾀ ｶｽﾞﾏｻ             1時間56分21秒 (長野市)
198 4845 大槻 晋太郎 ｵｵﾂｷ ｼﾝﾀﾛｳ             1時間56分22秒 (富士見町)
199 5595 伯耆原 桂  ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ             1時間56分30秒 (箕輪町)
200 7330 古川 敬晃  ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｱｷ 信大 和っしょい    1時間56分31秒 (長野市)
201 1253 廣田 敬一  ﾋﾛﾀ ｹｲｲﾁ             1時間56分38秒 (茅野市)
202 2095 Tanaka Peter ﾀﾅｶ ﾋﾟｰﾀｰ TEAM AtoZ   1時間56分38秒 (松本市)
203 2228 田中 七生  ﾀﾅｶ ﾅﾅｵ             1時間56分50秒 (長野市)
204 2393 香取 泰幸  ｶﾄﾘ ﾔｽﾕｷ ｸｵｰﾙ株式会社    1時間56分55秒 (東京都)
205 4298 古屋 憲孝  ﾌﾙﾔ ﾉﾘﾀｶ             1時間57分00秒 (安曇野市)
206 2868 山岡 紳之介 ﾔﾏｵｶ ｼﾝﾉｽｹ             1時間57分01秒 (神奈川県)
207 1127 塩野崎 敬  ｼｵﾉｻﾞｷ ｹｲ 茅野市役所RC     1時間57分07秒 (茅野市)
208 1936 柳澤 要人  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅﾒ 松本大栄養科      1時間57分19秒 (長野市)
209 2124 小林 真輝  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 諏訪信用金庫      1時間57分41秒 (富士見町)
210 4672 武田 時哉  ﾀｹﾀﾞ ﾄｷﾔ 鼻曲署         1時間57分43秒 (神奈川県)
211 4140 花岡 優介  ﾊﾅｵｶ ﾕｳｽｹ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間58分02秒 (塩尻市)
212 2160 デデ スラエマ ﾃﾞﾃﾞ ｽﾗｴﾏﾝ TOYOSK      1時間58分05秒 (茅野市)
213 2246 犬飼 功輔  ｲﾇｶｲ ｺｳｽｹ 岡谷酸素株式会社    1時間58分05秒 (松本市)
214 5297 沖田 貴都  ｵｷﾀ ﾀｶﾄ 長野県信用保証協会   1時間58分08秒 (松本市)
215 5743 宮澤 光   ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾙ             1時間58分17秒 (千曲市)
216 4547 高松 典之  ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘﾕｷ             1時間58分27秒 (東京都)
217 5559 新井 卓也  ｱﾗｲ ﾀｸﾔ             1時間58分33秒 (上田市)
218 3323 桐生 健市  ｷﾘｭｳ ｹﾝｲﾁ             1時間58分37秒 (塩尻市)
219 7265 稲場 太郎  ｲﾅﾊﾞ ﾀﾛｳ ﾜｲﾜｲ倶楽部     1時間58分40秒 (東京都)
220 4702 井上 昭伍  ｲﾉｳｴ ｼｮｳｺﾞ TEAM  YAMANI 1時間58分42秒 (岡谷市)
221 1723 山本 大   ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ ﾋﾞｵｸﾗ        1時間58分43秒 (山梨県)
222 4662 黒澤 治樹  ｸﾛｻﾜ ﾊﾙｷ ﾁｰﾑ共進       1時間58分43秒 (辰野町)
223 5137 村上 尚   ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間58分47秒 (大阪府)
224 7233 松本 昇   ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ             1時間58分49秒 (大阪府)
225 5482 保崎 裕彰  ﾎｻｷ ﾋﾛｱｷ GAC         1時間58分52秒 (松本市)
226 5779 田中 健太  ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信大和っしょい     1時間58分52秒 (安曇野市)
227 1410 立石 悠   ﾀﾃｲｼ ﾕｳ             1時間58分57秒 (南箕輪村)
228 4689 上條 雅俊  ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾄｼ ﾔﾏﾄ陸上競技部    1時間58分59秒 (松本市)
229 1189 吉岡 遼汰  ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾀ             1時間59分04秒 (飯綱町)
230 1215 吉岡 孝   ﾖｼｵｶ ﾀｶｼ             1時間59分04秒 (飯綱町)
231 2328 倉田 龍馬  ｸﾗﾀ ﾘｭｳﾏ 諏訪東京理科大学    1時間59分13秒 (南箕輪村)
232 372 田中 脩   ﾀﾅｶ ｵｻﾑ ﾀﾞｽｷﾝ  茅野    1時間59分23秒 (諏訪市)
233 1225 藤森 健仁  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾉﾘ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 1時間59分24秒 (茅野市)
234 948 植松 裕太  ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾀ 湖洛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  1時間59分28秒 (諏訪市)
235 1766 立花 光男  ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾂｵ             1時間59分34秒 (静岡県)
236 5421 下坂 周示  ｼﾓｻｶ ｼｭｳｼﾞ             1時間59分39秒 (塩尻市)
237 2817 三島 和也  ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪走友会       1時間59分40秒 (大阪府)
238 5455 八木澤 宗弘 ﾔｷﾞｻﾜ ﾑﾈﾋﾛ 麻布ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ  1時間59分43秒 (東京都)
239 5416 武井 大光  ﾀｹｲ ﾋﾛﾐﾂ             1時間59分44秒 (茅野市)
240 859 滝澤 秀毅  ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ             1時間59分45秒 (長野市)
241 4594 鹿嶽 宏知  ｼｶﾀｹ ﾋﾛｱｷ             1時間59分46秒 (愛知県)
242 3489 前島 健吾  ﾏｴｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 諏訪信用金庫      1時間59分51秒 (茅野市)
243 4600 岩下 良美  ｲﾜｼﾀ ﾖｼﾐ ｷｯﾂ         1時間59分51秒 (岐阜県)
244 7687 柴田 源也  ｼﾊﾞﾀ ｹﾞﾝﾔ ﾋﾟｽｺ         1時間59分51秒 (諏訪市)
245 5580 久保田 秀典 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ             1時間59分52秒 (駒ヶ根市)
246 3051 高見澤 康之 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 1時間59分53秒 (茅野市)
247 1151 朝倉 大貴  ｱｻｸﾗ ﾀｲｷ ㈱小松精機工作所    1時間59分56秒 (茅野市)
248 4519 関谷 祥一  ｾｷﾔ ｼｮｳｲﾁ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間00分06秒 (上田市)
249 6188 馬場 純一  ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間00分06秒 (茅野市)
250 3546 佐藤 健策  ｻﾄｳ ｹﾝｻｸ 小松精機工作所     2時間00分26秒 (諏訪市)
251 3307 池田 秀利  ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ             2時間00分44秒 (長野市)
252 7246 御園 義樹  ﾐｿﾉ ﾖｼｷ             2時間00分51秒 (富士見町)
253 2586 中村 圭佑  ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ             2時間01分08秒 (千曲市)
254 4639 笠原 卓也  ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾔ 岡谷市役所       2時間01分11秒 (岡谷市)
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255 2951 植松 大智  ｳｴﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ             2時間01分33秒 (富士見町)
256 5770 中西 研人  ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾄ 武藤工業        2時間01分36秒 (下諏訪町)
257 4023 野牧 祐一郎 ﾉﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 佐久総合病院      2時間01分38秒 (佐久市)
258 2902 小口 駿人  ｵｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾄ 諏訪信用金庫      2時間01分45秒 (岡谷市)
259 4013 油上 辰哉  ﾕｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ ないとう整形外科    2時間01分59秒 (静岡県)
260 4510 守屋 裕文  ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾌﾐ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間02分00秒 (茅野市)
261 2869 清水 翔太  ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ             2時間02分02秒 (東京都)
262 5461 山本 悠太  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ             2時間02分02秒 (諏訪市)
263 2347 細田 隆聡  ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｱｷ JA上伊那       2時間02分07秒 (宮田村)
264 2708 藤巻 ゆうき ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ             2時間02分10秒 (高森町)
265 4112 小泉 達也  ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ             2時間02分19秒 (東京都)
266 1248 藤山 照時  ﾌｼﾞﾔﾏ ﾃﾙﾄｷ             2時間02分40秒 (千葉県)
267 1468 宮坂 幸長  ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾅｶﾞ             2時間02分45秒 (茅野市)
268 6380 真弓 浩幸  ﾏﾕﾐ ﾋﾛﾕｷ ﾃｸﾉ菱和       2時間02分55秒 (愛知県)
269 3434 上島 卓也  ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 市立岡谷病院      2時間02分59秒 (辰野町)
270 1172 小口 明良  ｵｸﾞﾁ ｱｷﾖｼ ﾁｰﾑ師弟       2時間03分01秒 (岡谷市)
271 4607 鮎沢 和成  ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ             2時間03分08秒 (下諏訪町)
272 3987 阿部 翔   ｱﾍﾞ ｼｮｳ             2時間03分11秒 (茅野市)
273 2873 小松 千洋  ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ             2時間03分13秒 (岡谷市)
274 4050 高野 諒一  ﾀｶﾉ ﾘｮｳｲﾁ             2時間03分13秒 (岡谷市)
275 3550 本多 翔平  ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ             2時間03分22秒 (箕輪町)
276 5733 桑澤 健太朗 ｸﾜｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 宮下建設        2時間03分22秒 (岡谷市)
277 5130 國武 祐樹  ｸﾆﾀｹ ﾕｳｷ 南陽          2時間03分28秒 (松本市)
278 3376 笠原 千裕  ｶｻﾊﾗ ﾁﾋﾛ             2時間03分29秒 (原村)
279 4825 中川 隆浩  ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ             2時間03分43秒 (山形村)
280 6646 河西 優樹  ｶｻｲ ﾕｳｷ 諏訪市役所陸上部    2時間04分01秒 (諏訪市)
281 2266 髙橋 洋一  ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ             2時間04分07秒 (茅野市)
282 5750 花岡 直樹  ﾊﾅｵｶ ﾅｵｷ 日本電信電話株式会社  2時間04分12秒 (東京都)
283 5383 土田 拓実  ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ             2時間04分16秒 (岡谷市)
284 1908 新田 努   ﾆｯﾀ ﾂﾄﾑ             2時間04分22秒 (松本市)
285 4995 仲井 大雅  ﾅｶｲ ﾀｲｶﾞ 岡野薬品RC      2時間04分31秒 (長野市)
286 4987 丸山 大貴  ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ みなみ野ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 2時間04分37秒 (東京都)
287 3675 滝澤 純一  ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間04分38秒 (諏訪市)
288 1126 宮川 拓   ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸ 茅野市役所RC     2時間04分53秒 (茅野市)
289 4342 尾澤 亮太  ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ             2時間05分01秒 (伊那市)
290 3427 ヒュアン ブレ ﾋｭｱﾝ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾝ かじのは        2時間05分16秒 (下諏訪町)
291 1704 阿部 正典  ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ             2時間05分19秒 (松本市)
292 3037 藤森 洋充  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ JA信州諏訪      2時間05分21秒 (諏訪市)
293 1028 倉田 佑樹  ｸﾗﾀ ﾕｳｷ 富士見高原病院     2時間05分25秒 (諏訪市)
294 6422 金井 靖幸  ｶﾅｲ ﾔｽﾕｷ             2時間05分29秒 (岡谷市)
295 1493 南 昇吾   ﾐﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ             2時間05分31秒 (愛知県)
296 4592 八幡 聖   ﾔﾊﾀ ｾｲﾔ             2時間05分32秒 (東京都)
297 6112 根橋 完   ﾈﾊﾞｼ ｶﾝ 長野日本ｿﾌﾄｳｴｱ  2時間05分33秒 (辰野町)
298 5730 肥田 大樹  ﾋﾀﾞ ﾀﾞｲｷ             2時間05分35秒 (岐阜県)
299 967 髙安 啓   ﾀｶﾔｽ ﾋﾛﾑ 信金中央金庫      2時間05分38秒 (東京都)
300 3466 岡見 祐志  ｵｶﾐ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑSNK      2時間05分44秒 (諏訪市)
301 3500 佐伯 幸輝  ｻｲｷ ｺｳｷ 諏訪信用金庫      2時間05分44秒 (富士見町)
302 515 名取 康貴  ﾅﾄﾘ ｺｳｷ ﾆｯﾊﾟﾂRC      2時間05分48秒 (飯島町)
303 4572 中村 知紀  ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間05分51秒 (新潟県)
304 4502 上田 智洋  ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ             2時間05分56秒 (神奈川県)
305 1627 鳥羽 康平  ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 三井物産ｹﾐｶﾙ    2時間05分59秒 (東京都)
306 4991 飯島 昭浩  ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 岡野薬品RC      2時間06分00秒 (松本市)
307 3365 水間 裕也  ﾐｽﾞﾏ ﾋﾛﾔ             2時間06分11秒 (佐久市)
308 7637 前田 侑太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間06分12秒 (長野市)
309 5678 矢頭 俊也  ﾔｽﾞ ﾄｼﾔ SJNKﾗｰﾒﾝ部   2時間06分13秒 (松本市)
310 2303 荻原 良介  ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 諏訪中央病院      2時間06分19秒 (諏訪市)
311 1442 粟津原 伸  ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼﾝ             2時間06分27秒 (松本市)
312 5512 長沼 勇太  ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ             2時間06分36秒 (松本市)
313 2527 大和 友則  ｵｵﾜ ﾄﾓﾉﾘ             2時間06分41秒 (塩尻市)
314 1662 宮島 裕也  ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ ORC48       2時間06分46秒 (高森町)
315 3491 赤羽 勇輝  ｱｶﾊﾈ ﾕｳｷ 松本信用金庫      2時間06分49秒 (松本市)
316 3312 西本 諭史  ﾆｼﾓﾄ ｻﾄｼ             2時間06分52秒 (東京都)
317 7364 野竹 信哉  ﾉﾀｹ ｼﾝﾔ 太陽工業        2時間07分03秒 (辰野町)
318 5722 松下 芳弘  ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋﾛ             2時間07分07秒 (中川村)

5/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

319 3155 望月 雄太  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ TEAM音叉      2時間07分12秒 (伊那市)
320 4684 大谷 裕   ｵｵﾀﾆ ﾕﾀｶ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間07分21秒 (愛知県)
321 2236 浅川 義明  ｱｻｶﾜ ﾖｼｱｷ ★税理士法人三澤会計RC 2時間07分27秒 (諏訪市)
322 5536 中島 健志  ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ             2時間07分41秒 (飯田市)
323 3369 丸山 祐太郎 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ             2時間07分45秒 (松本市)
324 1730 湯本 昇   ﾕﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間07分48秒 (箕輪町)
325 7645 原 幸太郎  ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間07分49秒 (長野市)
326 6670 森久保 勝  ﾓﾘｸﾎﾞ ﾏｻﾙ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間07分56秒 (岡谷市)
327 978 石田 涼太朗 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 諏訪市役所陸上部    2時間08分01秒 (諏訪市)
328 5393 田中 貴英  ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾃﾞ 富士電機        2時間08分07秒 (松本市)
329 2641 廣田 翔平  ﾋﾛﾀ ｼｮｳﾍｲ             2時間08分15秒 (富士見町)
330 5902 岡村 久史  ｵｶﾑﾗ ﾋｻｼ ｲｰｽﾀﾝ       2時間08分16秒 (塩尻市)
331 3306 岸田 卓也  ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾔ             2時間08分17秒 (長野市)
332 4119 原 慎一   ﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 信州大学理学部化学科  2時間08分19秒 (松本市)
333 2002 鈴木 貴博  ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ             2時間08分25秒 (松本市)
334 2591 堀田 真矢  ﾎｯﾀ ｼﾝﾔ             2時間08分31秒 (南箕輪村)
335 5010 北原 諒   ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間08分32秒 (辰野町)
336 2770 増澤 尚樹  ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岡谷病院        2時間08分35秒 (岡谷市)
337 2871 立木 壮樹  ﾀﾂｷﾞ ｿｳｷ             2時間08分37秒 (茅野市)
338 3553 柳沢 優人  ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間09分17秒 (御代田町)
339 5745 吉田 康将  ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 諏訪赤十字病院     2時間09分18秒 (諏訪市)
340 1731 小松 洋人  ｺﾏﾂ ﾋﾛﾄ 東日本旅客鉄道     2時間09分24秒 (千葉県)
341 5392 池ノ内 俊  ｲｹﾉｳﾁ ｼｭﾝ 富士電機        2時間09分35秒 (松本市)
342 4695 中島 理希  ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ ﾁｰﾑ共進       2時間09分40秒 (諏訪市)
343 6063 後藤 哲郎  ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾛｳ             2時間09分40秒 (富士見町)
344 7153 酒井 将行  ｻｶｲ ﾏｻﾕｷ             2時間09分41秒 (松本市)
345 1660 大久保 将弘 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ ORC48       2時間09分42秒 (岡谷市)
346 2784 原 大輔   ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 岡谷市民病院      2時間09分42秒 (飯島町)
347 5626 伊藤 健   ｲﾄｳ ｹﾝ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間09分49秒 (東京都)
348 5694 丸山 貴倫  ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大学    2時間09分50秒 (松本市)
349 4478 伊藤 正樹  ｲﾄｳ ﾏｻｷ Teamﾏﾙﾆｼ    2時間09分53秒 (宮田村)
350 6192 林 真路   ﾊﾔｼ ﾅｵﾐﾁ 茅野市役所RC     2時間09分59秒 (茅野市)
351 2801 小林 大峰  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 日本福祉大学      2時間10分00秒 (富士見町)
352 7844 上原 慎矢  ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾔ             2時間10分04秒 (岡谷市)
353 2326 野口 航太郎 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 山梨英和大学      2時間10分07秒 (諏訪市)
354 4531 名取 拳   ﾅﾄﾘ ｹﾝ             2時間10分13秒 (岡谷市)
355 4992 太田 尚樹  ｵｵﾀ ﾅｵｷ 岡野薬品RC      2時間10分18秒 (長野市)
356 7646 塩津 海   ｼｵﾂ ｶｲ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間10分18秒 (箕輪町)
357 3581 小岩 拓斗  ｺｲﾜ ﾀｸﾄ 小松精機工作所     2時間10分19秒 (諏訪市)
358 4445 中山 祐介  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ             2時間10分19秒 (千曲市)
359 4046 磯野 翔   ｲｿﾉ ｼｮｳ 住友生命        2時間10分24秒 (松本市)
360 1668 小林 岳洋  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ             2時間10分29秒 (松本市)
361 2966 増澤 悟   ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾄﾙ             2時間10分29秒 (岡谷市)
362 2969 小松 弘幸  ｺﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ             2時間10分30秒 (岡谷市)
363 4120 田中 謙   ﾀﾅｶ ｹﾝ 信州大学理学部化学科  2時間10分39秒 (松本市)
364 1713 横内 秀斗  ﾖｺｳﾁ ﾋﾃﾞﾄ             2時間10分43秒 (岡谷市)
365 5693 石﨑 暁裕  ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 諏訪東京理科大学    2時間10分50秒 (安曇野市)
366 5797 金井 大地  ｶﾅｲ ﾀﾞｲﾁ 市立岡谷病院      2時間10分57秒 (茅野市)
367 5789 清本 喬大  ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ やくも         2時間11分03秒 (東京都)
368 4541 竹田 和浩  ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 共栄電工株式会社    2時間11分11秒 (新潟県)
369 6679 丹羽 雄基  ﾆﾜ ﾕｳｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間11分18秒 (岡谷市)
370 7379 髙木 洋志  ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 株式会社ｷｯﾂ     2時間11分37秒 (茅野市)
371 5316 長尾 隼人  ﾅｶﾞｵ ﾊﾔﾄ R/Eﾏﾗｿﾝ部    2時間11分46秒 (箕輪町)
372 6159 今村 慎也  ｲﾏﾑﾗ ｼﾝﾔ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間11分57秒 (兵庫県)
373 3426 宮尾 亘   ﾐﾔｵ ﾂｶｻ かじのは        2時間11分59秒 (下諏訪町)
374 5703 西村 護   ﾆｼﾑﾗ ﾏﾓﾙ             2時間12分02秒 (松本市)
375 4244 小林 正隆  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ             2時間12分09秒 (駒ヶ根市)
376 4606 田村 史進  ﾀﾑﾗ ｼｼﾝ             2時間12分12秒 (下諏訪町)
377 7657 小平 真   ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝ ｲｰｽﾀﾝ       2時間12分19秒 (茅野市)
378 4644 石橋 喜智三 ｲｼﾊﾞｼ ｷﾁｿﾞｳ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間12分26秒 (松本市)
379 5181 亀谷 隆文  ｶﾒﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ             2時間12分26秒 (須坂市)
380 5700 小林 俊貴  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 裾野市役所       2時間12分26秒 (静岡県)
381 4122 佐々木 修平 ｻｻｷ ｼｭｳﾍｲ 信州大学理学部化学科  2時間12分28秒 (松本市)
382 7237 小山 宇洋  ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ             2時間12分40秒 (新潟県)

6/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

383 4532 小宮山 裕希 ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 早太郎伝説       2時間12分48秒 (諏訪市)
384 6866 桝野 泰次  ﾏｽﾉ ﾀｲｼﾞ             2時間12分52秒 (長野市)
385 4343 岡崎 央志  ｵｶｻﾞｷ ﾅｶｼ (株)ﾘｸｼﾙ     2時間12分56秒 (松本市)
386 4473 五味 諒平  ｺﾞﾐ  ﾘｮｳﾍｲ 諏訪信用金庫      2時間12分56秒 (茅野市)
387 6794 椹木 弘平  ｻﾜﾗｷﾞ ｺｳﾍｲ 第一生命        2時間13分02秒 (松本市)
388 3579 大森 大介  ｵｵﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 鼻曲署         2時間13分03秒 (東京都)
389 6160 大西 宏明  ｵｵﾆｼ ﾋﾛｱｷ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間13分05秒 (大阪府)
390 4448 西本 貴大  ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ             2時間13分08秒 (岡山県)
391 7705 宮澤 邦明  ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾆｱｷ             2時間13分10秒 (茅野市)
392 2122 伊藤 佑樹  ｲﾄｳ ﾕｳｷ 諏訪信用金庫      2時間13分13秒 (長野市)
393 3305 保坂 次郎  ﾎｻｶ ｼﾞﾛｳ             2時間13分13秒 (茅野市)
394 4107 森田 渓   ﾓﾘﾀ ｹｲ             2時間13分18秒 (木曽町)
395 1017 佐藤 瑶平  ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ JA共済  駅伝部   2時間13分22秒 (伊那市)
396 2739 佐藤 圭将  ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 早稲田大学       2時間13分25秒 (東京都)
397 1112 小林 雄太  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 富士見高原病院     2時間13分26秒 (富士見町)
398 2507 原田 龍弥  ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ             2時間13分28秒 (茅野市)
399 4138 進藤 和成  ｼﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾏﾙﾔｽ        2時間13分29秒 (岡谷市)
400 6401 井口 拓哉  ｲｸﾞﾁ ﾀｸﾔ             2時間13分41秒 (諏訪市)
401 6832 矢島 広貴  ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ             2時間13分48秒 (茅野市)
402 7838 坂本 憲彦  ｻｶﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ             2時間13分49秒 (山梨県)
403 5480 清水 陽平  ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ             2時間13分51秒 (茅野市)
404 7311 坂井 達也  ｻｶｲ ﾀﾂﾔ ｾﾙﾎﾞ         2時間14分05秒 (石川県)
405 1657 杉山 雄一  ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ             2時間14分06秒 (松本市)
406 1582 大澤 拓郎  ｵｵｻﾜ ﾀｸﾛｳ             2時間14分08秒 (下諏訪町)
407 3702 山本 修平  ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ             2時間14分11秒 (静岡県)
408 7059 桐生 和典  ｷﾘｭｳ ｶｽﾞﾉﾘ             2時間14分23秒 (東京都)
409 485 松井 厚一郎 ﾏﾂｲ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾁｰﾑ追手町      2時間14分29秒 (飯田市)
410 1022 多賀 将仁  ﾀｶﾞ ﾏｻﾋﾄ 富士見高原病院     2時間14分29秒 (富士見町)
411 7292 木下 誠史郎 ｷﾉｼﾀ ｾｲｼﾛｳ             2時間14分32秒 (岡谷市)
412 5525 小松 孝章  ｺﾏﾂ ﾀｶｱｷ             2時間14分36秒 (諏訪市)
413 6016 箕輪 広之  ﾐﾉﾜ ﾋﾛﾕｷ             2時間14分37秒 (下諏訪町)
414 2214 畑中 和希  ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ             2時間14分39秒 (茅野市)
415 5227 古川 大輝  ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｷ             2時間14分45秒 (千曲市)
416 7806 井原 健太  ｲﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾎﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間14分52秒 (諏訪市)
417 2727 竹内 慎哉  ﾀｹｳﾁ ｼﾝﾔ 飯田市立病院      2時間15分03秒 (飯田市)
418 1649 箕田 雄太  ﾐﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間15分07秒 (塩尻市)
419 2209 河西 春樹  ｶｻｲ ﾊﾙｷ             2時間15分13秒 (下諏訪町)
420 4842 小澤 幸生  ｵｻﾞﾜ ｻﾁｵ             2時間15分13秒 (諏訪市)
421 1734 高橋 俊介  ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 佐久医療ｾﾝﾀｰ    2時間15分14秒 (佐久市)
422 4756 胡田 健一郎 ｴﾋﾞｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛ 諏訪中央病院      2時間15分15秒 (茅野市)
423 5052 藤森 俊英  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｼﾋﾃﾞ             2時間15分16秒 (箕輪町)
424 2614 角田 秀樹  ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 佐久総合病院      2時間15分25秒 (佐久市)
425 4575 西村 奏成  ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間15分26秒 (茅野市)
426 5523 竹園 良太  ﾀｹｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ FUN RUN FAN 2時間15分27秒 (千葉県)
427 6393 清水 俊哉  ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾔ ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ    2時間15分31秒 (千葉県)
428 5620 高曽根 健  ﾀｶｿﾈ ｹﾝ 信州大学        2時間15分33秒 (佐久市)
429 4139 浅川 洋平  ｱｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ 日本赤十字病院     2時間15分34秒 (諏訪市)
430 1134 島立 広樹  ｼﾏﾀﾞﾃ ﾋﾛｷ 茅野市役所RC     2時間15分35秒 (茅野市)
431 5385 福永 悠斗  ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ             2時間15分43秒 (富士見町)
432 7845 長山 拓郎  ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間15分48秒 (埼玉県)
433 6788 若林 徹平  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間15分50秒 (新潟県)
434 4530 花岡 雅之  ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾕｷ             2時間15分58秒 (岡谷市)
435 5631 武井 友則  ﾀｹｲ ﾄﾓﾉﾘ ｸﾘｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟRC   2時間15分58秒 (諏訪市)
436 2764 佐藤 憲二郎 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞﾛｳ             2時間16分01秒 (長野市)
437 4427 森田 大樹  ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ             2時間16分05秒 (東京都)
438 4900 清水 政徳  ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾘ             2時間16分05秒 (小諸市)
439 2131 杉本 将敬  ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾀｶ Teamﾏﾙﾆｼ    2時間16分07秒 (宮田村)
440 6997 小島 孝之  ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間16分09秒 (兵庫県)
441 5019 佐藤 俊   ｻﾄｳ ｼｭﾝ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間16分12秒 (諏訪市)
442 7803 山永 大将  ﾔﾏﾅｶﾞ ﾋﾛﾏｻ ﾎﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間16分12秒 (辰野町)
443 6677 小平 大志  ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｲｼ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間16分14秒 (茅野市)
444 6664 小口 友規  ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 太陽工業        2時間16分24秒 (岡谷市)
445 1286 矢澤 直樹  ﾔｻﾞﾜ ﾅｵｷ             2時間16分48秒 (諏訪市)
446 5862 藤澤 佑司  ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ             2時間16分50秒 (松川町)
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447 4820 本多 純太  ﾎﾝﾀﾞ ｽﾐﾀ 諏訪中央病院      2時間16分54秒 (茅野市)
448 4309 小木曽 将也 ｺｷﾞｿ ﾏｻﾔ             2時間17分05秒 (岐阜県)
449 6203 小口 洋司  ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ             2時間17分12秒 (愛知県)
450 6206 菊地 和史  ｷｸﾁ ｶｽﾞｼ             2時間17分12秒 (岡谷市)
451 2815 青木 俊哲  ｱｵｷ ﾄｼｱｷ             2時間17分13秒 (塩尻市)
452 4239 横関 祐一  ﾖｺｾﾞｷ ﾕｳｲﾁ ﾁｰﾑ緑        2時間17分24秒 (愛知県)
453 1285 小島 裕平  ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ             2時間17分29秒 (諏訪市)
454 6533 山本 俊介  ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ             2時間17分32秒 (愛知県)
455 6178 大川 雅人  ｵｵｶﾜ ﾏｻﾄ 共栄電工健美会     2時間17分34秒 (岡谷市)
456 4271 柄澤 嘉希  ｶﾗｻﾜ ﾖｼｷ             2時間17分35秒 (上田市)
457 6201 林 裕昭   ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ             2時間17分36秒 (下諏訪町)
458 7300 越智 孝則  ｵﾁ ﾀｶﾉﾘ             2時間17分36秒 (岡谷市)
459 5654 細田 清孝  ﾎｿﾀﾞ ｷﾖﾀｶ IMH         2時間17分42秒 (飯田市)
460 5319 向山 拓也  ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｸﾔ R/Eﾏﾗｿﾝ部    2時間17分51秒 (箕輪町)
461 5744 寺師 隼人  ﾃﾗｼ ﾊﾔﾄ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間18分01秒 (箕輪町)
462 4609 藤澤 弦喜  ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝｷ ﾏﾙﾆｼ        2時間18分04秒 (長野市)
463 4465 新村 康孝  ﾆｲﾑﾗ ﾔｽﾀｶ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間18分05秒 (諏訪市)
464 5756 太田 雅樹  ｵｵﾀ ﾏｻｷ             2時間18分05秒 (安曇野市)
465 383 白鳥 將司  ｼﾛﾄﾘ ﾏｻｼ 東弥生町あきちゃんｽﾞ  2時間18分16秒 (下諏訪町)
466 6424 森谷 健太  ﾓﾘﾀﾆ ｹﾝﾀ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間18分20秒 (新潟県)
467 1586 網野 成巳  ｱﾐﾉ ﾅﾙﾐ 伊那中央病院      2時間18分26秒 (伊那市)
468 3041 江田 徳仁  ｴﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ             2時間18分29秒 (茅野市)
469 4173 玉置 卓也  ﾀﾏｷ ﾀｸﾔ (株)ﾘｸｼﾙ     2時間18分29秒 (松本市)
470 7282 太田 恵輔  ｵｵﾀ ｹｲｽｹ             2時間18分30秒 (諏訪市)
471 4471 名取 隼斗  ﾅﾄﾘ ﾊﾔﾄ 諏訪信用金庫      2時間18分37秒 (富士見町)
472 7626 丸茂 京平  ﾏﾙﾓ ｷｮｳﾍｲ 諏訪信用金庫      2時間18分37秒 (諏訪市)
473 150 左嵜 壮一郎 ｻｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 佐久病院        2時間18分39秒 (佐久市)
474 4132 本間 友輔  ﾎﾝﾏ ﾕｳｽｹ             2時間18分41秒 (岡谷市)
475 6193 湯田 裕貴  ﾕﾀﾞ ﾋﾛｷ 茅野市役所RC     2時間18分55秒 (茅野市)
476 2242 神保 純平  ｼﾞﾝﾎﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟ ★税理士法人三澤会計RC 2時間19分21秒 (諏訪市)
477 3368 内山 将也  ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾔ 豊平小学校       2時間19分23秒 (長野市)
478 2746 松平 尚己  ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾅｵｷ             2時間19分33秒 (諏訪市)
479 6753 小池 祐   ｺｲｹ ﾀｽｸ ｲｰｽﾀﾝ       2時間19分33秒 (伊那市)
480 1735 大森 康裕  ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ             2時間19分37秒 (松本市)
481 6669 兼子 純一  ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間19分39秒 (茅野市)
482 2870 清水 啓一  ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ             2時間19分41秒 (岡谷市)
483 1603 遠藤 匡彦  ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 裾野市役所       2時間19分45秒 (静岡県)
484 770 土橋 友幸  ﾂﾁﾊｼ ﾄﾓﾕｷ             2時間19分46秒 (諏訪市)
485 6800 亀田 恒平  ｶﾒﾀﾞ  ｺｳﾍｲ ﾄﾗｽｺ中山㈱上田支店 2時間19分57秒 (上田市)
486 7782 中村 俊也  ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ｻﾝ工業株式会社    2時間19分59秒 (伊那市)
487 7066 柏原 泰   ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾔｽｼ 松日          2時間20分07秒 (松本市)
488 5394 鈴木 泰成  ｽｽﾞｷ ﾔｽﾅﾘ 富士電機        2時間20分09秒 (松本市)
489 7410 堀内 智彦  ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾋｺ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間20分10秒 (池田町)
490 4813 武居 雅樹  ﾀｹｲ ﾏｻｷ             2時間20分18秒 (岡谷市)
491 6552 上野 貴志  ｳｴﾉ ﾀｶｼ ㈱土木管理総合試験所  2時間20分32秒 (山梨県)
492 4637 田原 伸吾  ﾀﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間20分46秒 (松川村)
493 5948 清水 智弥  ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ             2時間20分48秒 (神奈川県)
494 1305 荒井 賢   ｱﾗｲ ｻﾄｼ             2時間20分58秒 (東京都)
495 4515 濵 亮輔   ﾊﾏ ﾘｮｳｽｹ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間21分05秒 (茅野市)
496 6913 原 良平   ﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ             2時間21分05秒 (茅野市)
497 2773 玉井 泰光  ﾀﾏｲ ﾔｽｱｷ ｷｯｾｲ薬品工業株式会社 2時間21分18秒 (長野市)
498 7843 北澤 亮介  ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ             2時間21分18秒 (安曇野市)
499 4525 玉澤 一樹  ﾀﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間21分19秒 (茅野市)
500 5728 洞内 哲也  ﾎﾗﾅｲ ﾃﾂﾔ             2時間21分24秒 (神奈川県)
501 7001 増馬 鉄朗  ﾏｽﾏ ﾃﾂﾛｳ             2時間21分40秒 (東京都)
502 5273 鈴木 岳   ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ             2時間21分54秒 (御代田町)
503 2609 松島 寛   ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ             2時間22分03秒 (松本市)
504 6062 窪田 諒   ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ             2時間22分05秒 (富士見町)
505 3034 窪田 和将  ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏｻ JA信州諏訪      2時間22分11秒 (富士見町)
506 4617 古川 雄一朗 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 公務員         2時間22分13秒 (岡谷市)
507 1067 秋月 宗剛  ｱｷﾂﾞｷ ｿｳｺ 富士見高原病院     2時間22分16秒 (富士見町)
508 5476 小林 聖也  ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 【ｽﾏｰﾄﾏﾗｿﾝ部】 2時間22分18秒 (長野市)
509 1875 関 正典   ｾｷ ﾏｻﾉﾘ             2時間22分23秒 (諏訪市)
510 2989 小平 匠   ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾐ うじせい        2時間22分29秒 (諏訪市)
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511 7322 矢追 拓夢  ﾔｵｲ ﾀｸﾑ             2時間22分30秒 (神奈川県)
512 4443 牛山 淳   ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝ             2時間22分34秒 (諏訪市)
513 5591 井口 涼   ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ             2時間22分45秒 (南箕輪村)
514 5320 清水 隆悠  ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾕｳ R/Eﾏﾗｿﾝ部    2時間23分00秒 (南箕輪村)
515 4722 笠原 周悟  ｶｻﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ 岡谷酸素株式会社    2時間23分01秒 (原村)
516 5815 杉浦 徹   ｽｷﾞｳﾗ ﾄｵﾙ             2時間23分10秒 (松本市)
517 2803 伊藤 大貴  ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 栄光製作所       2時間23分12秒 (諏訪市)
518 6895 新井 裕也  ｱﾗｲ ﾕｳﾔ             2時間23分12秒 (茅野市)
519 7835 松島 健太  ﾏﾂｼﾏ ｹﾝﾀ             2時間23分30秒 (松本市)
520 5528 小川 峻志  ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ ｷｯｾｲ薬品      2時間23分33秒 (松本市)
521 6511 木田 耕一  ｷﾀﾞ ｺｳｲﾁ 辰野町役場       2時間23分41秒 (辰野町)
522 1254 大和 啓介  ｵｵﾜ ｹｲｽｹ 倉田病院        2時間23分45秒 (松本市)
523 1515 中山 拓輝  ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ             2時間23分47秒 (岡谷市)
524 6818 中谷 亮太  ﾅｶﾀﾆ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間23分50秒 (茅野市)
525 5205 和田 高広  ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ あたふた        2時間23分56秒 (富士見町)
526 5746 平出 俊樹  ﾋﾗｲﾃﾞ ﾄｼｷ 武藤工業株式会社    2時間23分56秒 (長野市)
527 6743 伊藤 有人  ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｲｰｽﾀﾝ       2時間24分03秒 (諏訪市)
528 6748 太田 峻介  ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ ｲｰｽﾀﾝ       2時間24分06秒 (塩尻市)
529 5328 森口 智史  ﾓﾘｸﾞﾁ ｻﾄｼ             2時間24分18秒 (伊那市)
530 4990 平林 政彦  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋｺ 岡野薬品RC      2時間24分20秒 (長野市)
531 4993 工藤 悠平  ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾍｲ 岡野薬品RC      2時間24分20秒 (松川村)
532 1441 塚原 諒   ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ             2時間24分31秒 (松本市)
533 4836 小飼 弘輝  ｺｶﾞｲ ﾋﾛｷ 宮川分団第三部     2時間24分33秒 (茅野市)
534 5600 本山 太志  ﾓﾄﾔﾏ ﾌﾄｼ ﾌｧﾝｸﾘｯﾌﾟ     2時間24分50秒 (岡谷市)
535 4521 岩田 直樹  ｲﾜﾀ ﾅｵｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間24分51秒 (茅野市)
536 2238 牛山 慈雄  ｳｼﾔﾏ ﾔｽｵ 第7部         2時間24分54秒 (茅野市)
537 6816 平林 勇太  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間24分54秒 (諏訪市)
538 7321 鵜飼 脩也  ｳｶﾞｲ ｼｭｳﾔ 麻布ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ  2時間24分57秒 (東京都)
539 6425 高橋 将貴  ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間25分27秒 (新潟県)
540 2874 中柴 良祐  ﾅｶｼﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ             2時間25分29秒 (麻績村)
541 4710 市之瀬 瑛  ｲﾁﾉｾ ｱｷﾗ ﾋﾟｽｺ         2時間25分37秒 (愛知県)
542 1157 今井 貴彬  ｲﾏｲ ﾀｶｱｷ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間25分40秒 (岡谷市)
543 7400 植松 徳和  ｳｴﾏﾂ ﾉﾘｶｽﾞ             2時間25分41秒 (富士見町)
544 7802 武居 和彦  ﾀｹｲ ｶｽﾞﾋｺ ﾎﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間25分41秒 (塩尻市)
545 7487 田中 洋光  ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間25分46秒 (岡谷市)
546 4123 鏡味 恭英  ｶｶﾞﾐ ﾀｶﾃﾙ 信州大学理学部化学科  2時間25分47秒 (松本市)
547 1581 久保 尚洋  ｸﾎﾞ ﾅｵﾋﾛ             2時間25分51秒 (富士見町)
548 3532 篠宮 拓也  ｼﾉﾐﾔ ﾀｸﾔ 共栄電工健美会     2時間26分01秒 (松本市)
549 7667 矢内 啓一郎 ﾔﾅｲ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾀﾞｲｲﾁｾｲﾒｲ    2時間26分01秒 (岡谷市)
550 6588 坂井 紘紀  ｻｶｲ ﾋﾛｷ 松本市立病院      2時間26分02秒 (松本市)
551 3367 春日 健雄  ｶｽｶﾞ ﾀｹｵ 八十二銀行       2時間26分11秒 (岡谷市)
552 1082 両角 陽平  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 株式会社  小松精機工作 2時間26分13秒 (茅野市)
553 5760 山岸 靖幸  ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾕｷ 昭和ｺﾝｸﾘ-ﾄ工業㈱ 2時間26分17秒 (塩尻市)
554 4646 三瀬 勝也  ﾐｾ ｶﾂﾔ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間26分18秒 (塩尻市)
555 4851 牛山 伸二  ｳｼﾔﾏ ｼﾝｼﾞ             2時間26分36秒 (茅野市)
556 5517 仙石 想一郎 ｾﾝｺﾞｸ ｿｳｲﾁﾛｳ 自宅警備員       2時間26分40秒 (静岡県)
557 3690 藤森 光亮  ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｽｹ             2時間26分51秒 (諏訪市)
558 5419 原田 裕也  ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ             2時間26分55秒 (東京都)
559 7801 渋江 亮   ｼﾌﾞｴ ﾘｮｳ ﾎﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間26分56秒 (諏訪市)
560 7399 丸山 浩幸  ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ★TESM  LIMIT 2時間27分05秒 (茅野市)
561 3824 東山 拓也  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｸﾔ             2時間27分28秒 (茅野市)
562 1583 渡邉 大蔵  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ             2時間27分29秒 (茅野市)
563 3242 藤森 雄治  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾞ             2時間27分36秒 (茅野市)
564 6090 中條 春樹  ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ 株式会社IHI回転機械 2時間27分39秒 (辰野町)
565 6322 加藤 遼一  ｶﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 富士電機        2時間27分47秒 (松本市)
566 4451 今井 友博  ｲﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 諏訪信用金庫      2時間27分52秒 (岡谷市)
567 1155 武原 康平  ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾍｲ 株式会社  小松精機工作 2時間27分56秒 (茅野市)
568 4773 高橋 良太  ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ             2時間28分01秒 (岡谷市)
569 6676 石川 一真  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間28分02秒 (岡谷市)
570 6436 辺見 玄徳  ﾍﾝﾐ ｹﾞﾝﾄｸ ﾁｰﾑ共進       2時間28分20秒 (諏訪市)
571 348 上島 佑太  ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｳﾀ             2時間28分34秒 (岡谷市)
572 1467 曲田 利夫  ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ             2時間28分36秒 (大桑村)
573 6839 宮坂 裕也  ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾔ 諏訪湖畔病院      2時間28分37秒 (岡谷市)
574 6185 野々部 勲  ﾉﾉﾍﾞ ｲｻｵ             2時間28分42秒 (愛知県)
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575 6537 水野 志宏  ﾐｽﾞﾉ ｼﾋﾛ 諏訪共立病院      2時間28分45秒 (下諏訪町)
576 3537 近藤 翔太  ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 共栄電工健美会     2時間28分47秒 (岡谷市)
577 7215 尾崎 直紀  ｵｻﾞｷ ﾅｵｷ             2時間28分53秒 (東京都)
578 1146 今井 達訓  ｲﾏｲ ﾀﾂﾉﾘ 諏訪湖畔病院      2時間29分04秒 (岡谷市)
579 1141 森上 達也  ﾓﾘｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 諏訪湖畔病院      2時間29分05秒 (下諏訪町)
580 5259 塚間 裕太  ﾂｶﾏ ﾕｳﾀ 辰野町役場       2時間29分11秒 (辰野町)
581 2187 湯舟 康彦  ﾕﾌﾞﾈ ﾔｽﾋｺ (株)ｲｰｽﾀﾝ    2時間29分21秒 (山梨県)
582 6181 笠原 清太郎 ｶｻﾊﾗ ｾｲﾀﾛｳ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   2時間29分21秒 (原村)
583 7694 雙木 拓也  ﾅﾐｷ ﾀｸﾔ 新日本空調株式会社   2時間29分27秒 (茅野市)
584 5751 髙橋 健   ﾀｶﾊｼ ｹﾝ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間29分31秒 (松本市)
585 4690 伴 真人   ﾊﾞﾝ ﾏｺﾄ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間29分35秒 (塩尻市)
586 7186 宇田川 知機 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾄﾓｷ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間29分35秒 (諏訪市)
587 2139 櫻井 和也  ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾔ             2時間29分43秒 (千葉県)
588 4715 中林 聖斗  ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾄ TEAM  YAMANI 2時間29分56秒 (塩尻市)
589 7681 窪田 進一  ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 岡谷市役所       2時間29分59秒 (岡谷市)
590 6524 中沢 健斗  ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾄ             2時間30分16秒 (埼玉県)
591 1025 平林 隆宏  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 富士見高原病院     2時間30分24秒 (諏訪市)
592 7173 浜 直幸   ﾊﾏ ﾅｵﾕｷ 諏訪中央病院      2時間30分24秒 (富士見町)
593 5136 堤 祐貴   ﾂﾂﾐ ﾕｳｷ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間30分36秒 (大阪府)
594 4675 中原 卓哉  ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾔ             2時間30分41秒 (東京都)
595 6417 鮎田 哲朗  ｱﾕﾀ ﾃﾂﾛｳ ｴﾙｼｰﾌﾞｲ      2時間30分41秒 (東京都)
596 5214 鎌倉 一成  ｶﾏｸﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 柳澤会計RC      2時間30分45秒 (原村)
597 7168 朝倉 洸   ｱｻｸﾗ ｺｳ FunRunFan   2時間30分50秒 (辰野町)
598 5138 松井 穂高  ﾏﾂｲ ﾎﾀｶ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間30分56秒 (大阪府)
599 6755 鎌原 優来  ｶﾏﾊﾗ ﾕｳｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間30分56秒 (諏訪市)
600 2170 中村 紘明  ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 共栄電工健美会     2時間31分10秒 (岡谷市)
601 6780 阿部 雄太郎 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間31分28秒 (高森町)
602 997 松澤 優   ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 諏訪信用金庫      2時間31分29秒 (諏訪市)
603 7820 上原 周   ｳｴﾊﾗ ｼｭｳ 学生          2時間31分45秒 (富山県)
604 5058 菅沼 和也  ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 伊那中央病院      2時間31分50秒 (駒ヶ根市)
605 2795 北澤 諒   ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳ 東洋大学        2時間31分56秒 (岡谷市)
606 3413 浦澤 慶司  ｳﾗｻﾜ ｹｲｼﾞ 山梨大学        2時間32分02秒 (松本市)
607 7628 小黒 泰輔  ｵｸﾞﾛ ﾀｲｽｹ 諏訪信用金庫      2時間32分03秒 (諏訪市)
608 6880 宮澤 瞬   ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝ 小井川小学校      2時間32分07秒 (諏訪市)
609 5642 中田 一生  ﾅｶﾀ ｶｽﾞｷ             2時間32分08秒 (愛知県)
610 2849 宮坂 憲二朗 ﾐﾔｻｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ             2時間32分10秒 (埼玉県)
611 5905 両角 奉文  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾄﾓﾌﾐ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間32分37秒 (上田市)
612 3517 熊澤 桂太  ｸﾏｻﾞﾜ ｹｲﾀ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間32分48秒 (諏訪市)
613 3035 武藤 裕也  ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ JA信州諏訪      2時間32分52秒 (茅野市)
614 6820 馬場 勇次  ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｼﾞ ★いずみ塾       2時間32分59秒 (諏訪市)
615 4440 岩波 恵一郎 ｲﾜﾅﾐ ｹｲｲﾁﾛｳ 諏訪市役所陸上部    2時間33分01秒 (諏訪市)
616 7134 武川 雄馬  ﾀｹｶﾜ ﾕｳﾏ             2時間33分04秒 (松本市)
617 6801 高下 佳寛  ﾀｶｼﾀ ﾖｼﾋﾛ YKK  AP  株式会 2時間33分16秒 (松本市)
618 4176 轟 雄太   ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳﾀ 湖岸通り整骨院     2時間33分17秒 (諏訪市)
619 4651 小林 尚登  ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間33分38秒 (松本市)
620 5917 髙橋 拓海  ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ TEAM  YAMANI 2時間33分38秒 (岡谷市)
621 6798 竹内 清志  ﾀｹｳﾁ ｷﾖｼ ｷｯﾂ         2時間33分41秒 (茅野市)
622 6885 増田 達哉  ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 岡谷ｾｲｹﾝ株式会社  2時間33分45秒 (神奈川県)
623 7078 吉田 健一  ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 富士電機        2時間34分01秒 (松本市)
624 7792 中島 康貴  ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 花王          2時間34分04秒 (長野市)
625 7166 土屋 裕介  ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ             2時間34分31秒 (佐久市)
626 1056 野村 昌司  ﾉﾑﾗ ﾏｻｼ JA共済  駅伝部   2時間34分32秒 (飯田市)
627 5503 野矢 佳介  ﾉﾔ ｹｲｽｹ JGC         2時間34分46秒 (山梨県)
628 2941 金子 尊臣  ｶﾈｺ ﾀｶｵﾐ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   2時間34分51秒 (諏訪市)
629 5298 平出 和哉  ﾋﾗｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 長野県信用保証協会   2時間34分55秒 (松本市)
630 7824 春日 生   ｶｽｶﾞ ｾｲ             2時間35分04秒 (駒ヶ根市)
631 3363 新保 享   ｼﾝﾎﾞ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間35分05秒 (松本市)
632 7079 湯川 文夫  ﾕｶﾜ ﾌﾐｵ 富士電機        2時間35分10秒 (松本市)
633 1264 山田 泰雅  ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾏｻ ﾁｰﾑ共進       2時間35分12秒 (諏訪市)
634 2108 野澤 透   ﾉｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 諏訪市役所陸上部    2時間35分18秒 (諏訪市)
635 7829 八角 裕也  ﾊｯｶｸ ﾕｳﾔ             2時間35分23秒 (松本市)
636 1211 篠原 慎吾  ｼﾉﾊﾗ ｼﾝｺﾞ             2時間35分28秒 (千葉県)
637 4593 前川 亘   ﾏｴｶﾜ ﾜﾀﾙ ﾏﾙﾆｼ        2時間35分33秒 (長野市)
638 2394 本間 大貴  ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑとくばﾗﾝ    2時間35分40秒 (諏訪市)
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639 6415 田村 賢太  ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ｵｶﾔｸﾞﾐ       2時間36分08秒 (長和町)
640 4687 新井 俊幸  ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間36分11秒 (茅野市)
641 7818 清水 洋平  ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ             2時間36分22秒 (下諏訪町)
642 4179 成田 英樹  ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞｷ 岡谷市消防団第7分団  2時間36分27秒 (岡谷市)
643 5881 石岡 祐樹  ｲｼｵｶ ﾕｳｷ             2時間36分29秒 (埼玉県)
644 2081 小澤 拓実  ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ             2時間36分30秒 (上田市)
645 4774 川上 達也  ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ             2時間36分32秒 (茅野市)
646 7243 今城 大輔  ｲﾏｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ             2時間36分41秒 (岡谷市)
647 3429 中島 文也  ﾅｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 長野県労働金庫     2時間36分53秒 (長野市)
648 109 今村 祐介  ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ             2時間36分57秒 (松本市)
649 7798 小池 直大  ｺｲｹ ﾅｵﾋﾛ ｲﾄｳﾊﾟｰﾂ工業    2時間37分01秒 (茅野市)
650 6988 宮澤 博   ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ             2時間37分09秒 (南箕輪村)
651 7507 Butterfield Za ﾊﾞﾀｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ｻ TEAM AtoZ   2時間37分14秒 (茅野市)
652 5906 三浦 翔太  ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ ｷｯﾂ         2時間37分27秒 (千葉県)
653 3006 山田 英莉久 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｸ 諏訪中央病院      2時間37分38秒 (茅野市)
654 7825 椎名 昌志  ｼｲﾅ ﾏｻｼ 長野證券株式会社    2時間37分49秒 (諏訪市)
655 7431 百瀬 公博  ﾓﾓｾ ｷﾐﾋﾛ             2時間37分54秒 (原村)
656 1105 小池 教史  ｺｲｹ ﾀｶﾌﾐ かさいｰず       2時間38分08秒 (諏訪市)
657 3545 三井 啓太  ﾐﾂｲ ｹｲﾀ 小松精機工作所     2時間38分12秒 (諏訪市)
658 7074 辻 海人   ﾂｼﾞ ｶｲﾄ             2時間38分35秒 (富士見町)
659 6751 仲沢 光司  ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ ｲｰｽﾀﾝ       2時間38分49秒 (諏訪市)
660 1159 山本 克   ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間38分59秒 (富士見町)
661 3038 堀内 敏直  ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾅｵ JA信州諏訪      2時間39分00秒 (茅野市)
662 4615 有賀 晋   ｱﾙｶﾞ ｼﾝ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間39分00秒 (茅野市)
663 6821 藤森 悠太  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間39分00秒 (諏訪市)
664 3065 濵 晋之助  ﾊﾏ ｼﾝﾉｽｹ JA信州諏訪      2時間39分03秒 (岡谷市)
665 2288 西澤 祥   ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ             2時間39分23秒 (岡谷市)
666 6689 山中 光樹  ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ             2時間39分38秒 (長野市)
667 4527 岡本 弘毅  ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ             2時間39分39秒 (諏訪市)
668 5132 執行 真司  ｼｷﾞｮｳ ｼﾝｼﾞ 南陽          2時間39分45秒 (松本市)
669 3036 岡橋 海理  ｵｶﾊｼ ｶｲﾘ JA信州諏訪      2時間39分57秒 (原村)
670 3665 五味 俊樹  ｺﾞﾐ ﾄｼｷ ちｰむ  翔      2時間40分26秒 (茅野市)
671 6202 久保田 圭祐 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｽｹ             2時間40分29秒 (岡谷市)
672 5753 味澤 智至  ｱｼﾞｻﾜ ｻﾄｼ             2時間40分34秒 (塩尻市)
673 5507 堀 英行   ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ             2時間40分36秒 (南箕輪村)
674 5481 神戸 央   ｺﾞｳﾄﾞ ｵｳ GAC         2時間40分39秒 (岡谷市)
675 7375 岩垂 克   ｲﾜﾀﾞﾚ ｽｸﾞﾙ 小松精機工作所     2時間40分47秒 (諏訪市)
676 2148 松林 雅人  ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ             2時間40分53秒 (長野市)
677 6829 小林 啓   ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 八十二銀行  諏訪支店 2時間40分55秒 (岡谷市)
678 5534 杉江 圭一郎 ｽｷﾞｴ ｹｲｲﾁﾛｳ             2時間40分59秒 (松本市)
679 6492 大村 紘樹  ｵｵﾑﾗ ｺｳｷ             2時間41分00秒 (伊那市)
680 2908 宮下 英信  ﾐﾔｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ｵｶﾔｸﾞﾐ       2時間41分03秒 (伊那市)
681 2968 大和 康弘  ｵｵﾜ ﾔｽﾋﾛ             2時間41分03秒 (岡谷市)
682 7042 長谷 崇太  ﾊｾ ｿｳﾀ             2時間41分16秒 (松本市)
683 4610 本郷 翔平  ﾎﾝｺﾞｳ ｼｮｳﾍｲ いずみ塾        2時間41分18秒 (諏訪市)
684 7837 森田 浩暢  ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ             2時間41分25秒 (松本市)
685 7139 勝倉 大貴  ｶﾂｸﾗ ﾋﾛｷ 東北ﾃｸﾄﾛﾝ     2時間41分32秒 (諏訪市)
686 1002 島田 崇史  ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ JA共済  駅伝部   2時間41分42秒 (小布施町)
687 5301 西山 剛   ﾆｼﾔﾏ ｺﾞｳ 長野県信用保証協会   2時間41分50秒 (飯田市)
688 4822 小澤 労   ｵｻﾞﾜ ﾛｳ 諏訪中央病院      2時間42分04秒 (茅野市)
689 5016 日向 進   ﾋﾅﾀ ｽｽﾑ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間42分05秒 (箕輪町)
690 4562 森山 和哉  ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   2時間42分10秒 (茅野市)
691 5762 菅沼 航   ｽｶﾞﾇﾏ ﾜﾀﾙ             2時間42分11秒 (駒ヶ根市)
692 7783 征矢野 泰士 ｿﾔﾉ ﾔｽｼ ｻﾝ工業株式会社    2時間42分14秒 (木祖村)
693 2348 黒河内 慧  ｸﾛｺﾞｳﾁ ｻﾄｼ JA上伊那       2時間42分17秒 (伊那市)
694 7255 山岡 雅也  ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾔ             2時間43分00秒 (下諏訪町)
695 4591 山本 宙史  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ             2時間43分05秒 (愛知県)
696 6431 小林 慶一  ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ             2時間43分07秒 (東京都)
697 7432 津金 徹   ﾂｶﾞﾈ ﾄｵﾙ             2時間43分11秒 (原村)
698 6779 宮下 翔   ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間43分29秒 (伊那市)
699 4570 佐藤 昌也  ｻﾄｳ ﾏｻﾔ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間43分30秒 (伊那市)
700 7382 大塚 秀治  ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ             2時間43分44秒 (諏訪市)
701 7833 辻 浩樹   ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ             2時間43分47秒 (松本市)
702 6644 小松 拓史  ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ ｵｶﾔｸﾞﾐ       2時間44分03秒 (富士見町)
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703 4643 佐田 健士朗 ｻﾀﾞ ﾀﾃｼﾛｳ 東洋精機工業株式会社  2時間44分11秒 (茅野市)
704 5592 小安 孝   ｺﾔｽ ﾀｶｼ             2時間44分16秒 (駒ヶ根市)
705 3355 北原 豊理  ｷﾀﾊﾗ ﾄﾖﾐﾁ             2時間44分20秒 (茅野市)
706 6738 小林 巧   ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｲｰｽﾀﾝ       2時間44分26秒 (原村)
707 1721 川上 翔   ｶﾜｶﾐ ｼｮｳ             2時間44分27秒 (茅野市)
708 6737 五味 達夢  ｺﾞﾐ ﾀﾂﾑ ｲｰｽﾀﾝ       2時間44分27秒 (諏訪市)
709 7847 冨澤 祐樹  ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 茅野高校        2時間44分27秒 (松本市)
710 1009 早川 塁   ﾊﾔｶﾜ ﾙｲ ﾊﾄﾔﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 2時間44分29秒 (諏訪市)
711 2192 河西 直樹  ｶｻｲ ﾅｵｷ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   2時間44分32秒 (諏訪市)
712 6817 吉田 翔   ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間44分43秒 (茅野市)
713 4766 吉井 賢斗  ﾖｼｲ ｹﾝﾄ BURIKO&BEERY 2時間44分51秒 (茅野市)
714 2904 根橋 洋孝  ﾈﾊﾞｼ ﾋﾛﾀｶ 諏訪信用金庫      2時間44分52秒 (諏訪市)
715 4717 東城 悠   ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋｻｼ TEAM  YAMANI 2時間45分03秒 (下諏訪町)
716 5418 小池 祐耶  ｺｲｹ ﾕｳﾔ             2時間45分04秒 (岡谷市)
717 7812 福田 浩康  ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 菱光社         2時間45分11秒 (諏訪市)
718 6828 藤森 圭祐  ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲｽｹ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間45分30秒 (諏訪市)
719 6665 北原 健太郎 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ             2時間45分34秒 (原村)
720 4325 中島 俊輔  ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ (株)ﾘｸｼﾙ     2時間46分01秒 (松本市)
721 1705 丸山 竜也  ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ             2時間46分42秒 (松本市)
722 7666 小林 哲也  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 株式会社ｷｯﾂ     2時間46分50秒 (諏訪市)
723 3976 島田 篤志  ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 東信鋼鉄        2時間46分59秒 (箕輪町)
724 5988 内田 峻志  ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ             2時間47分03秒 (箕輪町)
725 5386 神浦 晃   ｺｳﾉｳﾗ ｱｷﾗ             2時間47分20秒 (富士見町)
726 7482 福島 康徳  ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾉﾘ ｵﾝﾀﾞ製作所      2時間47分48秒 (岐阜県)
727 4817 藤川 裕恭  ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾛﾋｻ 諏訪中央病院      2時間48分48秒 (茅野市)
728 7262 松永 健   ﾏﾂﾅｶﾞ ｹﾝ 三菱東京UFJ銀行   2時間48分49秒 (東京都)
729 4704 氏家 史隆  ｳｼﾞｲｴ ﾌﾐﾀｶ TEAM  YAMANI 2時間49分14秒 (岡谷市)
730 6183 間島 大裕  ﾏｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間49分16秒 (上田市)
731 5300 森泉 雄太  ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 長野県信用保証協会   2時間49分24秒 (諏訪市)
732 6705 深見 太一  ﾌｶﾐ ﾀｲﾁ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間49分24秒 (岡谷市)
733 4118 白石 匠   ｼﾗｲｼ ﾀｸﾐ             2時間49分43秒 (岡谷市)
734 5167 北沢 成彬  ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾘｱｷ             2時間49分51秒 (佐久市)
735 5168 村上 徹   ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ             2時間49分51秒 (塩尻市)
736 7296 露木 幸一郎 ﾂﾕｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間49分55秒 (松本市)
737 4500 藤森 陽介  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｳｽｹ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間50分02秒 (諏訪市)
738 6231 清水 慎一朗 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ             2時間50分13秒 (下諏訪町)
739 7492 小林 裕典  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ             2時間50分17秒 (木曽町)
740 4688 毛利 貴昭  ﾓｳﾘ ﾀｶｱｷ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間50分20秒 (箕輪町)
741 7141 柳平 達哉  ﾔﾅｷﾞﾋﾗ ﾀﾂﾔ 東北ﾃｸﾄﾛﾝ     2時間50分23秒 (茅野市)
742 6397 今山 航   ｲﾏﾔﾏ ﾜﾀﾙ             2時間50分35秒 (東京都)
743 4751 水間 悟氏  ﾐｽﾞﾏ ｻﾄｼ 諏訪中央病院      2時間50分37秒 (茅野市)
744 6757 小林 輝真  ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼﾝ ｲｰｽﾀﾝ       2時間50分53秒 (諏訪市)
745 7659 狩野 真一  ｶﾉｳ ｼﾝｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ       2時間51分11秒 (諏訪市)
746 2186 柳沢 潤   ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝ ｲｰｽﾀﾝ       2時間51分16秒 (茅野市)
747 6756 小平 和明  ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｱｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間51分16秒 (茅野市)
748 6172 花岡 淳基  ﾊﾅｵｶ ｼﾞｭﾝｷ 諏訪信用金庫      2時間51分38秒 (岡谷市)
749 7848 山本 賢一  ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ             2時間52分11秒 (松本市)
750 3067 樋口 昌也  ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾔ JA信州諏訪      2時間52分12秒 (諏訪市)
751 6746 赤羽 凌也  ｱｶﾊﾈ ﾘｮｳﾔ ｲｰｽﾀﾝ       2時間52分44秒 (茅野市)
752 3078 松川 義典  ﾏﾂｶﾜ ﾖｼﾉﾘ             2時間52分47秒 (茅野市)
753 2350 金子 卓磨  ｶﾈｺ ﾀｸﾏ JA上伊那       2時間52分49秒 (南箕輪村)
754 6758 塚田 俊介  ﾂｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｲｰｽﾀﾝ       2時間53分02秒 (諏訪市)
755 7779 三澤 甲実  ﾐｻﾜ ｶﾂﾐ ｻﾝ工業株式会社    2時間53分16秒 (伊那市)
756 2462 林 拓真   ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 献血協力願い隊!    2時間53分30秒 (岐阜県)
757 6823 藤山 滝丸  ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｷﾏﾙ ★いずみ塾       2時間53分39秒 (松本市)
758 7082 五味 亮太  ｺﾞﾐ ﾘｮｳﾀ UPC         2時間53分40秒 (茅野市)
759 2894 宮坂 亮太  ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳﾀ 諏訪信用金庫      2時間54分27秒 (岡谷市)
760 2114 小松 正義  ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   2時間54分28秒 (茅野市)
761 7627 牛山 哲文  ｳｼﾔﾏ ﾃﾂﾌﾐ 諏訪信用金庫      2時間54分28秒 (岡谷市)
762 5695 堀内 翔太  ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 諏訪東京理科大学    2時間54分37秒 (茅野市)
763 7037 野村 達也  ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾔ             2時間54分58秒 (長野市)
764 5763 松土 真大  ﾏﾂﾄﾞ ﾏｻﾋﾛ             2時間55分03秒 (茅野市)
765 7615 宮部 元気  ﾐﾔﾍﾞ ｹﾞﾝｷ ★いずみ塾       2時間55分28秒 (飯田市)
766 1829 花岡 和幸  ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞﾕｷ             2時間55分30秒 (茅野市)
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767 7062 伊東 眞澄  ｲﾄｳ ﾏｽﾐ             2時間55分53秒 (茅野市)
768 7804 森 太樹   ﾓﾘ ﾀｲｷ ﾎﾘｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間56分10秒 (諏訪市)
769 527 千野 裕継  ﾁﾉ ﾋﾛﾂｸﾞ 伊東酒造株式会社    2時間56分13秒 (諏訪市)
770 6682 栁平 健児  ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間56分25秒 (茅野市)
771 7631 五味 翔吾  ｺﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ 株式会社ｽﾜﾃｯｸ建設 2時間56分26秒 (諏訪市)
772 1008 宮澤 圭太朗 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ ﾊﾄﾔﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 2時間56分27秒 (岡谷市)
773 5990 若林 靖   ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ             2時間56分31秒 (箕輪町)
774 7244 藤巻 康平  ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳﾍｲ             2時間57分07秒 (諏訪市)
775 6704 大塚 巧   ｵｵﾂｶ ﾀｸﾐ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間57分14秒 (岡谷市)
776 4614 石原 昭平  ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ ★いずみ塾       2時間57分17秒 (飯田市)
777 5131 下邊 良介  ｼﾓﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 南陽          2時間57分18秒 (松本市)
778 5129 森田 裕之  ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 南陽          2時間57分21秒 (松本市)
779 6759 森山 雄介  ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｲｰｽﾀﾝ       2時間57分35秒 (諏訪市)
780 6133 高橋 良輔  ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 土木管理総合試験所   2時間57分50秒 (山梨県)
781 6789 西村 佑介  ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間58分00秒 (長野市)
782 1034 伊藤 達也  ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ JA共済  駅伝部   2時間58分11秒 (長野市)
783 7339 鈴木 眞理  ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ やくも         2時間58分27秒 (東京都)
784 1170 横内 仁   ﾖｺｳﾁ ﾋﾄｼ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間58分31秒 (岡谷市)
785 6909 佐々木 正和 ｻｻｷ ﾏｻｶｽﾞ             2時間58分36秒 (駒ヶ根市)
786 6754 河西 健斗  ｶｻｲ ｹﾝﾄ ｲｰｽﾀﾝ       2時間58分47秒 (奈良県)
787 6998 古川 功   ﾌﾙｶﾜ ｲｻﾑ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間58分47秒 (諏訪市)
788 1111 藤原 太吾  ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 富士見高原病院     2時間58分53秒 (富士見町)
789 6731 五味 慎一郎 ｺﾞﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｲｰｽﾀﾝ       2時間58分55秒 (茅野市)
790 4608 清水 雄大  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ             2時間58分59秒 (下諏訪町)
791 5603 林 健二   ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ ﾌｧﾝｸﾘｯﾌﾟ     2時間59分04秒 (茅野市)
792 4831 浦野 洋平  ｳﾗﾉ ﾖｳﾍｲ             2時間59分06秒 (岡谷市)
793 6812 池上 大貴  ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ★いずみ塾       2時間59分10秒 (駒ヶ根市)
794 6414 乾澤 雄一  ｲﾇｲｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽｲｯﾁ    2時間59分37秒 (下諏訪町)
795 2892 丸山 拓見  ﾏﾙﾔﾏ ﾀkﾐ 諏訪信用金庫      2時間59分42秒 (辰野町)
796 7662 小林 直弥  ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 小松精機工作所     2時間59分56秒 (下諏訪町)
797 7543 丸山 慎也  ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾔ 共栄電工健美会     3時間00分03秒 (岡谷市)
798 7363 藤森 雅史  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻｼ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   3時間00分28秒 (諏訪市)
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男子３０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 108 牛山 純一  ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市役所       1時間06分47秒 (茅野市)
2 113 平田 和也  ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ             1時間08分40秒 (長野市)
3 111 羽川 英一  ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ (株)ｲｰｽﾀﾝ    1時間10分31秒 (茅野市)
4 118 西澤 洋務  ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｲｰｽﾀﾝ       1時間10分38秒 (茅野市)
5 133 萩原 英雄  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 岡谷酸素株式会社    1時間10分48秒 (伊那市)
6 127 田畑 幸司  ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ ☆岡谷市役所です☆   1時間12分25秒 (岡谷市)
7 120 土屋 秀徳  ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｼﾅﾉｹﾝｼ      1時間12分37秒 (上田市)
8 126 西中山 宏  ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 大和電機工業株式会社  1時間12分57秒 (下諏訪町)
9 128 荒井 佑輔  ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ ﾉﾊﾞﾌｫｰﾑ      1時間13分28秒 (小布施町)

10 184 滝澤 高太郎 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 飯山栄         1時間13分36秒 (飯山市)
11 202 松村 博文  ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ             1時間13分49秒 (飯島町)
12 167 赤間 比呂志 ｱｶﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪体協       1時間13分58秒 (下諏訪町)
13 217 木村 和也  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ(株)     1時間14分43秒 (駒ヶ根市)
14 146 逢澤 智広  ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協       1時間15分06秒 (松本市)
15 122 折井 正幸  ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ             1時間15分22秒 (富士見町)
16 381 友次 隆将  ﾄﾓﾂｸﾞ ﾀｶﾕｷ             1時間16分07秒 (茅野市)
17 119 長谷川 久嗣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ ﾍﾟﾝｼｮﾝｱﾙﾑ    1時間16分22秒 (長野市)
18 225 中村 十識  ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ WindRun     1時間16分23秒 (愛知県)
19 136 坂本 隆介  ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 長野俊英高校(坂本兄弟) 1時間17分04秒 (上田市)
20 182 近藤 晃永  ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 相沢病院ﾘﾊﾋﾞﾘ    1時間17分07秒 (松本市)
21 129 青木 太   ｱｵｷ ﾀｲ 青梅のﾛｯｷｰ     1時間17分28秒 (東京都)
22 168 白取 秀司  ｼﾗﾄﾘ ｼｭｳｼﾞ Yeco        1時間18分53秒 (神奈川県)
23 151 飯塚 光輔  ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ ｵｰﾄﾊﾟﾙ上伊那    1時間19分25秒 (伊那市)
24 153 川村 侑史  ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｼﾞ おれがあいつで★    1時間19分47秒 (埼玉県)
25 715 小林 修   ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ             1時間21分49秒 (下諏訪町)
26 236 小林 正季  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ             1時間22分13秒 (信濃町)
27 234 宮入 博   ﾐﾔｲﾘ ﾋﾛｼ             1時間22分21秒 (千曲市)
28 239 坪沼 良   ﾂﾎﾞﾇﾏ ﾘｮｳ 甲信ﾏﾂﾀﾞ       1時間22分22秒 (松本市)
29 1588 伊藤 巧   ｲﾄｳ ﾀｸﾐ             1時間22分23秒 (箕輪町)
30 340 宮坂 聡太朗 ﾐﾔｻｶ ｿｳﾀﾛｳ             1時間22分35秒 (山口県)
31 143 松村 健一  ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 飯伊駅伝部       1時間22分39秒 (豊丘村)
32 454 小林 洋介  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間22分45秒 (松本市)
33 397 奥野 達也  ｵｸﾉ ﾀﾂﾔ             1時間22分59秒 (東京都)
34 314 藤島 一星  ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ             1時間23分03秒 (松本市)
35 360 竹村 紀彦  ﾀｹﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 茅野市役所RC     1時間23分44秒 (茅野市)
36 276 丸山 正夫  ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 飯山栄         1時間23分57秒 (長野市)
37 212 今野 洋志  ｺﾝﾉ ﾋﾛｼ             1時間24分11秒 (東京都)
38 400 川井 聡大  ｶﾜｲ ｻﾄﾋﾛ JR東日本千葉     1時間24分12秒 (千葉県)
39 228 金井 渓一郎 ｶﾅｲ ｹｲｲﾁﾛｳ             1時間24分35秒 (伊那市)
40 181 中村 雅哉  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野ｵﾘﾝﾊﾟｽ     1時間24分42秒 (茅野市)
41 315 梶谷 義之  ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾕｷ             1時間24分59秒 (神奈川県)
42 1556 河西 勇輝  ｶｻｲ ﾕｳｷ ALSOK       1時間25分04秒 (茅野市)
43 547 栗田 達行  ｸﾘﾀ ﾀﾂﾕｷ             1時間25分39秒 (静岡県)
44 759 高橋 裕二  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ             1時間25分47秒 (箕輪町)
45 553 中野 博介  ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ             1時間26分12秒 (東京都)
46 677 山口 力士  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｷｼ ﾘｽﾍﾟｸﾄ       1時間27分06秒 (埼玉県)
47 1413 池上 太郎  ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾛｳ 若井産業        1時間27分15秒 (大阪府)
48 752 中嶋 健太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 新興商事        1時間27分17秒 (須坂市)
49 735 丸山 直樹  ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ             1時間27分31秒 (南箕輪村)
50 218 星野 勝映  ﾎｼﾉ ｶﾂｱｷ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間27分42秒 (東京都)
51 468 進藤 直樹  ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ FLAT        1時間27分46秒 (飯田市)
52 1335 石原 高志  ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ             1時間27分48秒 (岐阜県)
53 2196 齋藤 真一  ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間27分52秒 (須坂市)
54 175 山川 優作  ﾔﾏｶﾜ ﾕｳｻｸ 共栄電工健美会     1時間27分55秒 (新潟県)
55 592 高橋 淳一  ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾁｰﾑ ﾌﾞﾘｯﾂ    1時間28分07秒 (神奈川県)
56 919 水波 邦彦  ﾐｽﾞﾅﾐ ｸﾆﾋｺ 軟野会         1時間28分15秒 (岐阜県)
57 249 白鳥 智教  ｼﾛﾄﾘ ﾄｼﾉﾘ 辰野町役場       1時間28分16秒 (辰野町)
58 602 松林 洋志  ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ             1時間28分29秒 (東御市)
59 447 樋口 桂介  ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ             1時間28分30秒 (下諏訪町)
60 155 田中 孝昌  ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ ㈱徳永電機       1時間28分35秒 (長野市)
61 622 和田 真一  ﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ       1時間28分41秒 (茅野市)
62 742 胡桃澤 忍  ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ             1時間28分44秒 (神奈川県)

14/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

63 432 細田 昌志  ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ かんてんぱぱ      1時間28分51秒 (宮田村)
64 244 久保 雅信  ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 95ｲｰｽﾞ       1時間28分52秒 (松本市)
65 705 平澤 雄輔  ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ Team EPSON  1時間28分52秒 (上田市)
66 746 若林 秀紀  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ             1時間28分56秒 (塩尻市)
67 842 武田 真   ﾀｹﾀﾞ ｼﾝ あかしあｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1時間28分56秒 (山梨県)
68 548 高部 本規  ﾀｶﾍﾞ ﾓﾄｷ             1時間29分34秒 (塩尻市)
69 949 岡 俊樹   ｵｶ ﾄｼｷ 宮澤印刷        1時間29分37秒 (箕輪町)
70 458 宵野間 隆  ﾖｲﾉﾏ ﾀｶｼ 大沢電機        1時間29分53秒 (長野市)
71 648 宮澤 正晃  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ ﾌﾟｰﾏRC       1時間30分18秒 (茅野市)
72 359 五味 登士樹 ｺﾞﾐ ﾄｼｷ             1時間30分34秒 (茅野市)
73 1702 清道 章   ｷﾖﾐﾁ ｱｷﾗ 下諏訪社協       1時間30分48秒 (下諏訪町)
74 813 鮎澤 尚志  ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵｼ             1時間30分55秒 (岡谷市)
75 740 木下 収   ｷﾉｼﾀ ｵｻﾑ             1時間30分59秒 (松本市)
76 503 長田 知明  ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓｱｷ ｴｸｼﾌﾞ蓼科      1時間31分21秒 (茅野市)
77 418 北澤 信一  ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ TEAM-T      1時間31分34秒 (岡谷市)
78 599 古本 竜一  ﾌﾙﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長崎&飯田走波     1時間31分35秒 (飯田市)
79 331 唐澤 嘉男  ｶﾗｻﾜ ﾖｼｵ 塩尻市役所       1時間31分36秒 (塩尻市)
80 953 小泉 浩平  ｺｲｽﾞﾐ ｺｳﾍｲ ﾏﾙｷｮｳ       1時間31分50秒 (埼玉県)
81 1357 坂井 孝行  ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ             1時間32分01秒 (伊那市)
82 317 森 大樹   ﾓﾘ ﾋﾛｷ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間32分06秒 (東京都)
83 674 野見山 健治 ﾉﾐﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 相支走愛        1時間32分06秒 (長和町)
84 429 竹内 直人  ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ             1時間32分11秒 (松本市)
85 1072 椎名 隆彦  ｼｲﾅ ﾀｶﾋｺ ﾁｰﾑ活        1時間32分18秒 (飯田市)
86 254 湯澤 英俊  ﾕｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 飯田市役所       1時間32分25秒 (高森町)
87 1313 西野 勝也  ﾆｼﾉ ｶﾂﾔ OCS         1時間32分25秒 (愛知県)
88 714 鈴木 崇史  ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 湘南鎌倉総合病院    1時間32分26秒 (原村)
89 784 遠藤 靖典  ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ Bの会         1時間32分26秒 (神奈川県)
90 847 蜂須賀 晋也 ﾊﾁｽｶ ｼﾝﾔ ﾓﾘﾏﾙ_B      1時間32分35秒 (愛知県)
91 132 西澤 悟志  ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ TEAM  YAMANI 1時間32分38秒 (岡谷市)
92 944 市川 陽平  ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾍｲ ﾓﾘﾏﾙ_B      1時間33分32秒 (愛知県)
93 354 根橋 伸治  ﾈﾊﾞｼ ｼﾝｼﾞ ｲｰｽﾀﾝ       1時間33分33秒 (辰野町)
94 306 大槻 徹   ｵｵﾂｷ ﾄｵﾙ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間33分39秒 (東御市)
95 1924 上原 健彦  ｳｴﾊﾗ ﾀｹﾋｺ             1時間33分44秒 (千曲市)
96 477 鈴木 慎一  ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ DRESS       1時間34分09秒 (松本市)
97 994 出澤 元規  ﾃﾞｻﾞﾜ ﾓﾄｷ Tesm  ﾏﾙﾆｼ  1時間34分22秒 (駒ヶ根市)
98 1178 岡崎 弘志  ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ             1時間34分37秒 (諏訪市)
99 1232 平塚 和也  ﾋﾗﾂｶ ｶｽﾞﾔ             1時間34分41秒 (岡谷市)

100 6626 代田 智樹  ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ             1時間35分05秒 (松本市)
101 871 金丸 大地  ｶﾈﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ RCｱﾌﾟﾆｱ      1時間35分06秒 (松本市)
102 925 吉澤 将之  ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ             1時間35分10秒 (塩尻市)
103 1822 古屋 周作  ﾌﾙﾔ ｼｭｳｻｸ             1時間35分26秒 (宮田村)
104 2012 阿出川 剛  ｱﾃﾞｶﾞﾜ ﾀｹｼ 京ｾﾗ         1時間35分28秒 (滋賀県)
105 1815 矢島 慎久  ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾋｻ             1時間35分29秒 (群馬県)
106 275 桝谷 充也  ﾏｽﾀﾆ ﾐﾂﾔ ATR         1時間35分36秒 (埼玉県)
107 2621 遠藤 正行  ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ             1時間35分39秒 (山梨県)
108 2090 金子 透   ｶﾈｺ ﾄｵﾙ 大ｰ大万大成      1時間35分41秒 (飯綱町)
109 390 磯部 隆   ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 諏訪中央病院      1時間35分44秒 (東京都)
110 1135 藤本 亮平  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 茅野市役所RC     1時間35分47秒 (塩尻市)
111 1319 稲永 泰嵩  ｲﾈﾅｶﾞ ﾔｽﾀｶ             1時間35分47秒 (諏訪市)
112 798 宮坂 尚史  ﾐﾔｻｶ ﾋｻﾌﾐ             1時間35分54秒 (神奈川県)
113 1233 松川 泰士  ﾏﾂｶﾜ ﾔｽｼ             1時間35分58秒 (岡谷市)
114 1471 栗木 健志  ｸﾘｷ ﾀｹｼ TAT         1時間36分01秒 (長野市)
115 708 星野 卓也  ﾎｼﾉ ﾀｸﾔ             1時間36分03秒 (諏訪市)
116 505 森山 剛志  ﾓﾘﾔﾏ ﾀｹｼ RC亀         1時間36分16秒 (駒ヶ根市)
117 768 中村 栄輝  ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ             1時間36分21秒 (原村)
118 1206 下平 新   ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝ ﾄｩﾓﾛｰｽﾞｳｪｲ   1時間36分24秒 (駒ヶ根市)
119 393 佐藤 峰大  ｻﾄｳ ﾐﾈﾋﾛ 諏訪広域消防      1時間36分25秒 (茅野市)
120 1531 島岡 竜也  ｼﾏｵｶ ﾀﾂﾔ             1時間36分25秒 (飯田市)
121 302 工藤 浩樹  ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 侍AC         1時間36分29秒 (箕輪町)
122 848 樋口 幹   ﾋｸﾞﾁ ﾂﾖｼ IIDA WAVE   1時間36分37秒 (高森町)
123 725 横山 洋   ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 林檎の湯屋おぶ~    1時間36分43秒 (松本市)
124 241 根橋 武   ﾈﾊﾞｼ ﾀｹﾙ             1時間36分49秒 (辰野町)
125 1892 大澤 征司  ｵｵｻﾜ ｾｲｼﾞ TEAM音叉      1時間37分07秒 (箕輪町)
126 204 田村 朗   ﾀﾑﾗ ｱｷﾗ             1時間37分18秒 (諏訪市)

15/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

127 1488 上野 一倫  ｳｴﾉ ｶｽﾞﾉﾘ             1時間37分21秒 (箕輪町)
128 962 小林 篤史  ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 諏訪市役所陸上部    1時間37分28秒 (諏訪市)
129 460 窪田 博   ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 株式会社ﾏｽﾄ     1時間37分33秒 (飯田市)
130 1824 新貝 聖年  ｼﾝｶｲ ﾏｻﾄｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間37分36秒 (下諏訪町)
131 3396 中山 公良  ﾅｶﾔﾏ ｷﾐﾖｼ TCｸﾗﾌﾞ       1時間37分37秒 (伊那市)
132 1482 相良 正雄  ｻｶﾞﾗ ﾏｻｵ             1時間37分43秒 (神奈川県)
133 1124 小田島 太一 ｵﾀｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 茅野市役所RC     1時間37分44秒 (富士見町)
134 1360 立花 聡   ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾄｼ             1時間37分46秒 (塩尻市)
135 720 中島 陽介  ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ             1時間37分54秒 (長野市)
136 891 武居 健司  ﾀｹｲ ｹﾝｼﾞ             1時間37分54秒 (諏訪市)
137 2383 武井 博道  ﾀｹｲ ﾋﾛﾐﾁ 京ｾﾗ         1時間37分55秒 (岡谷市)
138 523 高野 悟史  ﾀｶﾉ ｻﾄｼ             1時間37分56秒 (塩尻市)
139 415 木之下 宏行 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾕｷ ﾌｧｰﾌｧRC     1時間38分02秒 (諏訪市)
140 1867 多田 昭紀  ﾀﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ﾂﾙ虎ﾉ門病院     1時間38分05秒 (山梨県)
141 594 三宅 精一郎 ﾐﾔｹ ｾｲｲﾁﾛｳ ﾘｽﾀｰﾄ長野     1時間38分11秒 (茅野市)
142 2448 小川 大祐  ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             1時間38分16秒 (下諏訪町)
143 952 宮下 一幸  ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ ﾁｰﾑｴﾌﾟｿﾝ     1時間38分17秒 (塩尻市)
144 1666 松田 祐馬  ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ             1時間38分25秒 (箕輪町)
145 1228 小口 義弘  ｵｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ             1時間38分26秒 (下諏訪町)
146 1084 井上 朋吾  ｲﾉｳｴ ﾎｳｺﾞ ﾄﾗｽｺ中山㈱上田支店 1時間38分30秒 (上田市)
147 470 齊藤 信司  ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ             1時間38分31秒 (南箕輪村)
148 723 肥後 紀仁  ﾋｺﾞ ﾉﾘﾋﾄ FMS         1時間38分32秒 (長野市)
149 2666 山崎 高広  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ             1時間38分32秒 (神奈川県)
150 426 河西 猛   ｶｻｲ ﾀｹｼ 富士見町役場      1時間38分33秒 (富士見町)
151 960 金子 正裕  ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 諏訪市役所陸上部    1時間38分38秒 (諏訪市)
152 1920 粟津原 光明 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾐﾂｱｷ 日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ       1時間38分53秒 (塩尻市)
153 1937 新津 悟   ﾆｲﾂ ｻﾄﾙ さくれつﾗﾝ      1時間38分56秒 (佐久市)
154 536 中島 秀雄  ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ             1時間39分15秒 (箕輪町)
155 320 三原 侑   ﾐﾊﾗ ﾕｳ ★あいつがおれで    1時間39分16秒 (諏訪市)
156 1664 毛利 郁夫  ﾓｳﾘ ｲｸｵ             1時間39分21秒 (箕輪町)
157 1069 平田 孝輔  ﾋﾗﾀ  ｺｳｽｹ ｲｰｽﾀﾝ       1時間39分24秒 (茅野市)
158 1673 那須野 孝史 ﾅｽﾉ ﾀｶｼ             1時間39分26秒 (塩尻市)
159 5332 中島 勉   ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ             1時間39分44秒 (東京都)
160 1452 鈴木 泰輔  ｽｽﾞｷ ﾀｲｽｹ             1時間39分45秒 (神奈川県)
161 7299 大平 智成  ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾅﾘ             1時間39分47秒 (諏訪市)
162 793 小林 俊介  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 村田製作所       1時間39分48秒 (京都府)
163 627 春宮 真   ﾊﾙﾐﾔ ﾏｺﾄ 茅野市役所RC     1時間39分52秒 (諏訪市)
164 722 西山 征和  ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ             1時間39分56秒 (神奈川県)
165 508 中島 優一  ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ             1時間39分59秒 (長野市)
166 385 小口 雅秀  ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ ｶﾝﾘｳ工業株式会社  1時間40分07秒 (塩尻市)
167 1638 山岸 哲雄  ﾔﾏｷﾞｼ ﾃﾂｵ 鴨居歯科医院      1時間40分29秒 (塩尻市)
168 3087 穴澤 大輔  ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             1時間40分36秒 (伊那市)
169 1049 武居 良文  ﾀｹｲ ﾖｼﾌﾐ             1時間40分40秒 (岡谷市)
170 156 平林 義弘  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ やまびこ        1時間40分52秒 (諏訪市)
171 1437 安藤 崇博  ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ             1時間40分55秒 (松本市)
172 1849 澤井 純一  ｻﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ             1時間40分57秒 (神奈川県)
173 2756 中村 克訓  ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ ﾁｰﾑ住材       1時間40分59秒 (岡谷市)
174 721 鹿野 俊博  ｼｶﾉ ﾄｼﾋﾛ 寅さん競走部      1時間41分03秒 (伊那市)
175 2687 近藤 岳仁  ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾄ 積水ﾊｳｽ       1時間41分06秒 (静岡県)
176 2884 岩本 剛成  ｲﾜﾓﾄ ｺﾞｳｾｲ             1時間41分10秒 (千葉県)
177 1807 田中 隆広  ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ             1時間41分11秒 (長野市)
178 2787 熊谷 典明  ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾘｱｷ             1時間41分15秒 (松本市)
179 728 田中 武   ﾀﾅｶ ﾀｹｼ ★白馬八方かにさわ館★ 1時間41分20秒 (池田町)
180 1524 平沢 辰彦  ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾋｺ CIM課        1時間41分21秒 (伊那市)
181 5720 矢島 明憲  ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾉﾘ ㈱日本ﾋﾟｽｺ      1時間41分22秒 (箕輪町)
182 346 宮澤 寛志  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 1時間41分23秒 (岡谷市)
183 1966 前川 正博  ﾏｴｶﾜ ﾏｻﾋﾛ             1時間41分26秒 (飯田市)
184 862 前 千尋   ﾏｴ ﾁﾋﾛ             1時間41分33秒 (長野市)
185 1476 堀内 充   ﾎﾘｳﾁ ﾐﾂﾙ             1時間41分41秒 (辰野町)
186 1359 小野寺 努  ｵﾉﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ ｲﾘ★犬        1時間41分44秒 (神奈川県)
187 1145 林 徹也   ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ             1時間41分47秒 (長野市)
188 2302 原 洋行   ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ             1時間41分51秒 (駒ヶ根市)
189 1365 佐野 雅春  ｻﾉ ﾏｻﾊﾙ ﾋﾟﾝﾋﾟﾝころり     1時間41分53秒 (東京都)
190 769 中村 真悟  ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ             1時間41分56秒 (山形村)
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191 940 井出 雄一  ｲﾃﾞ ﾕｳｲﾁ 日東ﾎﾞﾀﾝAC     1時間41分57秒 (千葉県)
192 1263 北浦 貴裕  ｷﾀｳﾗ ﾀｶﾋﾛ ｷｯﾂ         1時間41分57秒 (東御市)
193 1536 臼田 守   ｳｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ ﾁｰﾑ楽園       1時間41分58秒 (下諏訪町)
194 4012 鹿野 明宏  ｼｶﾉ ｱｷﾋﾛ (有)明成ﾏｼﾝ    1時間42分02秒 (飯島町)
195 2162 林 德享   ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ 宮坂醸造㈱  真澄   1時間42分18秒 (諏訪市)
196 1827 吉瀧 達朗  ﾖｼﾀｷ ﾀﾂﾛｳ 茅野市役所RC     1時間42分27秒 (茅野市)
197 6469 小松 雅俊  ｺﾏﾂ ﾏｻﾄｼ 信州大学        1時間42分29秒 (諏訪市)
198 365 川島 泰実  ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾐ ｶﾜｼﾏｿﾞｳｴﾝ    1時間42分41秒 (飯田市)
199 2688 花岡 ゴウジ ﾊﾅｵｶ ｺﾞｳｼﾞ             1時間42分41秒 (諏訪市)
200 3908 森山 達也  ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾂﾔ             1時間42分49秒 (長野市)
201 2830 酒井 隆   ｻｶｲ ﾀｶｼ             1時間42分50秒 (奈良県)
202 2748 上沼 勇七  ｶﾐﾇﾏ ﾕｳﾋﾁ JASDF       1時間42分53秒 (岡谷市)
203 2703 石原 大詩  ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼ             1時間42分54秒 (飯田市)
204 1439 前澤 実   ﾏｴｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ             1時間42分55秒 (松本市)
205 7517 小林 哲也  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ             1時間42分57秒 (塩尻市)
206 698 池田 亘   ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 秋葉原とんべｴRC   1時間42分58秒 (埼玉県)
207 1290 小嶋 昌樹  ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ ｴﾌﾊﾞｲｴｰ中野    1時間43分05秒 (山ノ内町)
208 932 岡本 昌明  ｵｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ ｷｭｰ･ﾃｯｸ     1時間43分06秒 (東京都)
209 1378 向山 尚樹  ﾑｶｲﾔﾏ ﾅｵｷ あさま4号友の会    1時間43分08秒 (諏訪市)
210 1655 佃 和巳   ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞﾐ ｾﾝﾄﾗﾙ松本     1時間43分09秒 (松本市)
211 1970 重村 倫成  ｼｹﾞﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ 信州大学        1時間43分16秒 (松本市)
212 2960 上原 高俊  ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾄｼ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   1時間43分18秒 (諏訪市)
213 923 北原 賢一  ｷﾀﾊﾗ ｹﾝｲﾁ RunSou1     1時間43分26秒 (安曇野市)
214 1334 植田 剛   ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ Team Epson  1時間43分28秒 (南箕輪村)
215 1266 永井 孝之  ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ くまき整形外科     1時間43分36秒 (中野市)
216 966 竹内 文人  ﾀｹｳﾁ ﾌﾐﾄ 飯田信用金庫      1時間43分37秒 (飯田市)
217 206 永井 邦明  ﾅｶﾞｲ ｸﾆｱｷ きらくﾘﾝﾊﾟ整体    1時間43分41秒 (箕輪町)
218 3873 竹下 優作  ﾀｹｼﾀ ﾕｳｻｸ             1時間43分46秒 (木曽町)
219 534 林 秀典   ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾄﾞMの会        1時間43分54秒 (神奈川県)
220 1860 豊田 利彦  ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 綿半ﾎｰﾑｴｲﾄﾞ    1時間43分55秒 (長野市)
221 1825 玉岡 和之  ﾀﾏｵｶ ｶｽﾞﾕｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間44分01秒 (箕輪町)
222 937 小牧 秀明  ｺﾏｷ ﾋﾃﾞｱｷ ﾄﾐｰｽﾞ        1時間44分08秒 (伊那市)
223 1589 和田 和夫  ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ             1時間44分12秒 (富士見町)
224 1694 西 太地   ﾆｼ ﾀｲﾁ ﾁｰﾑ17217    1時間44分12秒 (原村)
225 1900 平田 稔   ﾋﾗﾀ ﾐﾉﾙ ☆ﾀｹﾀﾞ 松本     1時間44分17秒 (松本市)
226 1910 小野 幹雄  ｵﾉ ﾐｷｵ FX長野        1時間44分23秒 (箕輪町)
227 1190 中島 和昭  ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ zippY's     1時間44分30秒 (東京都)
228 5803 須貝 謙司  ｽｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ             1時間44分31秒 (神奈川県)
229 3351 今井 洋平  ｲﾏｲ ﾖｳﾍｲ             1時間44分32秒 (上田市)
230 1538 山崎 秀亮  ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ ｱｲﾌﾟﾗｽ       1時間44分34秒 (伊那市)
231 131 平林 学   ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 1時間44分35秒 (岡谷市)
232 951 後藤 忠司  ｺﾞﾄｳ ｱﾂｼ             1時間44分39秒 (箕輪町)
233 431 中澤 純彦  ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾐﾋｺ             1時間44分41秒 (下諏訪町)
234 918 宮坂 英明  ﾐﾔｻｶ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間44分41秒 (諏訪市)
235 5696 下崎 祥宏  ｼﾓｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ             1時間44分42秒 (松本市)
236 1789 山岸 俊博  ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾋﾛ 長野県警察       1時間44分57秒 (松本市)
237 7725 戸田 滋   ﾄﾀﾞ ｼｹﾞﾙ ﾁｰﾑ和磨       1時間45分07秒 (松本市)
238 2064 堀川 篤志  ﾎﾘｶﾜ ｱﾂｼ             1時間45分10秒 (上田市)
239 2535 永山 宏幸  ｴｲﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ             1時間45分24秒 (埼玉県)
240 3578 三保 領介  ﾐﾎ ﾘｮｳｽｹ             1時間45分25秒 (東京都)
241 1138 近藤 敏泰  ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔｽ 諏訪湖畔病院      1時間45分26秒 (岡谷市)
242 2828 松井 廣太  ﾏﾂｲ ｺｳﾀ ｸﾚｰｼﾞｭ       1時間45分29秒 (岐阜県)
243 349 中緒 賢輔  ﾅｶｵ ｹﾝｽｹ 岡谷市立湊小学校    1時間45分32秒 (下諏訪町)
244 2224 高野 克太  ﾀｶﾉ ｶﾂﾋﾛ             1時間45分39秒 (長野市)
245 1473 大内 勝治  ｵｵｳﾁ ｶﾂｼﾞ             1時間45分40秒 (長野市)
246 511 松沢 慎悟  ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間45分41秒 (伊那市)
247 465 榎並 賢   ｴﾅﾐ ﾏｻﾙ             1時間45分53秒 (岡谷市)
248 812 須田 明徳  ｽﾀﾞ ｱｷﾉﾘ             1時間45分54秒 (佐久市)
249 7249 三重野 武彦 ﾐｴﾉ ﾀｹﾋｺ             1時間45分55秒 (安曇野市)
250 1686 小松 陽介  ｺﾏﾂ ﾖｳｽｹ             1時間45分56秒 (駒ケ根市)
251 1431 藤森 健太  ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝﾀ             1時間45分57秒 (諏訪市)
252 1454 古川 宗久  ﾌﾙｶﾜ ﾑﾈﾋｻ ﾊｽﾏｲｽﾞ       1時間45分57秒 (諏訪市)
253 1854 青木 誠司  ｱｵｷ ｾｲｼﾞ             1時間45分59秒 (岡谷市)
254 709 奥原 行次  ｵｸﾊﾗ ｺｳｼﾞ             1時間46分07秒 (岡谷市)
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255 1594 小松 靖征  ｺﾏﾂ ﾔｽﾕｷ ｲｽﾞﾐﾃｸﾉ      1時間46分13秒 (岡谷市)
256 1925 永田 浩靖  ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾔｽ             1時間46分13秒 (長野市)
257 1851 原 洋紀   ﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ             1時間46分16秒 (岡谷市)
258 522 田中 孝弘  ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 福島小         1時間46分17秒 (南箕輪村)
259 1375 高橋 智也  ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 高橋ﾚｰｼﾝｸﾞ     1時間46分18秒 (山梨県)
260 2561 上野 英希  ｳｴﾉ ﾋﾃﾞｷ 八十二銀行       1時間46分22秒 (長野市)
261 5436 若林 広隆  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ             1時間46分24秒 (東京都)
262 2489 深利 貴幸  ﾌｶﾘ ﾀｶﾕｷ 長野広域連合      1時間46分25秒 (小布施町)
263 3788 降籏 敏幸  ﾌﾘﾊﾀ ﾄｼﾕｷ nozomiyumeka 1時間46分26秒 (松川村)
264 1194 桐生 大輔  ｷﾘｭｳ ﾀﾞｲｽｹ             1時間46分27秒 (伊那市)
265 1349 竹前 弘幸  ﾀｹﾏｴ ﾋﾛﾕｷ ﾆｯﾄｰ        1時間46分28秒 (須坂市)
266 439 大沼 孝之  ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾕｷ NHKﾆｯﾊﾟﾂ     1時間46分29秒 (宮田村)
267 1144 牛澤 孝太郎 ｳｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ OTC         1時間46分33秒 (岡谷市)
268 2802 小林 哲也  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ             1時間46分37秒 (原村)
269 1068 北村 友彦  ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ ｲｰｽﾀﾝ       1時間46分52秒 (茅野市)
270 2624 笠原 慎一郎 ｶｻﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾌｧﾑｽ        1時間46分53秒 (京都府)
271 3412 高田 久利  ﾀｶﾀﾞ ﾋｻﾄｼ             1時間46分54秒 (岡谷市)
272 3315 赤根 幸広  ｱｶﾈ ﾕｷﾋﾛ             1時間46分59秒 (静岡県)
273 1464 伊藤 直哉  ｲﾄｳ ﾅｵﾔ ﾊｽﾏｲｽﾞ       1時間47分01秒 (宮城県)
274 3279 宮嶋 弘樹  ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ             1時間47分05秒 (松本市)
275 2509 荒井 亮   ｱﾗｲ ﾘｮｳ             1時間47分06秒 (松本市)
276 1576 矢崎 文也  ﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾅﾘ             1時間47分13秒 (諏訪市)
277 1695 由村 典宏  ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 住友電工        1時間47分13秒 (山梨県)
278 1535 松山 悟志  ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ             1時間47分14秒 (岡谷市)
279 554 守屋 雅貴  ﾓﾘﾔ ﾏｻﾀｶ ﾚｸｻｽ松本      1時間47分15秒 (松本市)
280 1858 久津川 聡  ｸﾂｶﾜ ｻﾄｼ ちいむもみじ      1時間47分15秒 (箕輪町)
281 669 萬方 健介  ﾏﾝﾎﾞｳ ｹﾝｽｹ             1時間47分16秒 (東京都)
282 1062 花岡 篤   ﾊﾅｵｶ ｱﾂｼ 株式会社ｸﾘｰﾝ･ﾜｰｸ 1時間47分30秒 (岡谷市)
283 2188 筑井 祐一  ﾁｸｲ ﾕｳｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ       1時間47分34秒 (茅野市)
284 2244 倉澤 潤   ｸﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝ             1時間47分40秒 (茅野市)
285 2824 志川 康雄  ｼｶﾞﾜ ﾔｽｵ             1時間47分41秒 (安曇野市)
286 1706 赤尾 寿   ｱｶｵ ﾋｻｼ             1時間47分43秒 (塩尻市)
287 1417 佐々木 克幸 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ 工業技術総合ｾﾝﾀｰ  1時間47分47秒 (佐久市)
288 6764 山浦 寛興  ﾔﾏｳﾗ ﾋﾛｵｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間47分47秒 (岡谷市)
289 1443 田中 昌宏  ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ             1時間47分54秒 (松本市)
290 2521 田村 哲也  ﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ             1時間47分57秒 (松本市)
291 927 矢田部 力  ﾔﾀﾍﾞ ﾁｶﾗ いのかしらん      1時間48分00秒 (飯山市)
292 1959 渡辺 信太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ             1時間48分00秒 (東京都)
293 3938 中野 靖英  ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾃﾞ 麻布ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ  1時間48分02秒 (埼玉県)
294 1499 飯島 昌範  ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ             1時間48分05秒 (松本市)
295 3171 角井 将人  ﾂﾉｲ ﾏｻﾄ             1時間48分17秒 (神奈川県)
296 2998 宮川 寛行  ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ TEAM  YAMANI 1時間48分18秒 (下諏訪町)
297 5422 中川 敬仁  ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ             1時間48分21秒 (東京都)
298 1619 立石 正則  ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾉﾘ ﾓﾘﾏﾙB       1時間48分22秒 (埼玉県)
299 2227 油井 洋平  ﾕｲ ﾖｳﾍｲ             1時間48分23秒 (伊那市)
300 2558 清水 貞治  ｼﾐｽﾞ ｻﾀﾞﾊﾙ (株)竹村製作所    1時間48分29秒 (須坂市)
301 1802 矢口 篤   ﾔｸﾞﾁ ｱﾂｼ kiraku      1時間48分30秒 (安曇野市)
302 1709 野竹 剛   ﾉﾀｹ ﾂﾖｼ             1時間48分47秒 (岡谷市)
303 1717 柏木 宏介  ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｽｹ             1時間48分50秒 (静岡県)
304 3937 山田 岳久  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋｻ ﾃﾝﾎｳ        1時間48分50秒 (岡谷市)
305 509 千村 貴志  ﾁﾑﾗ ﾀｶｼ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間48分51秒 (飯島町)
306 1967 榊原 宏   ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ ﾓﾘﾏﾙ_B      1時間48分55秒 (愛知県)
307 1323 竹内 広和  ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 松本市役所屋上RC   1時間48分57秒 (松本市)
308 1227 小口 貴弘  ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ             1時間49分04秒 (岡谷市)
309 1309 小林 太海  ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾄﾐ             1時間49分04秒 (下諏訪町)
310 3189 松永 貴文  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾌﾐ NHKﾆｯﾊﾟﾂRC   1時間49分10秒 (千葉県)
311 4090 五十嵐 恒二 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｼﾞ             1時間49分10秒 (駒ヶ根市)
312 1035 小林 晃   ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 諏訪警察署       1時間49分15秒 (諏訪市)
313 2590 貝梅 正浩  ｶｲﾊﾞｲ ﾏｻﾋﾛ             1時間49分21秒 (岡谷市)
314 1400 小野澤 智之 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ■京ｾﾗｺﾈｸﾀ■   1時間49分23秒 (塩尻市)
315 2295 百瀬 知明  ﾓﾓｾ ﾄﾓｱｷ             1時間49分24秒 (東京都)
316 2629 落合 勇人  ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾄ 大和ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ     1時間49分24秒 (茅野市)
317 5748 加藤 久己  ｶﾄｳ ﾋｻｷ ﾊﾞｰｽ&ﾃﾞｲｽﾞ     1時間49分24秒 (岡谷市)
318 2794 朝倉 大輔  ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ RCｱﾌﾟﾆｱ      1時間49分34秒 (東京都)

18/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

319 3149 中山 善彦  ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾋｺ             1時間49分34秒 (松本市)
320 1023 林 和弘   ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 1時間49分35秒 (下諏訪町)
321 2361 西森 喬   ﾆｼﾓﾘ ﾀｶｼ             1時間49分41秒 (松本市)
322 3062 山田 真司  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ             1時間49分45秒 (岡谷市)
323 1388 中村 篤央  ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｵ ﾁｰﾑﾒｲﾄｰ     1時間49分47秒 (東京都)
324 968 溝口 真史  ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ LCV         1時間49分48秒 (諏訪市)
325 4142 東 周    ﾋｶﾞｼ ｱﾏﾈ             1時間49分50秒 (愛知県)
326 389 森 冬樹   ﾓﾘ ﾌﾕｷ 諏訪中央病院      1時間49分52秒 (茅野市)
327 4749 藤村 直樹  ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅｵｷ 諏訪中央病院      1時間49分53秒 (下諏訪町)
328 906 廣田 俊之  ﾋﾛﾀ ﾄｼﾕｷ             1時間50分01秒 (飯綱町)
329 3729 上垣 将人  ｳｴｶﾞｷ ﾏｻﾄ FILM        1時間50分01秒 (東京都)
330 3966 坂田 敦   ｻｶﾀ ｱﾂｼ             1時間50分07秒 (須坂市)
331 1939 小達 和徳  ｵﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾉﾘ ひよこRC       1時間50分08秒 (岐阜県)
332 1487 安藤 民平  ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾝﾍﾟｲ 95ｲｰｽﾞ       1時間50分18秒 (飯田市)
333 6141 青木 孝憲  ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都         1時間50分28秒 (東京都)
334 3582 川方 伸彦  ｶﾜｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ SanwaCO     1時間50分29秒 (東京都)
335 4588 今井 博也  ｲﾏｲ ﾋﾛﾔ ﾏﾙﾆｼ上田店     1時間50分30秒 (上田市)
336 2737 小池 修一  ｺｲｹ ｼｭｳｲﾁ ｿｰﾊﾞﾙ        1時間50分31秒 (東京都)
337 5194 今井 孝幸  ｲﾏｲ ﾀｶﾕｷ             1時間50分38秒 (伊那市)
338 5431 伊倉 佑哉  ｲｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 裾野市役所       1時間50分41秒 (静岡県)
339 701 小口 洋介  ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ HAPPY RC    1時間50分42秒 (岡谷市)
340 731 和地 秀樹  ﾜﾁ ﾋﾃﾞｷ IIDA WAVE   1時間50分43秒 (飯田市)
341 2712 太田 篤史  ｵｵﾀ ｱﾂｼ 富士製薬工業㈱     1時間50分46秒 (松本市)
342 1083 山口 拓   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸ ｷｯﾂ         1時間50分48秒 (千葉県)
343 3628 小山 浩志  ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ             1時間50分51秒 (松本市)
344 3039 根津 裕太  ﾈﾂ ﾕｳﾀ             1時間50分52秒 (伊那市)
345 2377 高須 佑太  ﾀｶｽ ﾕｳﾀ             1時間51分03秒 (愛知県)
346 1140 宮坂 大樹  ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ TEAMﾏｸﾞﾛ     1時間51分04秒 (伊那市)
347 516 江村 春都  ｴﾑﾗ ﾊﾙﾄ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間51分05秒 (駒ヶ根市)
348 2625 児玉 拓也  ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 脱☆貧脚友の会     1時間51分05秒 (長野市)
349 3250 芳賀 仁   ﾊｶﾞ ﾋﾄｼ 大和電機工業      1時間51分05秒 (諏訪市)
350 2782 中島 謙太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ HIOKI       1時間51分11秒 (上田市)
351 2809 山岸 朋和  ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓｶｽﾞ             1時間51分11秒 (松本市)
352 3832 鎌形 洋一  ｶﾏｶﾞﾀ ﾖｳｲﾁ 中部下水        1時間51分14秒 (東京都)
353 2472 柏木 友章  ｶｼﾜｷﾞ ﾄﾓｱｷ             1時間51分19秒 (東京都)
354 2430 濱口 浩規  ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾌｧｲ         1時間51分29秒 (神奈川県)
355 2055 光澤 穣   ﾐﾂｻﾞﾜ ﾕﾀｶ             1時間51分37秒 (下諏訪町)
356 3592 中村 瞬   ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 岡谷やまびこ走友会   1時間51分38秒 (下諏訪町)
357 3919 坪田 光明  ﾂﾎﾞﾀ ﾐﾂｱｷ             1時間51分39秒 (松本市)
358 2600 木村 正憲  ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ HRC         1時間51分40秒 (下諏訪町)
359 1107 関口 修亮  ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｱｷ 富士見高原病院     1時間51分48秒 (富士見町)
360 2518 徳竹 史行  ﾄｸﾀｹ ﾌﾐﾕｷ あたふた        1時間51分54秒 (須坂市)
361 2935 村瀬 達宣  ﾑﾗｾ ﾀﾂﾉﾘ ｲｰｽﾀﾝ       1時間52分01秒 (諏訪市)
362 1585 富田 雅俊  ﾄﾐﾀ ﾏｻﾄｼ 伊那中央病院      1時間52分03秒 (宮田村)
363 5581 山本 陽介  ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ きたえる~む      1時間52分09秒 (諏訪市)
364 2459 鳥居 紀宏  ﾄﾘｲ ﾉﾘﾋﾛ 献血協力願い隊!    1時間52分14秒 (愛知県)
365 2808 原 淳二郎  ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ             1時間52分15秒 (諏訪市)
366 1377 河野 純也  ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 高橋ﾚｰｼﾝｸﾞ     1時間52分17秒 (東京都)
367 849 矢口 治真  ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙﾅｵ RunSou1     1時間52分18秒 (池田町)
368 2933 田中 伸洋  ﾀﾅｶ ｼﾝﾖｳ 共栄電工健美会     1時間52分19秒 (新潟県)
369 6146 山本 悠紀  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ             1時間52分23秒 (松本市)
370 1780 山口 健司  ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ             1時間52分24秒 (松本市)
371 2645 黒木 勤   ｸﾛｷ ﾂﾄﾑ             1時間52分24秒 (岡谷市)
372 3463 小島 政幸  ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ             1時間52分34秒 (神奈川県)
373 5335 金子 嘉樹  ｶﾈｺ ﾖｼｷ             1時間52分37秒 (伊那市)
374 270 岡村 昌校  ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ             1時間52分39秒 (下諏訪町)
375 934 山中 克修  ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾉﾌﾞ             1時間52分39秒 (岡谷市)
376 3861 池上 雄   ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳ 蝗~大上海~      1時間52分39秒 (伊那市)
377 6346 山本 幸嗣  ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾂｸﾞ             1時間52分41秒 (松本市)
378 2885 小坂 大輔  ｵｻｶ ﾀﾞｲｽｹ             1時間52分42秒 (岡谷市)
379 3924 前橋 正英  ﾏｴﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾃﾞ             1時間52分45秒 (安曇野市)
380 6328 鷲津 文明  ﾜｼﾂﾞ ﾌﾐｱｷ             1時間52分50秒 (辰野町)
381 4724 増澤 晴紀  ﾏｽｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 岡谷酸素株式会社    1時間52分51秒 (諏訪市)
382 3172 直江 俊弐  ﾅｵｴ ｼｭﾝｽｹ TTRC        1時間52分55秒 (東京都)
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383 513 宮澤 裕介  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間52分57秒 (駒ヶ根市)
384 3261 細谷 邦之  ﾎｿﾔ ｸﾆﾕｷ VRC         1時間53分00秒 (神奈川県)
385 1230 有山 泰弘  ｱﾘﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ             1時間53分04秒 (東京都)
386 1221 宮澤 能寿  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 藤森土木建設㈱     1時間53分06秒 (諏訪市)
387 3711 唐澤 誠治  ｶﾗｻﾜ ｾｲｼﾞ             1時間53分08秒 (箕輪町)
388 2085 津金澤 吉幸 ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ Team Epson  1時間53分17秒 (松本市)
389 3291 服部 宏平  ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ ﾛｰﾗﾝﾄﾞ       1時間53分22秒 (松本市)
390 1149 小池 智史  ｺｲｹ ｻﾄｼ 鼻曲署         1時間53分27秒 (辰野町)
391 1336 中谷 崇紀  ﾅｶﾔ ﾀｶﾉﾘ             1時間53分27秒 (東京都)
392 1592 鬼頭 忠行  ｷﾄｳ ﾀﾀﾞﾕｷ             1時間53分29秒 (下諏訪町)
393 3357 村上 俊也  ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝﾔ             1時間53分34秒 (東京都)
394 4147 細川 智則  ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ             1時間53分37秒 (東京都)
395 4663 戸松 豪   ﾄﾏﾂ ｺﾞｳ ﾁｰﾑ共進       1時間53分40秒 (神奈川県)
396 1965 原 朋弘   ﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 寅さん競走部      1時間53分43秒 (伊那市)
397 1256 北村 智宏  ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ             1時間53分44秒 (飯島町)
398 1526 木之下 裕  ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ             1時間53分45秒 (松本市)
399 1551 降旗 宏樹  ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾛｷ             1時間53分45秒 (東京都)
400 4010 柳沢 宏之  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ｴﾇｱｲﾃﾞｲ      1時間53分45秒 (岡谷市)
401 2603 樋口 直久  ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾋｻ             1時間53分48秒 (諏訪市)
402 5208 笠原 崇史  ｶｻﾊﾗ ﾀｶｼ 引き抜きｰ､ﾄﾞｰﾝ!  1時間53分51秒 (松本市)
403 7727 新田 泰士  ﾆｯﾀ ﾔｽｼ ﾁｰﾑ和磨       1時間53分52秒 (松本市)
404 1052 武井 貴史  ﾀｹｲ ﾀｶﾌﾐ 軽ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ   1時間53分57秒 (諏訪市)
405 2429 福田 二郎  ﾌｸﾀﾞ ｼﾞﾛｳ             1時間53分58秒 (塩尻市)
406 3122 太田 渡   ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 相支走愛        1時間53分58秒 (東京都)
407 1571 窪田 健一  ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｲﾁ             1時間53分59秒 (松本市)
408 2654 徳成 一博  ﾄｸﾅﾘ ｶｽﾞﾋﾛ             1時間54分03秒 (下諏訪町)
409 1653 黒岩 正文  ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾌﾐ             1時間54分04秒 (長野市)
410 1828 清水 洋祐  ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ             1時間54分08秒 (茅野市)
411 2083 漆戸 達大  ｳﾙｼﾄﾞ ﾀﾂﾋﾛ RunSou1     1時間54分09秒 (箕輪町)
412 6196 東山 寛明  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾛｱｷ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｺｰｹﾝ 1時間54分17秒 (松本市)
413 2689 藤沢 徹   ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 【ｽﾏｰﾄﾏﾗｿﾝ部】 1時間54分19秒 (長野市)
414 2382 久保田 康  ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 杉本印刷        1時間54分25秒 (高森町)
415 2655 鴨田 武   ｶﾓﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾗﾌﾞﾗｲ部       1時間54分25秒 (下諏訪町)
416 1295 巣山 拓郎  ｽﾔﾏ ﾀｸﾛｳ             1時間54分28秒 (伊那市)
417 514 倉田 真司  ｸﾗﾀ ｼﾝｼﾞ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間54分29秒 (駒ヶ根市)
418 5709 加藤 裕二  ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ ﾜｲﾜｲ倶楽部     1時間54分36秒 (東京都)
419 758 一本木 利英 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾄｼﾋﾃ             1時間54分40秒 (千葉県)
420 1915 松橋 健治  ﾏﾂﾊｼ ｹﾝｼﾞ             1時間54分53秒 (長野市)
421 3414 原田 宏司  ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｵﾄｺｶﾞｯｼｭｸ    1時間54分53秒 (塩尻市)
422 739 渡辺 裕幸  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 長野地方法務局     1時間54分54秒 (長野市)
423 3031 麦島 雄也  ﾑｷﾞｼﾏ ﾕｳﾔ             1時間54分55秒 (駒ヶ根市)
424 3383 片桐 健太  ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝﾀ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      1時間54分58秒 (東京都)
425 4422 池上 陽平  ｲｹｶﾞﾐ ﾖｳﾍｲ             1時間54分59秒 (茅野市)
426 1698 水井 敏之  ﾐｽﾞｲ ﾄｼﾕｷ             1時間55分00秒 (長野市)
427 2319 立石 理   ﾀﾃｲｼ ｵｻﾑ             1時間55分02秒 (下諏訪町)
428 3594 伊藤 祐二  ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ             1時間55分04秒 (松本市)
429 4559 藤森 雅也  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾔ ｲｰｽﾀﾝ       1時間55分05秒 (茅野市)
430 6955 大原 宏太  ｵｵﾊﾗ ｺｳﾀ ｻｲﾍﾞｯｸ       1時間55分06秒 (塩尻市)
431 4126 矢口 泰宏  ﾔｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 昭和電工ﾕﾆｵﾝ    1時間55分07秒 (大町市)
432 3201 宮澤 邦房  ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾆﾌｻ             1時間55分10秒 (千葉県)
433 3240 吉長 恒明  ﾖｼﾅｶﾞ ﾂﾈｱｷ 信州大学        1時間55分11秒 (松本市)
434 7474 赤羽 俊一  ｱｶﾊﾈ ｼｭﾝｲﾁ 八十二銀行       1時間55分12秒 (岡谷市)
435 7308 中村 裕輔  ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ             1時間55分18秒 (長野市)
436 1355 小森 泰志  ｺﾓﾘ ﾔｽｼ             1時間55分29秒 (東京都)
437 1725 山本 雄介  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ             1時間55分34秒 (箕輪町)
438 521 大塚 大輔  ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ             1時間55分38秒 (諏訪市)
439 518 白河 祥一  ｼﾗｶﾜ ｼｮｳｲﾁ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間55分41秒 (松川町)
440 2048 林 文祥   ﾊﾔｼ ﾌﾞﾝｼｮｳ ﾋﾞｰｽﾏｲﾙ歯科矯正歯 1時間55分44秒 (東京都)
441 3199 下平 浩揮  ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ             1時間55分44秒 (松本市)
442 2710 城 宏明   ｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ             1時間55分46秒 (諏訪市)
443 7597 田中 裕貴  ﾀﾅｶ ﾕｳｷ             1時間55分47秒 (茅野市)
444 3377 山口 剛   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間55分53秒 (松本市)
445 1736 藤森 貴史  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶｼ             1時間55分55秒 (東京都)
446 5576 角野 政明  ｶﾄﾞﾉ ﾏｻｱｷ ﾋﾞｽﾞ          1時間55分55秒 (諏訪市)
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447 794 原 弘幸   ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑｴﾌﾟｿﾝ     1時間55分56秒 (愛知県)
448 5276 波切 勇祐  ﾅﾐｷﾘ ﾕｳｽｹ             1時間55分58秒 (三重県)
449 4494 濱 隆通   ﾊﾏ ﾀｶﾐﾁ             1時間56分02秒 (下諏訪町)
450 2599 稲垣 友哉  ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾔ ｼﾛｷ名古屋      1時間56分04秒 (愛知県)
451 3480 野村 信秀  ﾉﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ             1時間56分06秒 (下諏訪町)
452 2934 成田 雅和  ﾅﾘﾀ ﾏｻｶｽﾞ ｲｰｽﾀﾝ       1時間56分14秒 (茅野市)
453 1240 実岡 和紀  ｻﾈｵｶ ｶｽﾞﾉﾘ ｶｽｶﾞｲｾｲｹｲｹﾞｶ  1時間56分15秒 (愛知県)
454 3576 宮坂 進   ﾐﾔｻｶ ｽｽﾑ             1時間56分15秒 (岡谷市)
455 4321 浜 裕之   ﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ             1時間56分16秒 (神奈川県)
456 430 前田 卓   ﾏｴﾀﾞ ｽｸﾞﾙ NEXCO中日本    1時間56分19秒 (茅野市)
457 106 篠原 拓弥  ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ ｲｰｽﾀﾝ       1時間56分20秒 (茅野市)
458 5498 梅谷 康之  ｳﾒﾀﾆ ﾔｽﾕｷ 朝日技研㈱       1時間56分21秒 (東京都)
459 2588 高木 敏勝  ﾀｶｷﾞ ﾄｼｶﾂ 同じ釜の飯を食う会   1時間56分26秒 (下諏訪町)
460 4054 雨宮 瑞規  ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞｷ             1時間56分27秒 (富士見町)
461 1165 片桐 俊文  ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｼﾌﾐ             1時間56分33秒 (岡谷市)
462 347 藤森 徹也  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾃﾂﾔ ◆◆GoldFish◆◆ 1時間56分34秒 (諏訪市)
463 2940 佐久間 俊治 ｻｸﾏ ﾄｼﾊﾙ ｲｰｽﾀﾝ       1時間56分37秒 (茅野市)
464 1739 石川 薫   ｲｼｶﾜ ｶｵﾙ             1時間56分40秒 (伊那市)
465 3572 酒井 孝志  ｻｶｲ ﾀｶｼ TEAMﾏｸﾞﾛ     1時間56分41秒 (伊那市)
466 1667 青柳 道明  ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾁｱｷ             1時間56分43秒 (辰野町)
467 3423 浅見 啓一  ｱｻﾐ ｹｲｲﾁ             1時間56分44秒 (塩尻市)
468 3422 佐藤 雅央  ｻﾄｳ ﾏｻｵ             1時間56分45秒 (塩尻市)
469 3417 黒田 大介  ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ             1時間56分47秒 (東京都)
470 976 田中 護   ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 諏訪市役所  陸上部  1時間56分48秒 (諏訪市)
471 2987 西 力太   ﾆｼ ﾘｷﾀ             1時間56分54秒 (埼玉県)
472 2589 宮下 安雄  ﾐﾔｼﾀ ﾔｽｵ             1時間56分55秒 (神奈川県)
473 3390 工藤 直人  ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾄ             1時間56分55秒 (箕輪町)
474 2783 山田 克己  ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ             1時間57分04秒 (塩尻市)
475 4186 能登谷 純  ﾉﾄﾔ ｼﾞｭﾝ 共栄電工健美会     1時間57分06秒 (新潟県)
476 3483 宮下 正宏  ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾋﾛ             1時間57分07秒 (安曇野市)
477 3764 山本 裕   ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ             1時間57分08秒 (兵庫県)
478 5452 熊谷 孝幸  ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ             1時間57分09秒 (長野市)
479 1458 柴 明    ｼﾊﾞ ｱｷﾗ ﾊｽﾏｲｽﾞ       1時間57分10秒 (岡谷市)
480 3333 神原 台   ｺｳﾊﾞﾗ ﾀｲ ﾄﾗｽｺ中山㈱     1時間57分10秒 (岡谷市)
481 2692 武井 政博  ﾀｹｲ ﾏｻﾋﾛ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾈｯﾄﾜｰ 1時間57分11秒 (岡谷市)
482 4978 畑 和義   ﾊﾀ ｶｽﾞﾖｼ             1時間57分15秒 (須坂市)
483 1905 長谷川 卓  ﾊｾｶﾞﾜ ｽｸﾞﾙ あさま4号友の会    1時間57分17秒 (南箕輪村)
484 2451 加藤 真次  ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ かんてんぱぱ      1時間57分17秒 (東京都)
485 1597 小林 良勝  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶﾂ ﾊﾗヴｨﾚｯﾁｪ    1時間57分19秒 (原村)
486 2378 太田 竜人  ｵｵﾀ ﾘｭｳﾄ             1時間57分21秒 (三重県)
487 1075 山下 和臣  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵﾐ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     1時間57分22秒 (茅野市)
488 2716 橋本 有司  ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ             1時間57分22秒 (下諏訪町)
489 1051 林 善文   ﾊﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 軽ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ   1時間57分23秒 (諏訪市)
490 6351 伊藤 和貴  ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ             1時間57分26秒 (松本市)
491 6656 菅原 一則  ｽｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 共栄電工健美会     1時間57分32秒 (新潟県)
492 3887 松田 満康  ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾔｽ             1時間57分36秒 (埼玉県)
493 1297 山田 雅史  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ             1時間57分47秒 (東京都)
494 2651 赤羽 紀昭  ｱｶﾊﾈ ﾉﾘｱｷ             1時間57分47秒 (松本市)
495 3437 豊寺 翼   ﾄﾖﾃﾞﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ長渕会    1時間57分56秒 (東京都)
496 1161 吉澤 直人  ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ﾁｰﾑ共進       1時間57分57秒 (下諏訪町)
497 1078 小林 貴之  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑ活        1時間57分58秒 (塩尻市)
498 748 加藤 良   ｶﾄｳ ﾘｮｳ             1時間58分00秒 (南箕輪村)
499 6360 宮澤 稔   ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ             1時間58分00秒 (山梨県)
500 3661 竹内 和航  ﾀｹｳﾁ ﾜﾀﾙ             1時間58分03秒 (木曽町)
501 2520 原 博文   ﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ             1時間58分04秒 (松本市)
502 1298 堀江 智史  ﾎﾘｴ ｻﾄｼ             1時間58分08秒 (東京都)
503 1303 吉田 和洋  ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ             1時間58分09秒 (辰野町)
504 2667 桑田 寛   ｸﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ             1時間58分10秒 (長野市)
505 4953 中澤 雅幸  ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 相支走愛        1時間58分11秒 (塩尻市)
506 5073 肥田 生真  ﾋﾀﾞ ｲｸﾏ             1時間58分12秒 (神奈川県)
507 2709 藤巻 由貴  ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾀｶ             1時間58分14秒 (松本市)
508 2585 深澤 哲司  ﾌｶｻﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ             1時間58分16秒 (岡谷市)
509 3200 小林 秀彰  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間58分16秒 (諏訪市)
510 2216 小池 公二  ｺｲｹ ｺｳｼﾞ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   1時間58分17秒 (茅野市)
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511 2333 大原 浩也  ｵｵﾊﾗ ﾋﾛﾔ             1時間58分17秒 (飯田市)
512 4069 古田 俊一  ﾌﾙﾀ ｼｭﾝｲﾁ             1時間58分18秒 (長野市)
513 3560 奥原 透   ｵｸﾊﾗ ﾄｵﾙ             1時間58分19秒 (茅野市)
514 6993 廣瀬 大二郎 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間58分22秒 (東京都)
515 4111 石塚 正美  ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾐ             1時間58分24秒 (神奈川県)
516 2189 矢野 忠   ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ ｲｰｽﾀﾝ       1時間58分28秒 (千葉県)
517 1888 小泉 充   ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾂﾙ             1時間58分29秒 (飯田市)
518 2418 根津 勝   ﾈﾂﾞ ﾏｻﾙ             1時間58分31秒 (原村)
519 2449 片山 篤   ｶﾀﾔﾏ ｱﾂｼ             1時間58分32秒 (三重県)
520 2183 手塚 賢太郎 ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ ｲｰｽﾀﾝ       1時間58分34秒 (茅野市)
521 2936 長谷川 祐貴 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲｰｽﾀﾝ       1時間58分40秒 (茅野市)
522 4678 石神 聖   ｲｼｶﾞﾐ ｷﾖｼ             1時間58分41秒 (神奈川県)
523 3468 大脇 寛成  ｵｵﾜｷ ﾋﾛｼｹﾞ             1時間58分43秒 (岡谷市)
524 1553 降旗 悟   ﾌﾘﾊﾀ ｻﾄﾙ             1時間58分50秒 (松本市)
525 3821 赤坂 昭典  ｱｶｻｶ ｱｷﾉﾘ 岡谷市消防団第1分団RC 1時間58分52秒 (岡谷市)
526 4711 三宅 広行  ﾐﾔｹ ﾋﾛﾕｷ ﾋﾟｽｺ         1時間58分54秒 (東京都)
527 3287 楮原 幹大  ｶｼﾞﾊﾗ ﾐｷﾋﾛ SMAP        1時間58分57秒 (松本市)
528 1489 松村 秀幸  ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ お宿おばたけ      1時間58分58秒 ８分５８秒        
529 5727 池上 政輝  ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻｷ BIRTH&days  1時間59分00秒 (茅野市)
530 895 松本 博雄  ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｵ ｻｽﾅｶ通信工業    1時間59分06秒 (長野市)
531 3541 一ノ瀬 裕也 ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾔ 旭機工         1時間59分06秒 (箕輪町)
532 3564 三本 達也  ﾐﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ             1時間59分07秒 (下諏訪町)
533 5749 高橋 寛治  ﾀｶﾊｼ ｶﾝｼﾞ             1時間59分09秒 (東京都)
534 4554 髙橋 慎一  ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 共栄電工健美会     1時間59分12秒 (新潟県)
535 4514 井口 敦司  ｲｸﾞﾁ ｱﾂｼ ｲﾃﾞｱｼｽﾃﾑ     1時間59分18秒 (東京都)
536 6150 林 達也   ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾜｲﾜｲ倶楽部     1時間59分18秒 (松本市)
537 1175 伊藤 祥典  ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ ﾋﾟｽｺ         1時間59分20秒 (愛知県)
538 2584 小口 得也  ｵｸﾞﾁ ﾄｸﾔ             1時間59分21秒 (岡谷市)
539 1420 丸山 伸也  ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾔ まるやま鍼灸接骨院   1時間59分23秒 (神奈川県)
540 5249 竹内 淳   ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ             1時間59分27秒 (中野市)
541 2619 斎藤 真二  ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ             1時間59分28秒 (東京都)
542 2524 野沢 草輔  ﾉｻﾞﾜ ｿｳｽｹ             1時間59分29秒 (岡谷市)
543 4747 菅沼 幸男  ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ             1時間59分34秒 (下諏訪町)
544 4169 後藤 峻   ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ             1時間59分36秒 (愛知県)
545 1156 増田 将洋  ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 株式会社ｺｰｴｷ    1時間59分37秒 (岡谷市)
546 5217 齋藤 正臣  ｻｲﾄｳ ﾏｻｵﾐ             1時間59分39秒 (岡谷市)
547 2781 田中 亮   ﾀﾅｶ ﾘｮｳ             1時間59分44秒 (松本市)
548 7317 佐々木 規之 ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ ﾋﾀﾞｶｸﾞ        1時間59分46秒 (岡山県)
549 1001 石田 義樹  ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ JA共済  駅伝部   1時間59分49秒 (伊那市)
550 1587 新井 整   ｱﾗｲ ﾋﾄｼ             1時間59分49秒 (宮田村)
551 5588 前島 則之  ﾏｴｼﾏ ﾉﾘﾕｷ             1時間59分49秒 (塩尻市)
552 3398 水越 正人  ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻﾄ             1時間59分52秒 (東京都)
553 4095 宮坂 洋平  ﾐﾔｻｶ ﾖｳﾍｲ             1時間59分53秒 (諏訪市)
554 2123 浦野 順平  ｳﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 諏訪信用金庫      1時間59分55秒 (岡谷市)
555 3845 山﨑 章外  ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ             1時間59分56秒 (中野市)
556 3317 赤羽根 大輔 ｱｶﾊﾞﾈ ﾀﾞｲｽｹ VRC         1時間59分58秒 (千葉県)
557 3728 錫村 直宏  ｽｽﾞﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ             1時間59分59秒 (愛知県)
558 3530 伊藤 昌彦  ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ             2時間00分04秒 (松本市)
559 1480 田中 友和  ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ MCRC        2時間00分06秒 (長野市)
560 4894 松田 淳   ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間00分07秒 (辰野町)
561 5317 御子柴 拓也 ﾐｺｼﾊﾞ ﾀｸﾔ R/Eﾏﾗｿﾝ部    2時間00分10秒 (伊那市)
562 1224 大橋 淳司  ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 諏訪中央病院      2時間00分11秒 (茅野市)
563 5671 山口 文久  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｻ 神科自動車鈑金     2時間00分11秒 (上田市)
564 1639 千葉 由範  ﾁﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ 鴨居歯科医院      2時間00分15秒 (塩尻市)
565 6137 藤本 広志  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ             2時間00分20秒 (塩尻市)
566 4057 齋藤 龍佑  ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間00分22秒 (東京都)
567 5724 栗林 和也  ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 三菱東京UFJ銀行   2時間00分24秒 (東京都)
568 2420 石原 成典  ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ せいれい        2時間00分25秒 (静岡県)
569 2407 伊東 健一  ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ             2時間00分28秒 (原村)
570 3891 宮澤 賢一  ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 95ｲｰｽﾞ       2時間00分28秒 (神奈川県)
571 2470 尾崎 宏明  ｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ ﾁｰﾑﾒｲﾄｰ     2時間00分30秒 (東京都)
572 6174 永井 俊太郎 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ             2時間00分30秒 (岡谷市)
573 3538 山縣 朋史  ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾌﾐ 共栄電工健美会     2時間00分35秒 (新潟県)
574 4581 河西 亮   ｶｻｲ ﾘｮｳ 小松精機工作所     2時間00分43秒 (諏訪市)
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575 5759 北澤 貴之  ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ ﾌｰﾀｰｽﾞ       2時間00分52秒 (駒ヶ根市)
576 754 宍戸 洋一  ｼｼﾄﾞ ﾖｳｲﾁ             2時間00分59秒 (松本市)
577 2582 皆川 雄亮  ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ☆嵐   2時間01分01秒 (長野市)
578 4618 小林 正樹  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 八十二銀行  諏訪支店 2時間01分01秒 (愛知県)
579 2342 小島 郷史  ｺｼﾞﾏ ｻﾄｼ             2時間01分03秒 (諏訪市)
580 2581 御子柴 卓也 ﾐｺｼﾊﾞ ﾀｸﾔ 城北工業        2時間01分13秒 (塩尻市)
581 3501 山田 智史  ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   2時間01分19秒 (岡谷市)
582 2610 河辺 一郎  ｶﾜﾍﾞ ｲﾁﾛｳ             2時間01分34秒 (松本市)
583 1302 野辺 健一  ﾉﾍﾞ ｹﾝｲﾁ             2時間01分40秒 (辰野町)
584 4134 杉本 峻朗  ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ             2時間01分43秒 (下諏訪町)
585 3710 唐沢 貴博  ｶﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾛ             2時間01分44秒 (箕輪町)
586 4442 清水 淳裕  ｼﾐｽﾞ ｱﾂﾋﾛ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間02分01秒 (原村)
587 2726 高間 優   ﾀｶﾏ ｽｸﾞﾙ 飯田市立病院      2時間02分03秒 (阿智村)
588 2292 菊池 剛之  ｷｸﾁ ﾀｹﾕｷ             2時間02分05秒 (上田市)
589 4295 関根 豊   ｾｷﾈ ﾕﾀｶ             2時間02分07秒 (埼玉県)
590 2994 池田 英史  ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ             2時間02分09秒 (埼玉県)
591 1957 三浦 大地  ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ             2時間02分12秒 (岡谷市)
592 4456 岩原 秀樹  ｲﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ ﾏﾙﾆｼ        2時間02分13秒 (長野市)
593 4597 粂野 功二郎 ｸﾒﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間02分15秒 (上田市)
594 5250 飯嶋 崇文  ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾌﾐ 国保連合会       2時間02分15秒 (愛知県)
595 2939 金子 正幸  ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間02分17秒 (諏訪市)
596 494 小澤 和彦  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ SJﾗｰﾒﾝ部     2時間02分18秒 (松本市)
597 2910 小平 裕也  ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾔ 太陽工業走友会     2時間02分23秒 (茅野市)
598 6151 渡邊 武正  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾏｻ 渡邊武正        2時間02分28秒 (神奈川県)
599 5945 加藤 保行  ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ 佐瀬電機        2時間02分34秒 (千葉県)
600 7276 大内 光   ｵｵｳﾁ ﾋｶﾙ             2時間02分40秒 (東京都)
601 6530 須合 仁志  ｽｺﾞｳ ﾋﾄｼ             2時間02分47秒 (神奈川県)
602 5252 佐藤 勝則  ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ TOSYS諏訪SC   2時間02分50秒 (諏訪市)
603 7156 濱田 博之  ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ARC         2時間03分03秒 (神奈川県)
604 3698 小口 隆彦  ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾋｺ             2時間03分09秒 (岡谷市)
605 4568 百瀬 寛章  ﾓﾓｾ ﾋﾛｱｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間03分10秒 (愛知県)
606 6074 荒木 一将  ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏｻ             2時間03分10秒 (岡谷市)
607 6176 畠山 拓也  ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾔ 共栄電工健美会     2時間03分10秒 (松本市)
608 5499 神田 栄二  ｶﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ             2時間03分11秒 (神奈川県)
609 1661 荻原 伸幸  ｵｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ ORC48       2時間03分13秒 (中川村)
610 5661 木下 貴雄  ｷﾉｼﾀ ﾀｶｵ             2時間03分14秒 (愛知県)
611 2028 赤羽 馨   ｱｶﾊﾈ ｶｵﾙ NMC陸上部      2時間03分15秒 (塩尻市)
612 4399 八木 法美  ﾔｷﾞ ﾉﾘﾐ 藤ｻｲｸﾙ工業     2時間03分15秒 (東京都)
613 6581 森田 輝紀  ﾓﾘﾀ ﾃﾙﾉﾘ             2時間03分23秒 (東京都)
614 3992 田中 俊介  ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ             2時間03分30秒 (松本市)
615 5962 谷内 耕平  ﾀﾆｳﾁ ｺｳﾍｲ あぷにあ        2時間03分30秒 (岡谷市)
616 1014 米村 謙吾  ﾖﾈﾑﾗ ｹﾝｺﾞ JA共済  駅伝部   2時間03分32秒 (長野市)
617 5277 栗林 輝男  ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ             2時間03分34秒 (東京都)
618 6856 池内 昭仁  ｲｹｳﾁ ｱｷﾋﾄ ﾁｰﾑSNK      2時間03分34秒 (長野市)
619 387 松本 泰明  ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｱｷ             2時間03分43秒 (長野市)
620 1301 中川 悠輔  ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ             2時間03分45秒 (辰野町)
621 4667 市川 陽一  ｲﾁｶﾜ ﾖｳｲﾁ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間03分49秒 (茅野市)
622 2890 茅野 貴之  ﾁﾉ ﾀｶﾕｷ 諏訪市役所陸上部    2時間03分52秒 (諏訪市)
623 5408 市川 充洋  ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ             2時間04分01秒 (安曇野市)
624 3792 小浜 純一  ｵﾊﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間04分02秒 (神奈川県)
625 3068 今井 将仁  ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾄ JA信州諏訪      2時間04分04秒 (岡谷市)
626 3411 窪田 幸平  ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾍｲ 日本電産ｻﾝｷｮｰ   2時間04分04秒 (松本市)
627 7346 神津 大輔  ｺｳﾂﾞ ﾀﾞｲｽｹ             2時間04分11秒 (東京都)
628 3126 増澤 直彦  ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ             2時間04分13秒 (下諏訪町)
629 463 島田 洋   ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ             2時間04分16秒 (下諏訪町)
630 7226 林 隆広   ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ｻﾝ工業        2時間04分18秒 (箕輪町)
631 3050 深沢 太郎  ﾌｶｻﾜ ﾀﾛｳ             2時間04分23秒 (山梨県)
632 5553 徳重 匠   ﾄｸｼｹﾞ ﾀｸﾐ             2時間04分24秒 (東京都)
633 2973 笠原 晋   ｶｻﾊﾗ ｽｽﾑ             2時間04分26秒 (下諏訪町)
634 7277 依田 大和  ﾖﾀﾞ ﾔﾏﾄ 八十二銀行       2時間04分26秒 (岡谷市)
635 1472 花岡 啓一  ﾊﾅｵｶ ｹｲｲﾁ             2時間04分27秒 (岡谷市)
636 2896 藤森 貴之  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 太田屋りんごの会J倶楽部 2時間04分34秒 (諏訪市)
637 5068 北澤 守   ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ             2時間04分42秒 (諏訪市)
638 954 村上 崇史  ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ             2時間04分45秒 (長野市)
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639 4476 村越 丈夫  ﾑﾗｺｼ ﾀｹｵ 共栄電工健美会     2時間04分58秒 (新潟県)
640 2679 高井 富   ﾀｶｲ ﾄﾑ             2時間05分03秒 (伊那市)
641 2797 濱家 厚   ﾊﾏｲｴ ｱﾂｼ かじのは        2時間05分04秒 (岡谷市)
642 2547 永高 正人  ｴｲﾀｶ ﾏｻﾄ ぽｰさん        2時間05分07秒 (須坂市)
643 2269 西村 英一  ﾆｼﾑﾗ ｴｲｲﾁ BIRTH&days  2時間05分10秒 (茅野市)
644 5488 尾角 剛司  ｵｶﾄﾞ ﾂﾖｼ 凸版印刷        2時間05分14秒 (東京都)
645 2907 小池 克宏  ｺｲｹ ｶﾂﾋﾛ             2時間05分15秒 (諏訪市)
646 2218 上條 幸司  ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 茅野市役所RC     2時間05分19秒 (諏訪市)
647 3547 三岡 弘佳  ﾐﾂｵｶ ﾋﾛﾖｼ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間05分22秒 (茅野市)
648 5786 矢島 三男  ﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｵ BIRTH&days  2時間05分22秒 (茅野市)
649 4174 秋山 良治  ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 湖岸通り整骨院     2時間05分24秒 (諏訪市)
650 4267 山岸 陸弘  ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ すぐじ         2時間05分25秒 (長野市)
651 2146 山岸 岳志  ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ             2時間05分29秒 (松本市)
652 4578 田村 義康  ﾀﾑﾗ ﾖｼﾔｽ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間05分38秒 (新潟県)
653 3660 徳永 裕介  ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑ高遠       2時間05分39秒 (伊那市)
654 2565 竹鄭 良一  ﾀｹﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ             2時間05分42秒 (長野市)
655 5561 神戸 洋伴  ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛﾄﾓ             2時間05分47秒 (長野県)
656 4042 原 元気   ﾊﾗ ｹﾞﾝｷ             2時間05分50秒 (茅野市)
657 367 小松 悟   ｺﾏﾂ ｻﾄﾙ ﾁｰﾑ  焼肉     2時間05分56秒 (諏訪市)
658 4821 梶山 仁   ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ             2時間05分57秒 (東京都)
659 4699 横川 ケンジ ﾖｺｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ             2時間06分00秒 (下諏訪町)
660 3586 原 洋平   ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ ﾋﾟｽｺ         2時間06分02秒 (岡谷市)
661 1113 平出 智   ﾋﾗｲﾃﾞ ｻﾄｼ ﾊﾄﾔﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 2時間06分09秒 (諏訪市)
662 4569 竹前 政芳  ﾀｹﾏｴ ﾏｻﾖｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間06分12秒 (塩尻市)
663 3110 戸梶 大陸  ﾄｶｼﾞ ﾀｲﾘｸ             2時間06分13秒 (東京都)
664 2191 千葉 茂   ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 株式会社ｲｰｽﾀﾝ   2時間06分17秒 (諏訪市)
665 4794 奥野 有希生 ｵｸﾉ ﾕｷｵ             2時間06分20秒 (諏訪市)
666 2999 丸山 芳樹  ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｷ 岡谷酸素株式会社    2時間06分21秒 (塩尻市)
667 4238 石神 靖人  ｲｼｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾄ ﾁｰﾑ緑        2時間06分22秒 (東京都)
668 4871 水澤 雄   ﾐｽﾞｻﾜ ﾕｳ YKK  AP  株式会 2時間06分22秒 (愛知県)
669 5425 木村 恒太郎 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ             2時間06分22秒 (長野市)
670 1154 岩波 聡   ｲﾜﾅﾐ ｻﾄﾙ             2時間06分35秒 (千葉県)
671 1635 小林 秀   ｺﾊﾞﾔｼ ｽｸﾞﾙ             2時間06分36秒 (長野市)
672 4523 青木 一樹  ｱｵｷ ｶｽﾞｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間06分38秒 (下諏訪町)
673 3860 服部 翔太  ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ 蝗~大上海~      2時間06分44秒 (埼玉県)
674 5375 土肥 広幸  ﾄﾞﾋ ﾋﾛﾕｷ             2時間06分44秒 (伊那市)
675 1754 武藤 秀樹  ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｷ             2時間06分45秒 (山梨県)
676 3432 小宮 裕   ｺﾐﾔ ﾕｳ 日本ﾋﾟｽｺ       2時間06分45秒 (箕輪町)
677 6208 柳澤 伸司  ﾔﾏｷﾞｻﾜ ｼﾝｼﾞ TEAM  YAMANI 2時間06分55秒 (諏訪市)
678 5072 荒井 将人  ｱﾗｲ ﾏｻﾄ             2時間07分00秒 (東京都)
679 1993 佐野 史幸  ｻﾉ ﾌﾐﾕｷ             2時間07分01秒 (神奈川県)
680 5692 小林 貴幸  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 居町ｸﾗﾌﾞ       2時間07分02秒 (長野市)
681 3382 柳澤 克昭  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂｱｷ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間07分03秒 (東京都)
682 4981 正木 人平  ﾏｻｷ ｼﾞﾝﾍﾟｲ ORION Jﾋｰﾀｰ部 2時間07分08秒 (諏訪市)
683 2501 栗原 智則  ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ             2時間07分10秒 (東京都)
684 4764 小海 真之介 ｺｶｲ ｼﾝﾉｽｹ 宮川分団第三部     2時間07分18秒 (茅野市)
685 4679 高林 亮次  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 鳥かつ走友会      2時間07分23秒 (岡谷市)
686 6349 小口 尊士  ｺｸﾞﾁ ﾀｶｼ VSN         2時間07分23秒 (東京都)
687 726 長浦 喬司  ﾅｶﾞｳﾗ ﾀｶｼ ｳﾗﾗ走友会      2時間07分24秒 (麻績村)
688 4051 五十嵐 敦  ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ 低空飛行        2時間07分24秒 (岡谷市)
689 4033 滝沢 友和  ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ             2時間07分25秒 (千曲市)
690 2982 北原 博   ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｼ             2時間07分26秒 (諏訪市)
691 6650 武安 徹   ﾀｹﾔｽ ﾄｵﾙ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間07分26秒 (諏訪市)
692 2185 兎川 拓郎  ﾄｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ ｲｰｽﾀﾝ       2時間07分31秒 (茅野市)
693 3666 小野 靖彦  ｵﾉ ﾔｽﾋｺ             2時間07分38秒 (東京都)
694 7105 岡崎 篤   ｵｶｻﾞｷ ｱﾂｼ             2時間07分38秒 (松本市)
695 2145 関 史佳   ｾｷ ﾌﾐﾖｼ 太陽工業株式会社    2時間07分40秒 (諏訪市)
696 1440 勝野 貴行  ｶﾂﾉ ﾀｶﾕｷ             2時間07分43秒 (松本市)
697 4071 平山 恭士  ﾋﾗﾔﾏ ﾋｻｼ             2時間07分48秒 (塩尻市)
698 4129 市川 豊   ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ             2時間07分48秒 (静岡県)
699 6068 北條 喜彦  ﾎｳｼﾞｮｳ ﾖｼﾋｺ             2時間07分57秒 (箕輪町)
700 1296 川除 昌一郎 ｶﾜﾖｹ ｼｮｳｲﾁﾛｳ             2時間08分02秒 (伊那市)
701 1245 岡田 俊夫  ｵｶﾀﾞ ﾄｼｵ             2時間08分05秒 (岡谷市)
702 2510 安田 鉄郎  ﾔｽﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ kiraku      2時間08分06秒 (松本市)
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703 2846 鶴田 隆浩  ﾂﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ             2時間08分11秒 (神奈川県)
704 1032 関谷 優   ｾｷﾔ ﾕｳ JA共済  駅伝部   2時間08分13秒 (長野市)
705 5152 中澤 俊文  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 小諸ﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間08分16秒 (佐久市)
706 3334 眞行 佑介  ｼﾝｷﾞｮｳ ﾕｳｽｹ ﾄﾗｽｺ中山㈱     2時間08分18秒 (岡谷市)
707 7366 長沼 光彦  ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾂﾋｺ 早太郎伝説       2時間08分20秒 (飯田市)
708 2157 佐藤 大輔  ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ TOYOSK      2時間08分23秒 (富士見町)
709 2206 神田 佳宏  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ★㈱ﾏﾙﾆｼ★     2時間08分29秒 (岡谷市)
710 5307 小宮山 透  ｺﾐﾔﾏ ﾄｵﾙ             2時間08分31秒 (千曲市)
711 1108 小島 宏陽  ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾊﾙ 富士見高原病院     2時間08分33秒 (富士見町)
712 2210 功力 一成  ｸﾇｷﾞ ｲｯｾｲ             2時間08分37秒 (富士見町)
713 4567 浦野 隆寛  ｳﾗﾉ ﾀｶﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間08分40秒 (長野市)
714 1726 大谷 富美和 ｵｵﾀﾆ ﾌﾐｶｽﾞ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ同好会    2時間08分41秒 (諏訪市)
715 4793 北澤 渡   ｷﾀｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ             2時間08分41秒 (箕輪町)
716 5662 木下 浩司  ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ             2時間08分42秒 (愛知県)
717 2996 向山 英樹  ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ﾋﾟｽｺ         2時間08分43秒 (茅野市)
718 5110 小野澤 俊和 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ             2時間08分46秒 (塩尻市)
719 711 関 卓人   ｾｷ ﾀｸﾄ             2時間08分51秒 (東京都)
720 4761 鉄羅 武志  ﾃﾂﾗ ﾀｹｼ             2時間08分51秒 (諏訪市)
721 399 関 孝弘   ｾｷ ﾀｶﾋﾛ             2時間08分59秒 (茅野市)
722 2318 長田 一志  ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞｼ             2時間08分59秒 (諏訪市)
723 3674 牧野 星児  ﾏｷﾉ ｾｲｼﾞ ﾀﾅｶｸﾘﾆｯｸ    2時間09分06秒 (諏訪市)
724 3539 渡邉 恵介  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 共栄電工健美会     2時間09分07秒 (岡谷市)
725 2273 永見 隆人  ﾅｶﾞﾐ ﾘｭｳﾄ             2時間09分08秒 (富士見町)
726 1242 向山 剛史  ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ TOYOSK      2時間09分16秒 (茅野市)
727 2262 中山 拓歩  ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾎ             2時間09分17秒 (伊那市)
728 192 五味 浩和  ｺﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ ﾁｰﾑ共進       2時間09分18秒 (岡谷市)
729 6186 上野 哲   ｳｴﾉ ｻﾄｼ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間09分18秒 (上田市)
730 6075 豊田 剛   ﾄﾖﾀ ﾂﾖｼ             2時間09分19秒 (須坂市)
731 370 赤羽根 心  ｱｶﾊﾈ ｼﾝ             2時間09分23秒 (駒ヶ根市)
732 5939 竹松 洋満  ﾀｹﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ             2時間09分24秒 (岡谷市)
733 3879 五味 雅人  ｺﾞﾐ ﾏｻﾄ             2時間09分30秒 (茅野市)
734 3584 濱田 晃一  ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 鼻曲署         2時間09分32秒 (東京都)
735 4459 伊藤 政高  ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 日本ﾙｰﾌ株式会社   2時間09分34秒 (諏訪市)
736 7113 堀内 良成  ﾎﾘｳﾁ ﾖｼﾅﾘ             2時間09分35秒 (塩尻市)
737 1696 鈴木 章浩  ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ             2時間09分38秒 (千曲市)
738 1889 斉藤 浩一  ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ             2時間09分38秒 (岡谷市)
739 4204 山脇 永士  ﾔﾏﾜｷ ｴｲｼﾞ             2時間09分39秒 (東京都)
740 1541 池上 秀敏  ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間09分45秒 (南箕輪村)
741 2638 金井 悠一郎 ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ             2時間09分46秒 (松本市)
742 5867 御堂島 和志 ﾐﾄﾞｳｼﾏ ｶｽﾞｼ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     2時間09分47秒 (松川町)
743 4975 小池 泉   ｺｲｹ ｲｽﾞﾐ ﾅﾎﾟﾚｵﾝ       2時間09分53秒 (静岡県)
744 1059 足助 雅史  ｱｽｹ ﾏｻﾌﾐ JA共済  駅伝部   2時間09分55秒 (塩尻市)
745 4420 柳沢 浩司  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ             2時間09分57秒 (塩尻市)
746 6772 堀川 貴宏  ﾎﾘｶﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間09分57秒 (長野市)
747 4089 井内 巌   ｲｳﾁ ｲﾜｵ             2時間09分59秒 (富士見町)
748 5665 天野 有貴  ｱﾏﾉ ﾕｳｷ             2時間10分00秒 (飯田市)
749 4421 鈴木 誠   ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ             2時間10分08秒 (塩尻市)
750 4555 奥山 悠   ｵｸﾔﾏ ﾕｳ 共栄電工健美会     2時間10分12秒 (新潟県)
751 2016 川井 庄太  ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ             2時間10分13秒 (静岡県)
752 4613 長谷川 英紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ             2時間10分20秒 (岡谷市)
753 1339 竹村 信宏  ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ             2時間10分27秒 (諏訪市)
754 2203 山田 泰史  ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ ★ﾏﾙﾆｼ★      2時間10分27秒 (茅野市)
755 5843 中島 玄太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾀﾛｳ             2時間10分32秒 (松本市)
756 1399 五味 隆之  ｺﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 富士見高原ﾘｿﾞｰﾄ   2時間10分33秒 (富士見町)
757 3405 杉山 学   ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ             2時間10分33秒 (諏訪市)
758 5001 斉藤 秀幸  ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ FJD         2時間10分34秒 (千葉県)
759 4192 武藤 篤史  ﾑﾄｳ ｱﾂｼ             2時間10分35秒 (東京都)
760 5540 守屋 英治  ﾓﾘﾔ ｴｲｼﾞ             2時間10分38秒 (山梨県)
761 3816 横内 伸一  ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁ             2時間10分40秒 (箕輪町)
762 920 玉井 章信  ﾀﾏｲ ｱｷﾉﾌﾞ             2時間10分44秒 (長野市)
763 3929 千葉 和博  ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ Espoir      2時間10分45秒 (原村)
764 3964 七村 泰輔  ﾅﾅﾑﾗ ﾀｲｽｹ なし          2時間10分46秒 (東京都)
765 2715 根本 和彦  ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 松本義肢製作所     2時間10分47秒 (兵庫県)
766 2440 駒津 和宜  ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ             2時間10分48秒 (松本市)
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767 2594 太田 修二  ｵｵﾀ ｼｭｳｼﾞ             2時間10分48秒 (諏訪市)
768 3505 松井 和也  ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾔ ㈱ｶｻｲﾃｸﾉ     2時間10分48秒 (伊那市)
769 3083 荒川 友博  ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｧﾝﾗﾝAC     2時間10分50秒 (東京都)
770 6901 赤羽 彰吾  ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ             2時間10分53秒 (岡谷市)
771 5704 吉田 秀治  ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ             2時間10分54秒 (朝日村)
772 1598 加藤 和也  ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ             2時間10分59秒 (諏訪市)
773 3673 伊藤 琢弥  ｲﾄｳ ﾀｸﾔ             2時間10分59秒 (愛知県)
774 7819 新川 一樹  ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ 信大QQ        2時間11分00秒 (松本市)
775 6136 長田 健一郎 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ             2時間11分03秒 (茅野市)
776 4599 宗吉 孝統  ﾑﾈﾖｼ ﾀｶﾉﾘ ｷｯﾂ         2時間11分04秒 (茅野市)
777 4602 池田 周史  ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ YKK  AP  株式会 2時間11分10秒 (松本市)
778 1455 小口 淳志  ｵｸﾞｼ ｱﾂｼ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間11分12秒 (神奈川県)
779 4748 市川 裕也  ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾔ             2時間11分12秒 (茅野市)
780 4587 北野 由記  ｷﾀﾉ ﾕｳｷ ｷｯﾂ         2時間11分15秒 (千葉県)
781 3649 松倉 吉一  ﾏﾂｸﾗ ﾖｼｶｽﾞ ちの技研        2時間11分23秒 (下諏訪町)
782 4462 菅野 貴   ｶﾝﾉ ﾀｶｼ             2時間11分25秒 (宮城県)
783 6629 池田 崇   ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ             2時間11分28秒 (神奈川県)
784 5853 日野 泰彦  ﾋﾉ ﾔｽﾋｺ             2時間11分30秒 (箕輪町)
785 5177 中村 豪介  ﾅｶﾑﾗ ｺﾞｳｽｹ ARC         2時間11分33秒 (神奈川県)
786 1728 松川 典仁  ﾏﾂｶﾜ ﾉﾘﾋﾄ             2時間11分34秒 (諏訪市)
787 583 小林 光則  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾉﾘ ｵﾘｵﾝ機械      2時間11分39秒 (山ノ内町)
788 4757 澤井 宏昭  ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ             2時間11分49秒 (神奈川県)
789 5075 池上 和幸  ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾕｷ             2時間11分51秒 (大阪府)
790 4172 原 淳一   ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間11分53秒 (東京都)
791 7175 岡部 泉   ｵｶﾍﾞ ｲｽﾞﾐ             2時間11分53秒 (下諏訪町)
792 2508 山本 勇揮  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ             2時間11分57秒 (神奈川県)
793 2949 伊藤 敏幸  ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 小松精機工作所     2時間11分59秒 (諏訪市)
794 1462 齋藤 義弘  ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間12分09秒 (神奈川県)
795 3847 中山 亮   ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ ふらない横浜      2時間12分10秒 (神奈川県)
796 2231 両角 匠太郎 ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 第7部         2時間12分12秒 (諏訪市)
797 3069 池上 拓真  ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾏ JA信州諏訪      2時間12分15秒 (茅野市)
798 4921 宮坂 保彦  ﾐﾔｻｶ ﾔｽﾋｺ             2時間12分18秒 (東京都)
799 2978 五味 敬将  ｺﾞﾐ ﾀｶﾏｻ 市立岡谷病院      2時間12分25秒 (岡谷市)
800 3991 永山 裕昭  ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ ゆかり王国       2時間12分25秒 (諏訪市)
801 2127 増田 聡   ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ             2時間12分28秒 (東京都)
802 5530 松倉 遊   ﾏﾂｸﾗ ﾕｳ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間12分28秒 (松本市)
803 5509 和田 信大  ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 信学会         2時間12分34秒 (岡谷市)
804 1453 寺島 厚詞  ﾃﾗｼﾏ ｱﾂｼ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間12分36秒 (神奈川県)
805 7762 真砂 一成  ﾏﾅｺﾞ ｶｽﾞﾅﾘ             2時間12分37秒 (神奈川県)
806 7245 小松 聖司  ｺﾏﾂ ｻﾄｼ ﾐﾉﾜﾏﾝ       2時間12分55秒 (諏訪市)
807 7260 藤田 裕貴  ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ             2時間12分59秒 (茨城県)
808 7601 小池 亨   ｺｲｹ ﾄｵﾙ             2時間12分59秒 (神奈川県)
809 5162 夜久 英男  ﾔｸ ﾋﾃﾞｵ ｱﾝﾊﾞｰ        2時間13分00秒 (岡谷市)
810 4854 宮坂 裕騎  ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ ORC         2時間13分01秒 (茅野市)
811 2452 金澤 翔   ｶﾅｻﾞﾜ ｼｮｳ gogo!渋江!    2時間13分03秒 (下諏訪町)
812 5362 山本 哲也  ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ めちゃほり       2時間13分08秒 (神奈川県)
813 5331 矢嶋 貴浩  ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ NEXCO中日本    2時間13分17秒 (愛知県)
814 1374 大野 孝介  ｵｵﾉ ｺｳｽｹ kiraku      2時間13分18秒 (松本市)
815 1150 森田 匠   ﾓﾘﾀ ｼｮｳ 鼻曲署         2時間13分21秒 (長野市)
816 7170 二又川 大介 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽ ﾍﾙｼｱ        2時間13分21秒 (東京都)
817 4040 丸茂 仁志  ﾏﾙﾓ ﾋﾄｼ             2時間13分26秒 (岡谷市)
818 1158 伊藤 文傳  ｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間13分27秒 (諏訪市)
819 3198 須藤 允喬  ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ             2時間13分31秒 (愛知県)
820 6684 一丸 隆宏  ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間13分36秒 (箕輪町)
821 2718 神田 光一  ｶﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ             2時間13分37秒 (白馬村)
822 2241 林 真司   ﾊﾔｼ ｼﾝｼﾞ TEAM  YAMANI 2時間13分39秒 (岡谷市)
823 3789 日高 洋志  ﾋﾀﾞｶ ﾋﾛｼ TeamEpson   2時間13分40秒 (塩尻市)
824 2109 笠原 大志  ｶｻﾊﾗ ﾀｲｼ 諏訪市役所陸上部    2時間13分43秒 (諏訪市)
825 1133 佐藤 正和  ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 茅野市役所RC     2時間13分47秒 (茅野市)
826 3024 山下 創   ﾔﾏｼﾀ ｿｳ 諏訪中央病院      2時間13分50秒 (茅野市)
827 4893 中田 伸治  ﾅｶﾀ ｼﾝｼﾞ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間14分00秒 (松本市)
828 5625 石坂 智   ｲｼｻﾞｶ ｻﾄｼ             2時間14分00秒 (辰野町)
829 5118 吉田 将史  ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ             2時間14分13秒 (諏訪市)
830 1711 佐藤 太一  ｻﾄｳ ﾀｲﾁ ﾗﾊﾞﾙﾊﾞ        2時間14分29秒 (長野市)
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831 3681 小林 伸樹  ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｷ 49会         2時間14分32秒 (松本市)
832 4857 加納 竜次  ｶﾉｳ ﾘｭｳｼﾞ 小林ｲﾝﾃﾘｱ     2時間14分37秒 (岡谷市)
833 4628 山本 敦史  ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ             2時間14分39秒 (茅野市)
834 4074 大葉 健二  ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 富士通FIP      2時間14分41秒 (神奈川県)
835 3394 丸山 剛   ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ 綿50%        2時間14分48秒 (松本市)
836 5055 伊藤 新司  ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ             2時間14分48秒 (南箕輪村)
837 5281 柳沢 俊介  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ HIOKI       2時間14分49秒 (上田市)
838 6302 所 博和   ﾄｺﾛ ﾋﾛｶｽﾞ 特になし        2時間14分56秒 (諏訪市)
839 466 村澤 貴之  ﾑﾗｻﾜ ﾀｶﾕｷ             2時間15分01秒 (駒ヶ根市)
840 2161 小泉 透   ｺｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 宮坂醸造㈱  真澄   2時間15分02秒 (諏訪市)
841 3356 川島 浩治  ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ             2時間15分11秒 (東京都)
842 3597 山田 嘉孝  ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 岡谷酸素株式会社    2時間15分14秒 (諏訪市)
843 6878 篠原 克己  ｼﾉﾊﾗ ｶﾂｷ ★TEAM  LIMIT 2時間15分17秒 (茅野市)
844 4092 山川 恵三  ﾔﾏｶﾜ ｹｲｿﾞｳ             2時間15分20秒 (茅野市)
845 5367 大下 明   ｵｵｼﾀ ｱｷﾗ             2時間15分22秒 (東京都)
846 5823 河越 光孝  ｶﾜｺﾞｴ ﾐﾂﾀｶ 岡谷市立湊小学校    2時間15分23秒 (岡谷市)
847 6795 松原 史明  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌﾐｱｷ ﾄﾗｽｺ中山㈱上田支店 2時間15分24秒 (上田市)
848 4305 石山 智之  ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ             2時間15分26秒 (松本市)
849 4191 川合 永二  ｶﾜｲ ｴｲｼﾞ 太陽ｲﾝｷ製造     2時間15分29秒 (埼玉県)
850 3815 渡邉 秩   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ ■京ｾﾗｺﾈｸﾀ■   2時間15分33秒 (諏訪市)
851 2938 藤原 猛司  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ ｲｰｽﾀﾝ       2時間15分34秒 (諏訪市)
852 2711 戸谷 隆史  ﾄﾔ ﾀｶｼ             2時間15分36秒 (下諏訪町)
853 5648 杵鞭 俊介  ｷﾈﾑﾁ ｼｭﾝｽｹ             2時間15分38秒 (松本市)
854 3858 井坪 崇   ｲﾂﾎﾞ ﾀｶｼ 蝗~大上海~      2時間15分41秒 (伊那市)
855 7638 中島 宏治  ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間15分43秒 (諏訪市)
856 5729 熊谷 健太朗 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ             2時間15分45秒 (茅野市)
857 3906 中島 誠   ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ ★★綿半RC★★    2時間15分52秒 (上田市)
858 5237 原山 昌也  ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻﾔ             2時間15分53秒 (諏訪市)
859 4219 坂本 和也  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ             2時間15分54秒 (諏訪市)
860 4549 山本 遼平  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 共栄電工健美会     2時間15分57秒 (新潟県)
861 1742 岩田 陽市  ｲﾜﾀ ﾖｳｲﾁ Glanz       2時間16分06秒 (松本市)
862 3477 馬場 俊一  ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ             2時間16分09秒 (愛知県)
863 5169 川村 知裕  ｶﾜﾑﾗ ﾁﾋﾛ             2時間16分09秒 (長野市)
864 1870 平野 一篤  ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 髙﨑製作所       2時間16分10秒 (長野市)
865 4653 渡邊 純也  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間16分11秒 (諏訪市)
866 4809 小口 勝弘  ｵｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ             2時間16分11秒 (岡谷市)
867 3749 小林 康之  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 岡野薬品RC      2時間16分13秒 (松本市)
868 1434 上條 誠   ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ             2時間16分15秒 (伊那市)
869 2130 久保村 孝仁 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｶﾋﾄ Teamﾏﾙﾆｼ    2時間16分15秒 (松本市)
870 7298 竹村 昌典  ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ             2時間16分20秒 (駒ケ根市)
871 5495 鹿子島 幸二 ｶｺﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ             2時間16分22秒 (神奈川県)
872 2731 有賀 啓満  ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ             2時間16分25秒 (神奈川県)
873 5027 辰巳 知章  ﾀﾂﾐ ﾄﾓｱｷ やさいのｱﾏﾉ     2時間16分29秒 (山梨県)
874 5548 中島 正登  ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ             2時間16分30秒 (愛知県)
875 2426 伊藤 文行  ｲﾄｳ ﾌﾐﾕｷ             2時間16分31秒 (長野市)
876 3949 倉嶋 公希  ｸﾗｼﾏ ｺｳｷ             2時間16分31秒 (南箕輪村)
877 5765 酒井 宏晃  ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ             2時間16分31秒 (長野市)
878 921 桑川 悠一  ｸﾜｶﾜ ﾕｳｲﾁ             2時間16分34秒 (安曇野市)
879 4234 遠藤 毅   ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ             2時間16分34秒 (東京都)
880 3474 小川 大輔  ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             2時間16分36秒 (富士見町)
881 2195 今澤 靖英  ｲﾏｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ ｲｰｽﾀﾝ       2時間16分42秒 (茅野市)
882 6408 飯田 太一  ｲｲﾀﾞ ﾀｲﾁ             2時間16分46秒 (神奈川県)
883 3052 上原 悠也  ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾔ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 2時間16分57秒 (茅野市)
884 1300 五十嵐 考俊 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾄｼ             2時間17分01秒 (伊那市)
885 6647 笠原 彰   ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ 諏訪市役所陸上部    2時間17分02秒 (諏訪市)
886 6116 中野 和樹  ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ             2時間17分05秒 (生坂村)
887 5359 鈴木 大地  ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ めちゃほり       2時間17分16秒 (神奈川県)
888 4417 堀内 崇正  ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾏｻ             2時間17分24秒 (岡谷市)
889 4999 滑原 啓介  ﾅﾒﾊﾗ ｹｲｽｹ FJD         2時間17分29秒 (埼玉県)
890 5095 百瀬 弘貴  ﾓﾓｾ ﾋﾛﾀｶ ﾀｲﾑｱﾀｯｶｰｽﾞ   2時間17分33秒 (松本市)
891 2611 杉山 誠   ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ ﾁｰﾑﾀﾑﾗ      2時間17分34秒 (山梨県)
892 5256 高橋 大輔  ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 長野県警察       2時間17分38秒 (安曇野市)
893 7821 谷口 久和  ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｻｶｽﾞ             2時間17分42秒 (千葉県)
894 4823 関 智行   ｾｷ ﾄﾓﾕｷ 諏訪中央病院      2時間17分44秒 (茅野市)
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895 2240 藤原 邦弘  ﾌｼﾞﾜﾗ ｸﾆﾋﾛ 国興          2時間17分45秒 (飯田市)
896 6245 水谷 孝二  ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｼﾞ             2時間17分45秒 (茅野市)
897 6413 北原 潤   ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 諏訪市役所陸上部    2時間17分52秒 (岡谷市)
898 3988 中沢 恵太  ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ (株)都筑製作所    2時間17分55秒 (坂城町)
899 2995 伊藤 直樹  ｲﾄｳ ﾅｵｷ ﾋﾟｽｺ         2時間17分56秒 (伊那市)
900 6040 多田 啓一  ﾀﾀﾞ ｹｲｲﾁ             2時間17分59秒 (塩尻市)
901 5204 箭野 真平  ﾔﾉ ｼﾝﾍﾟｲ あたふた        2時間18分09秒 (東京都)
902 6079 高橋 良和  ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ             2時間18分09秒 (長野市)
903 4327 藤森 慶   ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲ             2時間18分12秒 (茅野市)
904 6293 千原 秀明  ﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間18分13秒 (伊那市)
905 6592 橋爪 拓郎  ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｸﾛｳ             2時間18分13秒 (長野市)
906 4233 開嶋 武志  ｶｲｼﾏ ﾀｹｼ             2時間18分16秒 (塩尻市)
907 6992 早川 壮則  ﾊﾔｶﾜ ﾀｹﾉﾘ             2時間18分17秒 (諏訪市)
908 7610 藤森 仁   ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾄｼ 絹の郷         2時間18分17秒 (下諏訪町)
909 4269 松本 訓武  ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾀｹ             2時間18分18秒 (千曲市)
910 5666 石田 優   ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾙ             2時間18分19秒 (飯田市)
911 462 滝澤 武巳  ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｹﾐ             2時間18分30秒 (箕輪町)
912 5527 犬房 陽一  ｲﾇﾌｻ ﾖｳｲﾁ             2時間18分33秒 (香川県)
913 1665 三澤 哲也  ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ             2時間18分35秒 (箕輪町)
914 5863 三並 亮二  ﾐﾅﾐ ﾘｮｳｼﾞ             2時間18分35秒 (埼玉県)
915 7310 吉田 直記  ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ﾃﾞﾝｿｰ        2時間18分36秒 (愛知県)
916 1077 田中 大介  ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ ﾁｰﾑ活        2時間18分37秒 (諏訪市)
917 3304 田中 一臣  ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵﾐ のむらんなｰず     2時間18分41秒 (諏訪市)
918 7650 籏町 昌樹  ﾊﾀﾏﾁ ﾏｻｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間18分41秒 (長野市)
919 6341 遠藤 智史  ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ             2時間18分43秒 (神奈川県)
920 5148 木下 航   ｷﾉｼﾀ ｺｳ             2時間18分45秒 (須坂市)
921 5039 野々村 祥一 ﾉﾉﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ なし          2時間18分47秒 (滋賀県)
922 5417 岡田 仁志  ｵｶﾀﾞ ﾋﾄｼ             2時間18分55秒 (岡谷市)
923 5209 知野 崇   ﾁﾉ ﾀｶｼ 引き抜きｰ､ﾄﾞｰﾝ!  2時間18分56秒 (松本市)
924 4432 熊谷 奨   ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ 株式会社ﾆｼﾑﾗ    2時間18分57秒 (富士見町)
925 7636 中嶋 康介  ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間19分04秒 (諏訪市)
926 3336 山田 恭正  ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾏｻ きらら治療室      2時間19分05秒 (諏訪市)
927 6608 丸山 貴由  ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾖｼ TEAM26      2時間19分06秒 (塩尻市)
928 5061 坂上 康夫  ｻｶｳｴ ﾔｽｵ 伊那中央病院      2時間19分11秒 (伊那市)
929 5718 若林 一秋  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｱｷ             2時間19分14秒 (神奈川県)
930 4998 酒井 大輔  ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ FJD         2時間19分15秒 (埼玉県)
931 2181 小泉 友和  ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間19分20秒 (茅野市)
932 2264 西澤 智晴  ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾊﾙ             2時間19分20秒 (諏訪市)
933 2223 高林 融   ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ             2時間19分26秒 (岡谷市)
934 4345 上原 空太  ｳｴﾊﾗ ｿﾗﾀ ★税理士法人三澤会計RC 2時間19分27秒 (諏訪市)
935 1244 丸山 和彦  ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ             2時間19分30秒 (塩尻市)
936 3231 小島 真樹  ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ ｻﾝｹｲ機器｣     2時間19分31秒 (伊那市)
937 3859 御子柴 聡一 ﾐｺｼﾊﾞ ｿｳｲﾁ 蝗~大上海~      2時間19分31秒 (岡谷市)
938 1640 三原 智郎  ﾐﾊﾗ ﾄﾓﾛｳ 鴨居歯科医院      2時間19分32秒 (塩尻市)
939 4183 本田 宏   ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 共栄電工健美会     2時間19分37秒 (岡谷市)
940 5740 大平 翔太  ｵｵﾋﾗ ｼｮｳﾀ 凸版印刷株式会社    2時間19分41秒 (東京都)
941 4728 成澤 正樹  ﾅﾙｻﾜ ﾏｻｷ             2時間19分51秒 (岡谷市)
942 5040 田村 隆行  ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 南瀬谷RC       2時間19分55秒 (東京都)
943 2724 末広 賢一郎 ｽｴﾋﾛ ｹﾝｲﾁﾛｳ 飯田市立病院      2時間19分56秒 (飯田市)
944 2143 中西 忍   ﾅｶﾆｼ ｼﾉﾌﾞ             2時間19分57秒 (東京都)
945 520 雨宮 剛   ｱﾒﾐﾔ ﾂﾖｼ ﾆｯﾊﾟﾂRC      2時間19分59秒 (長野市)
946 6498 竹内 壮輔  ﾀｹｳﾁ ｿｳｽｹ 酒々ﾗﾝﾗﾝ      2時間19分59秒 (駒ヶ根市)
947 5879 宮川 賢二  ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 積和建設信州㈱     2時間20分02秒 (長野市)
948 2500 岡本 陽司  ｵｶﾓﾄ ﾖｳｼﾞ             2時間20分07秒 (岡谷市)
949 4429 魚住 浩志  ｳｵｽﾞﾐ ﾋﾛｼ             2時間20分12秒 (松本市)
950 3542 宮坂 和宏  ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 小松精機工作所     2時間20分14秒 (茅野市)
951 2153 藤森 克紀  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾂｷ 信州吉野電機  第二製造 2時間20分15秒 (諏訪市)
952 2155 松木 健   ﾏﾂｷ ﾀｹｼ             2時間20分15秒 (諏訪市)
953 7460 早川 哲司  ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂｼﾞ             2時間20分16秒 (愛知県)
954 7303 後藤 信之  ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ             2時間20分21秒 (東京都)
955 1716 三浦 友輝  ﾐｳﾗ ﾄﾓｷ             2時間20分22秒 (静岡県)
956 5801 小松 平馬  ｺﾏﾂ ﾍｲﾏ ﾄﾎﾟﾛｼﾞｰ       2時間20分32秒 (神奈川県)
957 3543 大竹 充   ｵｵﾀｹ ﾐﾂﾙ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間20分33秒 (新潟県)
958 7275 毛塚 学   ｹﾂﾞｶ ﾏﾅﾌﾞ ﾜｲﾜｲ倶楽部     2時間20分42秒 (東京都)

28/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

959 3515 飯田 祐俊  ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 共栄電工健美会     2時間20分45秒 (岡谷市)
960 2149 小野 仁士  ｵﾉ ﾋﾄｼ 元祖天才ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間20分46秒 (塩尻市)
961 6815 堀内 和明  ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｱｷ 諏訪          2時間20分51秒 (須坂市)
962 7811 稲田 真彦  ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾋｺ             2時間20分51秒 (諏訪市)
963 4372 武居 剛志  ﾀｹｲ ﾂﾖｼ             2時間20分53秒 (諏訪市)
964 1395 佐藤 勇介  ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 近鉄ｺｽﾓｽﾏﾗｿﾝ隊 2時間20分55秒 (諏訪市)
965 1304 下畑 隆博  ｼﾓﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ             2時間20分58秒 (塩尻市)
966 2174 伊東 政秀  ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間20分58秒 (茅野市)
967 3393 小林 翔平  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 綿50%        2時間21分00秒 (伊那市)
968 7728 根橋 弘二郎 ﾈﾊﾞｼ ｺｳｼﾞﾛｳ             2時間21分10秒 (富士見町)
969 6127 樋口 泰男  ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｵ 株式会社VSN     2時間21分11秒 (東京都)
970 7365 田渕 翔司  ﾀﾌﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間21分11秒 (山梨県)
971 4379 服部 昌樹  ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 岡谷鋼機㈱       2時間21分32秒 (愛知県)
972 3285 春日 力   ｶｽｶﾞ ﾁｶﾗ             2時間21分33秒 (諏訪市)
973 5391 三塚 要   ﾐﾂﾂﾞｶ ｶﾅﾒ 富士電機        2時間21分33秒 (松本市)
974 1142 熊﨑 昌幸  ｸﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ             2時間21分36秒 (茅野市)
975 373 伊藤 貴宏  ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ NMMB        2時間21分56秒 (宮城県)
976 5197 山名 涼太  ﾔﾏﾅ ﾘｮｳﾀ 早稲田魂        2時間21分56秒 (伊那市)
977 2657 藤森 祐介  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｽｹ NMC陸上部      2時間22分04秒 (諏訪市)
978 5123 前澤 惇   ﾏｴｻﾞﾜ ｱﾂｼ ｱﾙﾌﾟｽAC      2時間22分04秒 (南箕輪村)
979 3502 小池 智之  ｺｲｹ ﾄﾓﾕｷ             2時間22分07秒 (茅野市)
980 5989 香高 弘樹  ｺｳﾀｶ ﾋﾛｷ             2時間22分09秒 (伊那市)
981 3752 臼井 義信  ｳｽｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 岡野薬品RC      2時間22分11秒 (長野市)
982 7652 矢嶋 剛   ﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ             2時間22分20秒 (茅野市)
983 3153 宮田 拓弥  ﾐﾔﾀ ﾀｸﾔ TEAM音叉      2時間22分25秒 (神奈川県)
984 4927 谷口 委男  ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｸｵ             2時間22分25秒 (塩尻市)
985 7202 喜多村 慶介 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ なし          2時間22分27秒 (新潟県)
986 1065 牛山 剛志  ｳｼﾔﾏ ﾂﾖｼ ｲｰｽﾀﾝ       2時間22分29秒 (茅野市)
987 6639 大野田 安善 ｵｵﾉﾀﾞ ﾔｽﾖｼ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間22分30秒 (茅野市)
988 7205 等々力 昌尚 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾏｻﾅｵ             2時間22分42秒 (埼玉県)
989 4369 立谷 玲   ﾀﾁﾔ ｱｷﾗ             2時間22分47秒 (福島県)
990 5295 川村 健祐  ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｽｹ             2時間22分54秒 (埼玉県)
991 6226 関矢 裕之  ｾｷﾔ ﾋﾛﾕｷ ★JP走ろう会★    2時間23分02秒 (東京都)
992 6542 内田 晶久  ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋｻ ﾂﾓｲ         2時間23分02秒 (諏訪市)
993 710 小松 良行  ｺﾏﾂ ﾖｼﾕｷ             2時間23分07秒 (下諏訪町)
994 4385 金子 美弘  ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 米山会         2時間23分16秒 (茅野市)
995 5913 井原 隆行  ｲﾊﾗ ﾀｶﾕｷ             2時間23分16秒 (茅野市)
996 6400 大和 央季  ｵﾜ ﾋｻｷ ほぐし屋        2時間23分28秒 (諏訪市)
997 4576 阿部 雅則  ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間23分30秒 (新潟県)
998 2563 中村 祐太  ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 株式会社都筑製作所   2時間23分32秒 (千曲市)
999 6640 倉根 誠   ｸﾗﾈ ﾏｺﾄ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間23分54秒 (原村)

1000 4633 杉田 直也  ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾔ 太陽ｲﾝｷ製造     2時間23分56秒 (埼玉県)
1001 6591 斎藤 和史  ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｼ 松本市立病院      2時間23分59秒 (松本市)
1002 5050 正田 行穂  ｼｮｳﾀﾞ ﾕｷﾎ 正田歯科ｸﾘﾆｯｸ   2時間24分12秒 (諏訪市)
1003 6898 進藤 文太  ｼﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾛ             2時間24分13秒 (辰野町)
1004 6538 永野 聡   ﾅｶﾞﾉ ｻﾄｼ 東泉産業株式会社    2時間24分14秒 (諏訪市)
1005 5647 井村 豪   ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ             2時間24分17秒 (大町市)
1006 6086 下島 祐二  ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県農協直販     2時間24分21秒 (長野市)
1007 7313 今井 大輔  ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ             2時間24分21秒 (東京都)
1008 5462 菅原 啓   ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ 恒川歯科        2時間24分24秒 (岐阜県)
1009 3589 青木 幸一  ｱｵｷ ｺｳｲﾁ ﾋﾟｽｺ         2時間24分30秒 (箕輪町)
1010 4577 花岡 陽介  ﾊﾅｵｶ ﾖｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間24分32秒 (松本市)
1011 3061 山田 晃康  ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾔｽ             2時間24分37秒 (岡谷市)
1012 4626 平澤 浩二  ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞ 茅野市役所RC     2時間24分38秒 (茅野市)
1013 3447 木下 彰訓  ｷﾉｼﾀ ｱｷﾉﾘ             2時間24分44秒 (松本市)
1014 6098 伊林 哲雄  ｲﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ RunSou1     2時間24分44秒 (宮田村)
1015 6660 小島 修二  ｺｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 共栄電工健美会     2時間24分51秒 (岡谷市)
1016 5754 青木 伸明  ｱｵｷ ﾉﾌｱｷ             2時間24分54秒 (塩尻市)
1017 3935 井手川 斉  ｲﾃﾞｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ MRC         2時間24分56秒 (岡谷市)
1018 6161 緑川 桂太  ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｹｲﾀ ﾋﾞｰﾙ愛好会      2時間24分57秒 (松本市)
1019 5074 中山 孝作  ﾅｶﾔﾏ ｺｳｻｸ             2時間25分12秒 (東京都)
1020 4629 上條 篤史  ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾂｼ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間25分21秒 (茅野市)
1021 369 山田 勇   ﾔﾏﾀﾞ ｲｻﾑ             2時間25分29秒 (岡谷市)
1022 4855 酒井 規行  ｻｶｲ ﾉﾘﾕｷ ORC         2時間25分30秒 (上松町)
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1023 5379 小野谷 真吾 ｵﾉｶﾞﾔ ｼﾝｺﾞ             2時間25分30秒 (茅野市)
1024 6177 嵯峨 亮介  ｻｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 共栄電工健美会     2時間25分30秒 (岡谷市)
1025 5483 定岡 直   ｻﾀﾞｵｶ ｽﾅｵ             2時間25分34秒 (塩尻市)
1026 4528 池上 達也  ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ TOYOSK      2時間25分38秒 (諏訪市)
1027 3400 中澤 聖   ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾖｼ             2時間25分44秒 (長野市)
1028 6339 大住 和弘  ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間25分48秒 (伊那市)
1029 4649 小林 優紀  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 太陽工業走友会     2時間25分58秒 (富士見町)
1030 3734 和田 吉隆  ﾜﾀﾞ ﾖｼﾀｶ             2時間26分10秒 (東京都)
1031 892 押見 勇希  ｵｼﾐ ﾕｳｷ             2時間26分20秒 (長野市)
1032 1684 笠原 聡志  ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ             2時間26分21秒 (原村)
1033 7284 栗田 朋和  ｸﾘﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 長野県労働金庫     2時間26分21秒 (塩尻市)
1034 3162 荒川 正人  ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾄ 難破船         2時間26分24秒 (諏訪市)
1035 4598 東 雄介   ｱｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間26分26秒 (愛知県)
1036 2442 清水 和弘  ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間26分27秒 (松本市)
1037 6586 伊東 佐登志 ｲﾄｳ ｻﾄｼ             2時間26分31秒 (南箕輪村)
1038 5824 牛山 武彦  ｳｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間26分37秒 (茅野市)
1039 4252 小宮山 義幸 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ             2時間26分38秒 (安曇野市)
1040 7230 大谷 英勝  ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｶﾂ             2時間26分38秒 (千曲市)
1041 6515 水村 暁人  ﾐｽﾞﾑﾗ ｱｷﾄ 麻布ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ  2時間26分40秒 (埼玉県)
1042 4346 清水 一功  ｼﾐｽﾞ ｲｯｺｳ ﾁｰﾑSNK      2時間26分41秒 (茅野市)
1043 4596 梅田 将成  ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間26分43秒 (愛知県)
1044 7278 鷲見 大樹  ﾜｼﾐ ﾀｲｷ 信州こころん      2時間26分44秒 (伊那市)
1045 4622 土岐 篤広  ﾄｷ ｱﾂﾋﾛ 茅野市役所RC     2時間26分45秒 (茅野市)
1046 3286 杉田 篤彦  ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾋｺ             2時間26分46秒 (諏訪市)
1047 3175 花岡 大   ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｼ ﾗﾝﾆﾝｸﾞ長渕会    2時間26分48秒 (岡谷市)
1048 3332 池田 優   ｲｹﾀﾞ ﾕｳ ﾄﾗｽｺ中山㈱     2時間26分48秒 (岡谷市)
1049 5360 宮田 貴弘  ﾐﾔﾀ ﾀｶﾋﾛ めちゃほり       2時間26分48秒 (松本市)
1050 6448 水嵜 英明  ﾐｽﾞｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間26分48秒 (東京都)
1051 6854 高林 光治  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 岡谷酸素株式会社    2時間26分49秒 (岡谷市)
1052 5271 西山 幸宏  ﾆｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ             2時間26分54秒 (飯綱町)
1053 5002 角田 俊介  ｽﾐﾀ ｼｭﾝｽｹ FJD         2時間27分01秒 (千葉県)
1054 7362 永倉 大五  ﾅｶﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ             2時間27分01秒 (千葉県)
1055 5897 武山 友和  ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 共栄電工健美会     2時間27分02秒 (岡谷市)
1056 6438 有賀 隆成  ｱﾙｶﾞ ﾀｶﾅﾘ             2時間27分02秒 (下諏訪町)
1057 5306 今井 正樹  ｲﾏｲ ﾏｻｷ             2時間27分06秒 (下諏訪町)
1058 104 橋本 信一  ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ ｷｯﾂ         2時間27分12秒 (箕輪町)
1059 4830 松田 聡   ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ             2時間27分32秒 (下諏訪町)
1060 5382 横山 隆太  ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀ             2時間27分33秒 (千葉県)
1061 3241 藤森 一英  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾃﾞ             2時間27分38秒 (茅野市)
1062 5510 梅原 聡   ｳﾒﾊﾗ ｻﾄｼ IHI回転機械     2時間27分39秒 (千葉県)
1063 1685 滝沢 強   ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾖｼ             2時間27分41秒 (長野市)
1064 757 一本木 邦治 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｸﾆﾊﾙ             2時間27分46秒 (東京都)
1065 1042 太田 達也  ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ 軽ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ   2時間27分50秒 (岡谷市)
1066 5182 伊藤 晃志  ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ             2時間27分56秒 (駒ヶ根市)
1067 4652 岩波 孝比古 ｲﾜﾅﾐ ﾀｶﾋｺ OKAYA       2時間28分09秒 (岡谷市)
1068 2193 牛山 寛和  ｳｼﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ ｲｰｽﾀﾝ       2時間28分20秒 (茅野市)
1069 3373 山田 卓司  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ FxA長野       2時間28分31秒 (長野市)
1070 4304 岡田 典之  ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ORC         2時間28分37秒 (東京都)
1071 7790 垣田 元康  ｶｷﾀ ﾓﾄﾔｽ THK株式会社     2時間28分41秒 (諏訪市)
1072 3086 坊薗 友博  ﾎﾞｳｿﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間28分45秒 (辰野町)
1073 7085 石川 和則  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ             2時間28分48秒 (岡谷市)
1074 4386 花岡 茂廣  ﾊﾅｵｶ ｼｹﾞﾋﾛ             2時間28分50秒 (岡谷市)
1075 7203 山田 行人  ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾄ             2時間28分51秒 (松本市)
1076 5781 村上 英臣  ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｵﾐ             2時間28分55秒 (下諏訪町)
1077 2595 古林 孝平  ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ             2時間28分59秒 (茅野市)
1078 7179 山田 俊一  ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ             2時間28分59秒 (長野市)
1079 6776 堀井 俊晴  ﾎﾘｲ ﾄｼﾊﾙ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間29分03秒 (新潟県)
1080 3070 平出 和也  ﾋﾗｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ JA信州諏訪      2時間29分12秒 (茅野市)
1081 6416 竹内 隆晴  ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾊﾙ YKK  AP  株式会 2時間29分17秒 (松本市)
1082 5623 佐々木 啓吾 ｻｻｷ ｹｲｺﾞ 会社員         2時間29分19秒 (松本市)
1083 1317 丸山 英一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ             2時間29分30秒 (塩尻市)
1084 5915 宮原 信介  ﾐﾔﾊﾗ ｼﾝｽｹ ﾋﾟｽｺ         2時間29分46秒 (伊那市)
1085 3420 樋口 一也  ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ             2時間29分47秒 (塩尻市)
1086 5931 木下 直季  ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ             2時間29分49秒 (諏訪市)
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1087 3878 畠中 浩一  ﾊﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ ｴﾌﾟｿﾝ        2時間29分51秒 (松本市)
1088 5172 北原 新一  ｷﾀﾊﾗ ｼﾝｲﾁ             2時間29分58秒 (塩尻市)
1089 5199 荒井 威至  ｱﾗｲ ﾀｹｼ TAT         2時間30分04秒 (長野市)
1090 5318 細田 敏之  ﾎｿﾀﾞ ﾄｼﾕｷ R/Eﾏﾗｿﾝ部    2時間30分09秒 (伊那市)
1091 4680 三沢 雄一郎 ﾐｻﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 鳥かつ走友会      2時間30分12秒 (諏訪市)
1092 5690 両角 和彦  ﾓﾛｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ 長野県警        2時間30分12秒 (長野市)
1093 2725 熊谷 亮   ｱﾗｲ ﾘｮｳ 飯田市立病院      2時間30分13秒 (阿智村)
1094 7021 大久保 正俊 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾄｼ 長野ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ     2時間30分18秒 (長野市)
1095 6768 片山 俊哉  ｶﾀﾔﾏ ﾄｼﾔ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間30分22秒 (諏訪市)
1096 6781 荻原 涼   ｵｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間30分22秒 (新潟県)
1097 7519 百瀬 学   ﾓﾓｾ ﾏﾅﾌﾞ             2時間30分26秒 (塩尻市)
1098 7518 平林 克修  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾉﾌﾞ             2時間30分34秒 (塩尻市)
1099 7566 藤田 哲哉  ﾌｼﾞﾀ ﾃﾂﾔ             2時間30分36秒 (東京都)
1100 3945 新井 利幸  ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 有限会社新井精密    2時間30分40秒 (埼玉県)
1101 5737 天田 空   ｱﾏﾀﾞ ｿﾗ             2時間30分42秒 (東京都)
1102 7219 宮﨑 優一  ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 婦人会館        2時間30分49秒 (千曲市)
1103 6134 室井 大介  ﾑﾛｲ ﾀﾞｲｽｹ KTZ         2時間30分58秒 (茨城県)
1104 6189 石井 大樹  ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間30分59秒 (上田市)
1105 4499 宮内 政典  ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾉﾘ             2時間31分01秒 (東京都)
1106 6118 布施 智一  ﾌｾ ﾄﾓｶｽﾞ             2時間31分01秒 (松本市)
1107 2249 小池 和仁  ｺｲｹ ｶｽﾞﾋﾄ             2時間31分14秒 (茅野市)
1108 5627 小池 和樹  ｺｲｹ ｶｽﾞｷ しなの会計事務所    2時間31分18秒 (原村)
1109 7621 松﨑 寛明  ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ KYORIN      2時間31分22秒 (松本市)
1110 4273 山田 慎一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ             2時間31分24秒 (岡谷市)
1111 6336 水木 秀成  ﾐｽﾞｷ ｼｭｳｾｲ             2時間31分27秒 (岡谷市)
1112 6899 宮坂 達也  ﾐﾔｻｶ ﾀﾂﾔ             2時間31分27秒 (東京都)
1113 6343 西村 庸平  ﾆｼﾑﾗ ﾖｳﾍｲ             2時間31分37秒 (東京都)
1114 5656 望月 里司  ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾄｼ             2時間31分47秒 (岐阜県)
1115 5083 丹澤 清和  ﾀﾝｻﾞﾜ ｷﾖｶｽﾞ             2時間31分49秒 (下諏訪町)
1116 7479 相山 慶成  ｱｲﾔﾏ ﾔｽﾅﾘ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間31分55秒 (山梨県)
1117 3818 上村 信太郎 ｶﾐﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ             2時間32分01秒 (諏訪市)
1118 7065 大和 史樹  ｵｵﾜ ﾌﾐｷ 松日          2時間32分01秒 (山形村)
1119 6590 田村 昌嗣  ﾀﾑﾗ ﾏｻﾂｸﾞ             2時間32分03秒 (神奈川県)
1120 3124 白井 淳一  ｼﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間32分06秒 (諏訪市)
1121 7787 今村 恵介  ｲﾏﾑﾗ ｹｲｽｹ THK         2時間32分06秒 (伊那市)
1122 5086 老沼 正樹  ｵｲﾇﾏ ﾏｻｷ             2時間32分09秒 (東京都)
1123 6246 諏訪 正樹  ｽﾜ ﾏｻｷ             2時間32分10秒 (中川村)
1124 4625 岩下 弘樹  ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｷ 茅野市役所RC     2時間32分17秒 (茅野市)
1125 4841 小坂 和行  ｺｻｶ ｶｽﾞﾕｷ 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ      2時間32分22秒 (岡谷市)
1126 2981 小松 茂   ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ             2時間32分27秒 (岡谷市)
1127 6671 徳武 篤   ﾄｸﾀｹ ｱﾂｼ             2時間32分29秒 (長野市)
1128 4989 濱 信昭   ﾊﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 岡野薬品RC      2時間32分36秒 (岡谷市)
1129 6787 武居 直史  ﾀｹｲ ﾅｵﾌﾐ 小松精機工作所     2時間32分46秒 (岡谷市)
1130 6337 多聞 文俊  ﾀﾓﾝ ﾌﾐﾄｼ             2時間32分48秒 (東京都)
1131 4604 松熊 紘史  ﾏﾂｸﾏ ﾋﾛﾌﾐ 諏訪警察署       2時間32分53秒 (長野市)
1132 5034 山西 裕治  ﾔﾏﾆｼ ﾕｳｼﾞ             2時間32分56秒 (神奈川県)
1133 2559 田中 真也  ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ (株)竹村製作所    2時間32分57秒 (飯山市)
1134 7415 小野 直也  ｵﾉ ﾅｵﾔ 下諏訪南小       2時間33分09秒 (岡谷市)
1135 1546 牧田 哲明  ﾏｷﾀ ﾃﾂｱｷ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間33分10秒 (岡谷市)
1136 7414 和田 直也  ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 下諏訪南小       2時間33分10秒 (岡谷市)
1137 7416 宮田 祐輔  ﾐﾔﾀ ﾕｳｽｹ 下諏訪南小       2時間33分10秒 (伊那市)
1138 7417 北村 潤太  ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 下諏訪南小       2時間33分10秒 (岡谷市)
1139 5356 諸橋 直也  ﾓﾛﾊｼ ﾅｵﾔ くにたちR       2時間33分13秒 (東京都)
1140 3331 田中 伸樹  ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｷ ﾄﾗｽｺ中山㈱     2時間33分14秒 (岡谷市)
1141 5093 鈴木 秀樹  ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ RUNJOU      2時間33分15秒 (伊那市)
1142 5714 兼子 宏   ｶﾈｺ ﾋﾛｼ             2時間33分23秒 (伊那市)
1143 6384 山本 泰嗣  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ             2時間33分27秒 (東京都)
1144 2924 降籏 弘明  ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾛｱｷ             2時間33分31秒 (大町市)
1145 5354 大塚 隼人  ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ くにたちR       2時間33分40秒 (東京都)
1146 2841 武石 充智  ﾀｹｲｼ ﾐﾁﾄｼ 酒々ﾗﾝﾗﾝ      2時間33分44秒 (須坂市)
1147 4619 戸松 康之  ﾄﾏﾂ ﾔｽﾕｷ 八十二銀行  諏訪支店 2時間33分46秒 (長野市)
1148 7594 落合 拓郎  ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ             2時間33分50秒 (東京都)
1149 6364 増尾 稔   ﾏｽｵ ﾐﾉﾙ ﾁｰﾑﾐｯﾂ      2時間33分51秒 (長野市)
1150 1117 宮坂 敏   ﾐﾔｻｶ ｻﾄｼ かさいｰず       2時間33分55秒 (茅野市)
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1151 5450 本山 聖一  ﾓﾄﾔﾏ ｾｲｲﾁ             2時間33分59秒 (茅野市)
1152 4145 今井 渉   ｲﾏｲ ﾜﾀﾙ かこみ         2時間34分01秒 (茅野市)
1153 6681 原 秀一   ﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間34分13秒 (諏訪市)
1154 7140 菊地 広一郎 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 東北ﾃｸﾄﾛﾝ     2時間34分16秒 (松本市)
1155 7618 小木曽 剛  ｵｷﾞｿ ﾂﾖｼ             2時間34分17秒 (愛知県)
1156 5560 三橋 優介  ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｽｹ 国保連合会       2時間34分21秒 (坂城町)
1157 7273 山下 大輔  ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ             2時間34分29秒 (神奈川県)
1158 7229 有賀 洋一郎 ｱﾙｶﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ ｻﾝ工業        2時間34分30秒 (伊那市)
1159 2916 河西 修平  ｶｻｲ ｼｭｳﾍｲ うじせい        2時間34分31秒 (諏訪市)
1160 3146 矢ヶ崎 智洋 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾋﾛ             2時間34分35秒 (岡谷市)
1161 7635 小澤 明弘  ｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間34分35秒 (岡谷市)
1162 5302 北城 高洋  ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｶｳﾐ 長野県信用保証協会   2時間34分43秒 (松本市)
1163 7374 宮崎 仁   ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾄｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間34分45秒 (新潟県)
1164 1081 屋本 佳男  ﾔﾓﾄ ﾖｼｵ ﾁｰﾑ活        2時間34分50秒 (岡谷市)
1165 5982 川南 直生  ｶﾜﾐﾅﾐ ﾅｵｷ A-1笹塚       2時間34分55秒 (東京都)
1166 3794 由田 悟   ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾙ             2時間35分01秒 (埼玉県)
1167 7592 梶田 将孝  ｶｼﾞﾀ ﾏｻﾀｶ TOYODA61    2時間35分03秒 (箕輪町)
1168 5127 大串 洋平  ｵｵｸﾞｼ ﾖｳﾍｲ 南陽          2時間35分09秒 (松本市)
1169 6849 小平 渡   ｺﾀﾞｲﾗ ﾜﾀﾙ ﾁｰﾑ共進       2時間35分10秒 (茅野市)
1170 7064 窪田 良太  ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 松日          2時間35分11秒 (松本市)
1171 6569 百瀬 太郎  ﾓﾓｾ ﾀﾛｳ             2時間35分13秒 (岡谷市)
1172 3972 新山 真史  ｱﾗﾔﾏ ﾏｻｼ 東信鋼鉄        2時間35分28秒 (伊那市)
1173 2806 宮本 光幸  ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾕｷ             2時間35分37秒 (山梨県)
1174 2546 北條 明浩  ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｷﾋﾛ ★飯水陸協★      2時間35分42秒 (飯山市)
1175 4574 長谷川 秀卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間35分47秒 (福島県)
1176 7020 片桐 啓介  ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ ﾆｯｾｰ電機      2時間36分32秒 (長野市)
1177 7663 石井 広宣  ｲｼｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 小松精機工作所     2時間36分33秒 (茅野市)
1178 6612 濱治 史好  ﾊﾏｼﾞ ﾌﾐﾖｼ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ        2時間36分36秒 (松本市)
1179 4539 納富 健司  ﾉｳﾄﾐ ｹﾝｼﾞ             2時間36分46秒 (駒ヶ根市)
1180 5101 柴 高志   ｼﾊﾞ ﾀｶｼ ﾀｲﾑｱﾀｯｶｰｽﾞ   2時間36分48秒 (伊那市)
1181 6344 加藤 洋平  ｶﾄｳ ﾖｳﾍｲ             2時間36分52秒 (松本市)
1182 3055 持木 悟   ﾓﾁｷ ｻﾄｼ             2時間37分08秒 (東京都)
1183 2913 伊藤 文彦  ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ うじせい        2時間37分09秒 (諏訪市)
1184 6695 前田 和孝  ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 早太郎伝説       2時間37分17秒 (松本市)
1185 7301 平島 洋貴  ﾋﾗｼﾏ ﾋﾛﾀｶ あすか製薬       2時間37分25秒 (南箕輪村)
1186 6897 藤森 俊和  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｼｶｽﾞ             2時間37分30秒 (岡谷市)
1187 7583 石栗 崇   ｲｼｸﾘ ﾀｶｼ ｻﾝ工業        2時間37分39秒 (伊那市)
1188 2505 中井 大介  ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ             2時間38分12秒 (東京都)
1189 2461 矢島 照大  ﾔｼﾞﾏ ﾃﾙﾋﾛ 献血協力願い隊!    2時間38分13秒 (愛知県)
1190 5084 五味渕 俊仁 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾄｼﾋﾄ ﾁｰﾑとしお      2時間38分15秒 (松本市)
1191 5787 住 祐治   ｽﾐ ﾕｳｼﾞ 木曽消防署       2時間38分16秒 (塩尻市)
1192 1456 犬飼 須我志 ｲﾇｶｲ ｽｶﾞｼ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間38分24秒 (神奈川県)
1193 5251 丸山 高泰  ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾔｽ             2時間38分26秒 (長野市)
1194 4897 西澤 克秀  ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ             2時間38分28秒 (辰野町)
1195 6080 山名 洋和  ﾔﾏﾅ ﾋﾛｶｽﾞ             2時間38分37秒 (東京都)
1196 6428 雨宮 修平  ｱﾒﾐﾔ ｼｭｳﾍｲ             2時間38分41秒 (富士見町)
1197 5734 平出 和正  ﾋﾗｲﾃﾞ ｶｽﾞﾏｻ HARU        2時間38分46秒 (塩尻市)
1198 4352 大見 朋哲  ｵｵﾐ ﾄﾓｱｷ RCｱﾌﾟﾆｱ      2時間38分47秒 (松本市)
1199 3922 中澤 寿春  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ             2時間38分53秒 (松本市)
1200 4856 古畑 喜芳  ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｼ 小林ｲﾝﾃﾘｱ     2時間38分59秒 (諏訪市)
1201 4994 小川 靖仁  ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 岡野薬品RC      2時間38分59秒 (岡谷市)
1202 6173 佐藤 和也  ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 共栄電工健美会     2時間39分23秒 (岡谷市)
1203 7083 小澤 雅夫  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｵ             2時間39分37秒 (岡谷市)
1204 4648 井ヶ倉 成哲 ｲｶﾞｸﾗ ﾅﾘｱｷ             2時間39分57秒 (岡谷市)
1205 6143 大友 健一  ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁ             2時間39分57秒 (東京都)
1206 6043 大澤 友之  ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾕｷ             2時間40分01秒 (大町市)
1207 7040 早出 健太  ｿｳﾃﾞ ｹﾝﾀ             2時間40分10秒 (岡谷市)
1208 7189 水谷 康彦  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽﾋｺ             2時間40分17秒 (長野市)
1209 4270 田村 雄介  ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ             2時間40分18秒 (上田市)
1210 4843 WesleyCharlesO ｳｪｽﾘｰﾁｬｰﾙｽﾞ             2時間40分18秒 (岡谷市)
1211 5702 箱崎 亘一  ﾊｺｻﾞｷ ﾉﾘｶｽﾞ ヴｪﾛｯｸｽ      2時間40分21秒 (東京都)
1212 5042 小林 景   ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ             2時間40分22秒 (辰野町)
1213 5161 名取 強   ﾅﾄﾘ ﾂﾖｼ             2時間40分28秒 (富士見町)
1214 7780 河合 陽賢  ｶﾜｲ ｱｷﾏｻ ｻﾝ工業株式会社    2時間40分28秒 (伊那市)
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1215 6673 續木 甚一  ﾂﾂﾞｷ ｼﾞﾝｲﾁ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間40分48秒 (諏訪市)
1216 7590 今井 大介  ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 株式会社 ほけんのﾌﾙﾏ 2時間40分49秒 (岡谷市)
1217 7252 高田 努   ﾀｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ BIRTH&days  2時間40分51秒 (茅野市)
1218 596 朝倉 宏典  ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾉﾘ ﾊﾞｰｽｱﾝﾄﾞﾃﾞｲｽﾞ   2時間41分00秒 (茅野市)
1219 5522 矢沢 芳博  ﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ じゃがｱｰﾑｽﾞ     2時間41分03秒 (茅野市)
1220 5778 清村 直樹  ｼﾑﾗ ﾅｵｷ             2時間41分06秒 (山梨県)
1221 2526 小脇 裕大  ｺﾜｷ ﾕﾀｶ             2時間41分13秒 (岡谷市)
1222 6653 山岡 慎一  ﾔﾏｵｶ ｼﾝｲﾁ ｽﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ   2時間41分19秒 (岡谷市)
1223 6809 古川 直仁  ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾋﾄ 東進衛星予備校     2時間41分30秒 (茅野市)
1224 7032 江口 善友  ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾄﾓ             2時間41分39秒 (熊本県)
1225 5893 岩波 龍一  ｲﾜﾅﾐ ﾘｭｳｲﾁ ｽﾜﾃｯｸ建設㈱    2時間41分46秒 (諏訪市)
1226 4681 小松 正和  ｺﾏﾂ ﾏｻｶｽﾞ 鳥かつ走友会      2時間41分55秒 (長野市)
1227 5003 大畠 航   ｵｵﾊﾀ ﾜﾀﾙ FJD         2時間42分02秒 (埼玉県)
1228 631 佐々木 浩  ｻｻｷ ﾋﾛｼ 赤穂南小学校      2時間42分19秒 (宮田村)
1229 6350 沓掛 友明  ｸﾂｶｹ ﾄﾓｱｷ ﾐﾂﾜﾔﾝﾏｰ㈱    2時間42分21秒 (長野市)
1230 4512 宮下 悠一  ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｲﾁ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間42分24秒 (茅野市)
1231 3754 小嶋 光洋  ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ ｻﾋﾞちゃん       2時間42分29秒 (埼玉県)
1232 7119 長谷部 誠  ﾊｾﾍﾞ ﾏｺﾄ             2時間42分31秒 (岡谷市)
1233 5653 野田 真一  ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 株式会社ｼﾝｴｲ    2時間42分36秒 (下諏訪町)
1234 6662 内田 健一  ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 共栄電工健美会     2時間42分46秒 (岡谷市)
1235 7438 田中 祐治  ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ Team??Y&M   2時間42分51秒 (岡谷市)
1236 7547 朝倉 幹雄  ｱｻｸﾗ ﾐｷｵ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間43分10秒 (茅野市)
1237 5112 北村 正司  ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間43分12秒 (岡谷市)
1238 4947 加藤 武司  ｶﾄｳ ﾀｹｼ             2時間43分14秒 (岐阜県)
1239 6990 関 克彦   ｾｷ ｶﾂﾋｺ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間43分22秒 (岡谷市)
1240 6038 小野 俊光  ｵﾉ ﾄｼﾐﾂ             2時間43分48秒 (松本市)
1241 3971 松澤 雅樹  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｷ 東信鋼鉄        2時間43分49秒 (南箕輪村)
1242 5878 加藤 慎吾  ｶﾄｳ ｼﾝｺﾞ SUBARU      2時間43分50秒 (愛知県)
1243 7378 中込 洋   ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾛｼ 株式会社ｷｯﾂ     2時間44分01秒 (山梨県)
1244 2914 廣瀬 達也  ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ             2時間44分20秒 (宮田村)
1245 1714 寺澤 慶大  ﾃﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ Glanz       2時間44分26秒 (松本市)
1246 6513 竹田 亮   ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ             2時間44分28秒 (南箕輪村)
1247 3183 中村 明史  ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 秋葉原とんべｴRC   2時間44分42秒 (埼玉県)
1248 7486 羽生田 恭裕 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 諏訪警察署       2時間44分43秒 (諏訪市)
1249 4940 安彦 一也  ｱﾋｺ ｶｽﾞﾔ 諏訪赤十字病院駅伝部  2時間44分44秒 (諏訪市)
1250 4941 小山 泰仙  ｺﾔﾏ ﾀｲｾﾝ 諏訪赤十字病院駅伝部  2時間44分44秒 (諏訪市)
1251 2633 野牧 正稔  ﾉﾏｷ ﾏｻﾄｼ 上條記念病院      2時間44分49秒 (松本市)
1252 7407 小松 真也  ｺﾏﾂ ｼﾝﾔ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間44分54秒 (松本市)
1253 6298 内山 浩一  ｳﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ IRC         2時間45分01秒 (長野市)
1254 6672 井上 淳   ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 太陽工業        2時間45分02秒 (諏訪市)
1255 6649 田中 祐樹  ﾀﾅｶ ﾕｳｷ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間45分07秒 (安曇野市)
1256 7063 東條 大輔  ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 松日          2時間45分07秒 (茅野市)
1257 7677 平林 倫道  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐﾁ ★いずみ塾       2時間45分20秒 (塩尻市)
1258 6000 杉浦 克樹  ｽｷﾞｳﾗ ｶﾂｷ             2時間45分29秒 (松本市)
1259 7593 小松 勇三  ｺﾏﾂ ﾕｳｿﾞｳ             2時間45分31秒 (箕輪町)
1260 5426 江上 敬三  ｴｶﾞﾐ ｸｲｿﾞｳ             2時間45分39秒 (山梨県)
1261 6999 雨宮 渚   ｱﾒﾐﾔ ﾅｷﾞｻ UPSC        2時間46分03秒 (富士見町)
1262 7007 伊藤 俊寛  ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ             2時間46分13秒 (箕輪町)
1263 7625 森下 篤志  ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｼ ｵｶﾔｸﾞﾐ       2時間46分15秒 (下諏訪町)
1264 6335 鈴木 雅之  ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ             2時間46分27秒 (東京都)
1265 6749 河合 真一郎 ｶﾜｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｲｰｽﾀﾝ       2時間46分45秒 (東京都)
1266 6887 市ノ瀬 弦  ｲﾁﾉｾ ｹﾞﾝ             2時間46分51秒 (飯山市)
1267 6025 渡辺 論   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ             2時間46分52秒 (東京都)
1268 4553 大和 義弘  ｵﾜ ﾖｼﾋﾛ             2時間46分53秒 (諏訪市)
1269 7816 渡辺 隆志  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ☆ﾒｶﾞﾛｽ☆      2時間46分53秒 (東京都)
1270 7304 福島 隆太  ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳﾀ             2時間46分55秒 (諏訪市)
1271 7371 牛山 敦   ｳｼﾔﾏ ｱﾂｼ ｲｰｽﾀﾝ       2時間46分55秒 (東京都)
1272 7651 小林 昭仁  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間46分56秒 (下諏訪町)
1273 6960 佐々木 智也 ｻｻｷ ﾄｼﾔ             2時間47分05秒 (千葉県)
1274 7305 繁田 善大  ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ ﾌｰﾀｰｽﾞ       2時間47分08秒 (箕輪町)
1275 6395 池上 晋矢  ｲｹｶﾞﾐ ｼﾝﾔ             2時間47分10秒 (茅野市)
1276 6855 髙野 潤   ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ ﾁｰﾑSNK      2時間47分12秒 (東京都)
1277 4858 小林 大介  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 小林ｲﾝﾃﾘｱ     2時間47分35秒 (岡谷市)
1278 6790 青木 太三  ｱｵｷ ﾀｲｿﾞｳ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間47分39秒 (箕輪町)
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1279 6771 柳沢 祐介  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間47分49秒 (長野市)
1280 6786 百瀬 知明  ﾓﾓｾ ﾄﾓｱｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間47分50秒 (須坂市)
1281 4441 小川 浩貴  ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ ﾁｰﾑ  ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ 2時間47分54秒 (長野市)
1282 7493 小口 和幸  ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ             2時間48分06秒 (岡谷市)
1283 5026 武藤 勇樹  ﾑﾄｳ ﾕｳｷ やさいのｱﾏﾉ     2時間48分10秒 (山梨県)
1284 3514 池田 裕介  ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 共栄電工健美会     2時間48分11秒 (岡谷市)
1285 6081 野崎 俊昭  ﾉｻﾞｷ ﾄｼｱｷ             2時間48分16秒 (東京都)
1286 1460 河西 達也  ｶｻｲ ﾀﾂﾔ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間48分17秒 (山梨県)
1287 3096 竹入 雅弘  ﾀｹｲﾘ ﾏｻﾋﾛ             2時間48分25秒 (茅野市)
1288 7499 赤羽 和明  ｱｶﾊﾈ ｶｽﾞｱｷ             2時間48分27秒 (伊那市)
1289 7077 屋良 竜也  ﾔﾗ ﾀﾂﾔ             2時間48分30秒 (諏訪市)
1290 5590 三澤 英俊  ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ             2時間48分32秒 (伊那市)
1291 4517 内川 孝浩  ｳﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ             2時間48分40秒 (諏訪市)
1292 6687 呉本 成徳  ｸﾚﾓﾄ ｼｹﾞﾉﾘ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間48分43秒 (下諏訪町)
1293 6525 水谷 忠宣  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ             2時間48分45秒 (東京都)
1294 5191 中島 孝二  ﾅｶｼﾏ ｺｳｼﾞ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間48分59秒 (千葉県)
1295 6808 高橋 修史  ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾌﾐ いずみ塾        2時間49分06秒 (諏訪市)
1296 4896 玉田 伸彦  ﾀﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ             2時間49分15秒 (伊那市)
1297 7656 初見 和哉  ﾊﾂﾐ ｶｽﾞﾔ ｲｰｽﾀﾝ       2時間49分15秒 (東京都)
1298 7658 山本 浩之  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間49分15秒 (神奈川県)
1299 6875 小池 千秋  ｺｲｹ ﾁｱｷ             2時間49分34秒 (茅野市)
1300 7620 酒井 貴宏  ｻｶｲ ﾀｶﾋﾛ             2時間49分39秒 (富士見町)
1301 5113 村上 幹   ﾑﾗｶﾐ ﾐｷ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間49分45秒 (岡谷市)
1302 1459 山口 淳   ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間49分58秒 (東京都)
1303 7669 白井 潔   ｼﾗｲ ｷﾖｼ (株)ｷｯﾂ茅野工場  2時間50分11秒 (諏訪市)
1304 4988 松山 章生  ﾏﾂﾔﾏ ｱｷｵ ﾊﾟｿﾃｯｸﾗﾎﾞ     2時間50分22秒 (松本市)
1305 7740 菅野 亮一  ｽｶﾞﾉ ﾘｮｳｲﾁ 富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ 2時間50分36秒 (東京都)
1306 6709 水島 徹郎  ﾐｽﾞｼﾏ ﾃﾂﾛｳ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間50分39秒 (富士見町)
1307 5071 大島 護   ｵｵｼﾏ ﾏﾓﾙ             2時間50分44秒 (神奈川県)
1308 1401 並木 和明  ﾅﾐｷ ｶｽﾞｱｷ 並木電機工業所     2時間51分03秒 (岡谷市)
1309 5405 並木 友彦  ﾅﾐｷ ﾄﾓﾋｺ 並木電機工業所     2時間51分04秒 (岡谷市)
1310 6900 島田 春樹  ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ             2時間51分13秒 (岡谷市)
1311 4925 山本 裕都喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 爆走問題        2時間51分17秒 (茨城県)
1312 7117 手塚 卓人  ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾄ 吹部          2時間51分27秒 (岡谷市)
1313 1053 荻久保 伸一 ｵｸﾞｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ      2時間51分31秒 (諏訪市)
1314 6171 堀 純也   ﾎﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪信用金庫      2時間51分39秒 (諏訪市)
1315 3516 茅野 正幸  ﾁﾉ ﾏｻﾕｷ ｱｽﾘｰﾄRC     2時間51分46秒 (諏訪市)
1316 1457 佐藤 健治  ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間52分13秒 (茅野市)
1317 6500 那須野 祐一 ﾅｽﾉ ﾕｳｲﾁ 中日ﾋﾞﾙ        2時間52分15秒 (愛知県)
1318 6324 北澤 貴文  ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ             2時間52分21秒 (木曽町)
1319 486 山浦 浩太  ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾀ ﾁｰﾑ追手町      2時間52分25秒 (飯田市)
1320 2101 田辺 拓也  ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ             2時間52分27秒 (塩尻市)
1321 1539 小坂 誠   ｺｻｶ ﾏｺﾄ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間52分39秒 (南箕輪村)
1322 5721 百瀬 智文  ﾓﾓｾ ﾄﾓﾌﾐ             2時間52分40秒 (諏訪市)
1323 3973 平沢 淳二  ﾋﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東信鋼鉄        2時間52分54秒 (箕輪町)
1324 5799 中山 陽一  ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ             2時間53分01秒 (長野市)
1325 1063 中村 昌貴  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ JA共済  駅伝部   2時間53分09秒 (長野市)
1326 4102 下條 勝   ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｻﾙ             2時間53分14秒 (諏訪市)
1327 1697 西澤 亮   ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 西澤          2時間53分40秒 (下諏訪町)
1328 1540 関 憲太   ｾｷ ｹﾝﾀ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間53分44秒 (南箕輪村)
1329 7045 加藤 高次  ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ             2時間54分06秒 (松本市)
1330 6770 加藤 尚幸  ｶﾄｳ ﾅｵﾕｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ甲信越販売 2時間54分09秒 (新潟県)
1331 6485 八幡 塁   ﾔﾊﾀ ﾙｲ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間54分22秒 (岡谷市)
1332 7660 藤森 一成  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾅﾘ ｲｰｽﾀﾝ       2時間54分26秒 (諏訪市)
1333 7427 橋本 貴志  ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ             2時間54分38秒 (埼玉県)
1334 6814 柏崎 延幸  ｶｼﾜｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ             2時間54分46秒 (長野市)
1335 4595 渋谷 純一  ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｷｯﾂ         2時間54分48秒 (諏訪市)
1336 4516 林 勝彦   ﾊﾔｼ ｶﾂﾋｺ             2時間54分50秒 (下諏訪町)
1337 1483 朝里 浩靖  ｱｻｻﾞﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 信大06OT      2時間54分55秒 (石川県)
1338 6783 伊藤 洋一  ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間55分03秒 (上田市)
1339 1152 森杉 貴紀  ﾓﾘｽｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間55分45秒 (下諏訪町)
1340 4486 矢崎 克郎  ﾔｻﾞｷ ｶﾂﾛｳ 諏訪信用金庫      2時間55分46秒 (茅野市)
1341 5667 下田 瞬   ｼﾓﾀﾞ ｼｭﾝ             2時間55分52秒 (飯田市)
1342 6710 廣田 吉成  ﾋﾛﾀ ﾖｼﾅﾘ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間55分54秒 (諏訪市)
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1343 6712 吉田 健一  ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間56分28秒 (茅野市)
1344 7609 前田 圭吾  ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 松本市立病院      2時間56分31秒 (松本市)
1345 6059 中村 哲朗  ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 神應透析ｸﾘﾆｯｸ   2時間56分35秒 (松本市)
1346 6778 平尾 隆   ﾋﾗｵ ﾀｶｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間56分35秒 (新潟県)
1347 5731 山口 秀剛  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀｶ 宮下建設        2時間56分52秒 (伊那市)
1348 6850 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ TEAM  YAMANI 2時間57分21秒 (諏訪市)
1349 5586 川俣 俊介  ｶﾜﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾁｰﾑ住材       2時間57分49秒 (塩尻市)
1350 7120 藤森 正賢  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻｶﾀ             2時間57分56秒 (南箕輪村)
1351 7121 山崎 達也  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ             2時間57分56秒 (茅野市)
1352 5901 谷村 聡士  ﾀﾆﾑﾗ ｻﾄｼ 共栄電工健美会     2時間58分04秒 (新潟県)
1353 7828 中川 英樹  ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ             2時間58分07秒 (松本市)
1354 6198 伊藤 顕道  ｲﾄｳ ｱｷﾐﾁ             2時間58分08秒 (神奈川県)
1355 1433 瀧澤 大作  ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｻｸ             2時間58分17秒 (松本市)
1356 7534 三瓶 淳   ﾐｶﾒ ｼﾞｭﾝ             2時間58分57秒 (山梨県)
1357 7643 倉林 圭志  ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間59分09秒 (長野市)
1358 5261 瀬戸 淳治  ｾﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 町立辰野病院      2時間59分53秒 (辰野町)
1359 4546 久米 毅   ｸﾒ ﾀｹｼ             2時間59分56秒 (東京都)
1360 6930 松本 茂   ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 髙﨑製作所       3時間00分02秒 (千曲市)
1361 6793 天野 雅貴  ｱﾏﾉ ﾏｻｷ             3時間00分46秒 (伊那市)
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男子４０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 124 利根川 裕雄 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ     1時間08分35秒 (千曲市)
2 165 三沢 健   ﾐｻﾜ ｹﾝ             1時間11分56秒 (飯田市)
3 139 平尾 昌彦  ﾋﾗｵ ﾏｻﾋｺ 旭化成富士       1時間12分04秒 (静岡県)
4 196 松野 淳司  ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ             1時間14分39秒 (塩尻市)
5 161 佐熊 康生  ｻｸﾏ ﾔｽｵ D.R.AC      1時間15分48秒 (神奈川県)
6 162 清 信也   ｾｲ ｼﾝﾔ 静岡陸協        1時間15分57秒 (静岡県)
7 197 小坂 明史  ｵｻｶ ｱｷﾌﾐ             1時間16分58秒 (岡谷市)
8 112 百瀬 永吉  ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ             1時間17分58秒 (松本市)
9 214 橋本 慎一  ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ     1時間18分20秒 (三重県)

10 268 今井 洋二  ｲﾏｲ ﾖｳｼﾞ 上田市陸協       1時間18分32秒 (上田市)
11 664 平山 勝重  ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｼｹﾞ             1時間19分03秒 (諏訪市)
12 277 中村 賢太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 川路AC        1時間20分01秒 (飯田市)
13 290 北林 竜二  ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ ﾁｰﾑ平出       1時間20分45秒 (辰野町)
14 333 小池 経夫  ｺｲｹ ﾂﾈｵ             1時間20分46秒 (長野市)
15 179 丸山 充   ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾙ 松川村AC       1時間21分10秒 (松川村)
16 299 船戸 勝   ﾌﾅﾄ ﾏｻﾙ すわっこAC      1時間21分13秒 (諏訪市)
17 328 坪木 隆   ﾂﾎﾞｷ ﾀｶｼ 寅さん競走部      1時間21分20秒 (伊那市)
18 295 平澤 重章  ﾋﾗｻﾜ ｼｹﾞｱｷ NHKﾆｯﾊﾟﾂRC   1時間21分22秒 (伊那市)
19 269 山田 拓次  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ ｼﾅﾉｹﾝｼ      1時間21分58秒 (東御市)
20 210 増山 正博  ﾏｽﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾗﾝﾅｰｽﾞｳｪｰﾌﾞ飯田 1時間22分00秒 (飯田市)
21 230 蔵品 進   ｸﾗｼﾅ ｽｽﾑ             1時間22分04秒 (東京都)
22 216 遠藤 忍   ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉﾌﾞ SORC長野      1時間22分36秒 (福島県)
23 286 藤谷 健   ﾌｼﾞﾀﾆ ｹﾝ すまいるAC      1時間22分42秒 (松本市)
24 154 唐木 弘志  ｶﾗｷ ﾋﾛｼ 赤穂南小学校      1時間23分13秒 (宮田村)
25 316 入江 敦彦  ｲﾘｴ ｱﾂﾋｺ ろぐちゃんRC     1時間23分23秒 (小谷村)
26 471 吉住 健一  ﾖｼｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ             1時間23分31秒 (東京都)
27 264 木村 貴峰  ｷﾑﾗ ﾀｶﾐﾈ 上田高校教諭      1時間23分36秒 (千曲市)
28 257 高沢 嘉一  ﾀｶｻﾜ ﾖｼｶｽﾞ 高沢ﾓｰﾀｰｽ     1時間23分49秒 (木曽町)
29 279 堀井 伸高  ﾎﾘｲ ﾉﾌﾞﾀｶ             1時間24分09秒 (宮田村)
30 252 神谷 善之  ｶﾐﾔ ﾖｼﾕｷ             1時間24分19秒 (飯田市)
31 296 下山 雅也  ｼﾓﾔﾏ ﾏｻﾔ ｽﾜｺｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ  1時間24分29秒 (岡谷市)
32 556 牧野 裕幸  ﾏｷﾉ ﾋﾛﾕｷ             1時間25分06秒 (東京都)
33 443 藤澤 孝行  ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ちいむもみじ      1時間25分10秒 (宮田村)
34 313 加藤 恒男  ｶﾄｳ ﾂﾈｵ             1時間25分13秒 (辰野町)
35 851 藤本 浩行  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 富士通         1時間25分18秒 (東京都)
36 309 小林 芳明  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ ﾁｰﾑ☆SKY     1時間25分26秒 (飯島町)
37 266 宮武 雄一  ﾐﾔﾀｹ ﾕｳｲﾁ             1時間25分42秒 (茅野市)
38 783 高知尾 武彦 ﾀｶﾁｵ ﾀｹﾋｺ 逗子市陸協       1時間25分43秒 (神奈川県)
39 831 熊谷 潤   ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ IIDA-WAVE   1時間25分43秒 (飯田市)
40 291 小野寺 環  ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾏｷ JVCKWD      1時間25分44秒 (東京都)
41 526 宮澤 佳浩  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ             1時間25分55秒 (辰野町)
42 747 大東 篤史  ﾀﾞｲﾄｳ ｱﾂｼ             1時間26分10秒 (岐阜県)
43 585 両角 裕一  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｲﾁ 東京陸上競技教会    1時間26分16秒 (東京都)
44 301 原 伸一朗  ﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 侍AC         1時間26分17秒 (箕輪町)
45 797 舩山 英二  ﾌﾅﾔﾏ ｴｲｼﾞ ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ   1時間26分22秒 (東京都)
46 138 河野 太   ｶﾜﾉ ﾌﾄｼ ARC         1時間26分32秒 (東京都)
47 560 佐藤 庄一  ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 相模原市陸協      1時間26分35秒 (神奈川県)
48 696 恒本 宏   ﾂﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ ﾁｰﾑまことちゃん   1時間26分51秒 (長野市)
49 804 加藤 洋史  ｶﾄｳ ﾋﾛｼ ﾁｰﾑてきとう     1時間27分02秒 (東京都)
50 453 藤本 博治  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ とよのﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間27分07秒 (長野市)
51 288 阪田 武   ｻｶﾀ ﾀｹｼ 松本市屋上RC     1時間27分14秒 (松本市)
52 1076 田中 義雄  ﾀﾅｶ ﾖｼｵ ﾁｰﾑ活        1時間27分26秒 (富士見町)
53 535 小澤 謙志  ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ             1時間27分39秒 (上田市)
54 200 藤森 了   ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾄﾙ 十六夜ｽﾄｰﾘｰ    1時間27分57秒 (茅野市)
55 319 鎌倉 克久  ｶﾏｸﾗ ｶﾂﾋｻ TEAM-T      1時間28分04秒 (南箕輪村)
56 692 寺沢 真   ﾃﾗｻﾜ ﾏｺﾄ AVRC長野      1時間28分19秒 (松本市)
57 733 宮川 慶太郎 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ ■■■三谷屋■■■   1時間28分19秒 (信濃町)
58 304 北原 広嗣  ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ ﾊﾏﾃﾂﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1時間28分46秒 (下諏訪町)
59 474 唐澤 直樹  ｶﾗｻﾜ ﾅｵｷ 伊那市陸上競技協会   1時間28分54秒 (伊那市)
60 763 池上 剛   ｲｹｶﾞﾐ ﾀｹｼ ﾁｰﾑ☆SKY     1時間29分02秒 (伊那市)
61 657 吉田 勝昭  ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｱｷ             1時間29分03秒 (神奈川県)
62 620 鄭 旭    ﾃｲ ｷｮｸ 共栄電工健美会     1時間29分07秒 (新潟県)
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63 287 春木 崇   ﾊﾙｷ ﾀｶｼ 東京陸協        1時間29分11秒 (東京都)
64 606 細川 豪   ﾎｿｶﾜ ﾀｹｼ             1時間29分15秒 (塩尻市)
65 537 高橋 朋裕  ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ             1時間29分16秒 (塩尻市)
66 595 小坂 真也  ｵｻｶ ｼﾝﾔ ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ   1時間29分30秒 (東京都)
67 416 原 孝洋   ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ TEAM-T      1時間29分39秒 (諏訪市)
68 845 村田 智三  ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐﾂ ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ       1時間29分49秒 (東京都)
69 603 森 弘次   ﾓﾘ ｺｳｼﾞ もりｽﾄｱｰ      1時間30分10秒 (東京都)
70 434 小川 憲太郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ TEAM音叉      1時間30分20秒 (岡谷市)
71 292 土信田 圭太 ﾄｼﾀﾞ ｹｲﾀ ﾄﾄﾛ走友会      1時間30分24秒 (東京都)
72 785 寺西 利之  ﾃﾗﾆｼ ﾄｼﾕｷ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ横浜    1時間30分31秒 (神奈川県)
73 337 茅野 光徳  ﾁﾉ ﾐﾂﾉﾘ 諏訪市役所陸上部    1時間30分45秒 (岡谷市)
74 419 平泉 庸   ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾔｽｼ TEAM音叉      1時間30分48秒 (辰野町)
75 493 有働 光   ｳﾄﾞｳ ﾋｶﾙ さがみはらES     1時間30分57秒 (神奈川県)
76 1785 奈良 雅洋  ﾅﾗ ﾏｻﾋﾛ             1時間31分12秒 (神奈川県)
77 496 埋橋 徹   ｳｽﾞﾊｼ ﾄｵﾙ ﾄﾐｰｽﾞ        1時間31分15秒 (伊那市)
78 283 守屋 勇   ﾓﾘﾔ ｲｻﾑ             1時間31分16秒 (茅野市)
79 251 中澤 俊喜  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ とよのﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間31分28秒 (長野市)
80 300 唐沢 剛   ｶﾗｻﾜ ﾀｹｼ 侍AC         1時間31分29秒 (箕輪町)
81 593 鈴木 英之  ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京陸協        1時間31分30秒 (東京都)
82 632 小口 一貴  ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ             1時間31分31秒 (東京都)
83 691 村松 和省  ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾐ 桜花組★陸上部     1時間31分34秒 (飯田市)
84 193 大庭 雄介  ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ ﾋﾟｽｺ         1時間31分38秒 (岐阜県)
85 744 山本 裕一  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ             1時間31分39秒 (松本市)
86 1430 矢島 隆弘  ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ             1時間31分45秒 (松本市)
87 448 峰 英之   ﾐﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野中央病院      1時間32分00秒 (信濃町)
88 506 塩澤 敏樹  ｼｵｻﾞﾜ ﾄｼｷ             1時間32分10秒 (飯田市)
89 611 高橋 直樹  ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ﾏﾙﾆｼ        1時間32分15秒 (諏訪市)
90 1247 有賀 信司  ｱﾙｶﾞ ｼﾝｼﾞ 松田･南信㈱      1時間32分19秒 (箕輪町)
91 795 嶽野 公昭  ﾀｹﾉ ﾏｻｱｷ 綿半RC        1時間32分20秒 (塩尻市)
92 678 住岡 昌俊  ｽﾐｵｶ ﾏｻﾄｼ SAIKO       1時間32分23秒 (埼玉県)
93 324 谷地 吉人  ﾔﾁ ﾖｼﾄ ｶｸｲﾁ        1時間32分28秒 (埼玉県)
94 1205 横須賀 達雄 ﾖｺｽｶ ﾀﾂｵ 岡谷ｾｲｹﾝ株式会社  1時間32分39秒 (神奈川県)
95 745 松長 修壮  ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｭｳｿｳ             1時間32分42秒 (神奈川県)
96 597 向山 智啓  ﾑｶｲﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ             1時間32分52秒 (箕輪町)
97 2349 淵井 英明  ﾌﾁｲ ﾋﾃﾞｱｷ JA上伊那       1時間32分53秒 (箕輪町)
98 575 城越 順二  ｼﾛｺｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ             1時間33分11秒 (松本市)
99 591 岡野 広希  ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 月まで走ろう会     1時間33分13秒 (静岡県)

100 791 西澤 俊樹  ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 信州放牧豚       1時間33分20秒 (長野市)
101 737 藤沢 義光  ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾐﾂ             1時間33分27秒 (長野市)
102 830 荻原 哲也  ｵｷﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ ｲﾜｻｷ･ﾋﾞｰｱｲ   1時間33分29秒 (松本市)
103 938 大久保 剛  ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 大野屋         1時間33分45秒 (伊那市)
104 245 雨宮 寛   ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 富士見体協       1時間33分46秒 (富士見町)
105 697 北原 一好  ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ             1時間34分00秒 (伊那市)
106 437 唐澤 和宏  ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ★ｷｯｾｲｺﾑﾃｯｸRC 1時間34分11秒 (塩尻市)
107 716 宮下 良二  ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ ｴｰｻﾞｲ        1時間34分18秒 (松本市)
108 607 赤羽 久樹  ｱｶﾊ ﾋｻｷ J.S.B.B.    1時間34分23秒 (長野市)
109 1396 木内 智章  ｷｳﾁ ﾁｱｷ             1時間34分23秒 (岡谷市)
110 1558 遠藤 吉文  ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ ｴﾝﾄﾞｰ        1時間34分35秒 (新潟県)
111 817 秋山 保之  ｱｷﾔﾏ ﾔｽﾕｷ ★NJC★       1時間34分39秒 (上田市)
112 1820 北原 善文  ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 北原設備㈱陸上班    1時間34分39秒 (東京都)
113 1575 長谷部 文也 ﾊｾﾍﾞ ﾌﾞﾝﾔ 若木かなっぴｰず    1時間34分59秒 (東京都)
114 171 唐澤 徹一  ｶﾗｻﾜ ﾃﾂｲﾁ KOA株式会社     1時間35分01秒 (箕輪町)
115 350 小川 雅之  ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 共栄電工健美会     1時間35分02秒 (岡谷市)
116 2669 坂内 由幸  ｻｶｳﾁ ﾖｼﾕｷ             1時間35分13秒 (神奈川県)
117 1846 原 一夫   ﾊﾗ ｶｽﾞｵ             1時間35分15秒 (諏訪市)
118 683 伊東 正明  ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 農林中央金庫      1時間35分16秒 (東京都)
119 668 勝家 隆   ｶﾂﾔ ﾀｶｼ ちｰむともにゃん    1時間35分22秒 (松本市)
120 922 杉崎 勝義  ｽｷﾞｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ             1時間35分23秒 (神奈川県)
121 395 近藤 豪   ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ             1時間35分27秒 (山梨県)
122 2297 五味 和博  ｺﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 新井JIJI      1時間35分28秒 (茅野市)
123 786 堀内 繁樹  ﾎﾘｳﾁ ｼｹﾞｷ AGEｰ41ﾄﾗｲｴｲｼﾞ 1時間35分30秒 (辰野町)
124 1269 宮澤 英之  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   1時間35分31秒 (辰野町)
125 667 宮下 勝   ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾙ ｱﾐﾉ長野       1時間35分44秒 (松川町)
126 886 和地 浩輝  ﾜﾁ ﾋﾛｷ TeamEpson   1時間35分48秒 (諏訪市)

37/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

127 702 松岡 紀良  ﾏﾂｵｶ ｷﾖｼ 紙屋酒店        1時間35分49秒 (東京都)
128 823 宮坂 慶彦  ﾐﾔｻｶ ﾖｼﾋｺ 個人          1時間35分54秒 (東京都)
129 943 長谷川 興治 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾂRC     1時間35分54秒 (千葉県)
130 539 川井 昌樹  ｶﾜｲ ﾏｻｷ 黒板 560      1時間35分57秒 (伊那市)
131 884 岩城 相達  ｲﾜｼﾛ ｿｳﾀﾂ             1時間35分57秒 (神奈川県)
132 366 松永 康裕  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ             1時間36分05秒 (静岡県)
133 500 高見澤 昇  ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ             1時間36分07秒 (佐久市)
134 777 入川 裕介  ｲﾘｶﾜ ﾕｳｽｹ ｲﾘｶﾜ犬究所     1時間36分09秒 (神奈川県)
135 828 宮入 智彦  ﾐﾔｲﾘ ﾄﾓﾋｺ しんきょうﾈｯﾄ    1時間36分12秒 (千曲市)
136 1991 西村 智幸  ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 森の座         1時間36分16秒 (伊那市)
137 2482 佐久間 時忠 ｻｸﾏ ﾄｷﾀﾀﾞ ｽﾋﾟﾘｯﾂRC     1時間36分17秒 (東京都)
138 1510 中村 毅   ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ JR貨物 塩尻機関区  1時間36分20秒 (千曲市)
139 1346 山田 直紀  ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     1時間36分28秒 (飯田市)
140 1652 長澤 隆行  ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ             1時間36分28秒 (群馬県)
141 318 矢島 健一郎 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ SMAP        1時間36分31秒 (安曇野市)
142 2008 深澤 一央  ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞﾋｻ             1時間36分41秒 (東京都)
143 1777 成田 宗雄  ﾅﾘﾀ ﾑﾈｵ 白ﾋｹﾞ海賊団      1時間36分48秒 (埼玉県)
144 435 唐澤 茂   ｶﾗｻﾜ ｼｹﾞﾙ ﾆｯﾊﾟﾂ        1時間36分50秒 (飯島町)
145 1312 青木 俊幸  ｱｵｷ ﾄｼﾕｷ 八十二銀行       1時間36分55秒 (長野市)
146 1568 生玉 敏也  ｲｸﾀﾏ ﾄｼﾔ 郵便局         1時間36分55秒 (長野市)
147 1570 松本 敦史  ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 長野市         1時間37分10秒 (長野市)
148 1387 小平 泰広  ｺﾀﾞｲﾗ ﾔｽﾋﾛ             1時間37分15秒 (北海道)
149 351 両角 太   ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌﾄｼ 茅野北部中学校     1時間37分17秒 (下諏訪町)
150 903 木下 智雄  ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｵ Team Epson  1時間37分19秒 (富士見町)
151 2751 本島 秀勇  ﾓﾄｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ             1時間37分20秒 (飯田市)
152 811 髙橋 千昭  ﾀｶﾊｼ ﾁｱｷ             1時間37分26秒 (福島県)
153 981 山本 英雄  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ             1時間37分27秒 (長野市)
154 2007 菅沼 敏幸  ｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ             1時間37分36秒 (東京都)
155 1239 加々美 仁  ｶｶﾞﾐ ﾋﾄｼ (有)共栄炭素工業所  1時間37分38秒 (神奈川県)
156 1311 田山 俊也  ﾀﾔﾏ ﾄｼﾔ ARC         1時間37分38秒 (東京都)
157 1943 山越 美久  ﾔﾏｺｼ ﾖｼﾋｻ 高嶺走友会       1時間37分39秒 (長野市)
158 990 北原 貴夫  ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｵ             1時間37分43秒 (茅野市)
159 442 片山 桂一  ｶﾀﾔﾏ ｹｲｲﾁ ちいむもみじ      1時間37分47秒 (宮田村)
160 760 田中 利典  ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ ｸﾗﾌﾞﾏｻﾞｰﾍｯﾄﾞ   1時間37分51秒 (岐阜県)
161 676 久保田 渉  ｸﾎﾞﾀ ﾜﾀﾙ 飯田ﾊﾟﾙｽﾓ      1時間38分00秒 (高森町)
162 1995 世古 将幸  ｾｺ ﾏｻﾕｷ             1時間38分24秒 (松本市)
163 1643 市川 智也  ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ             1時間38分27秒 (東京都)
164 2096 野口 耕司  ﾉｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ             1時間38分31秒 (神奈川県)
165 2403 佐々木 賢治 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ             1時間38分34秒 (群馬県)
166 341 早川 寿一  ﾊﾔｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 共栄電工健美会     1時間38分42秒 (新潟県)
167 1039 小坂 岳史  ｵｻｶ ﾀｹﾌﾐ 宮坂醸造㈱  真澄   1時間38分43秒 (岡谷市)
168 7716 渡辺 潮   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｼｵ ﾄﾞﾗｺﾞﾝAC      1時間38分43秒 (山梨県)
169 1416 小嶋 弘   ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 八十二銀行       1時間38分44秒 (長野市)
170 2391 桑野 俊一  ｸﾜﾉ ﾄｼｶｽﾞ             1時間38分44秒 (富士見町)
171 1624 清水 美明  ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ KIRAKU      1時間38分45秒 (松本市)
172 1066 菅原 隆史  ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶｼ ｲｰｽﾀﾝ       1時間38分47秒 (茅野市)
173 311 宿輪 博樹  ｼｭｸﾜ ﾋﾛｷ おやじ倶楽部      1時間38分50秒 (東京都)
174 1504 大脇 康寛  ｵｵﾜｷ ﾔｽﾋﾛ Chan you    1時間38分50秒 (岐阜県)
175 1560 村上 晃   ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ (株)日本ﾋﾟｽｺ    1時間38分55秒 (駒ヶ根市)
176 2036 永田 隆   ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ             1時間38分56秒 (下諏訪町)
177 1645 岡田 利浩  ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ             1時間38分57秒 (新潟県)
178 417 三村 達也  ﾐﾑﾗ ﾀﾂﾔ TEAM-T      1時間39分03秒 (諏訪市)
179 1565 山口 広明  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ             1時間39分05秒 (小諸市)
180 1361 加藤 孝   ｶﾄｳ ﾀｶｼ 青虎会RC       1時間39分13秒 (山梨県)
181 1199 櫛田 良一  ｸｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ﾅﾊﾟｯｸ        1時間39分17秒 (駒ヶ根市)
182 441 増田 義彦  ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾋｺ ちいむもみじ      1時間39分22秒 (宮田村)
183 1389 金子 隆之  ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ             1時間39分23秒 (神奈川県)
184 1386 小池 秀樹  ｺｲｹ ﾋﾃﾞｷ             1時間39分27秒 (下諏訪町)
185 1746 上条 和之  ｶﾐｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ             1時間39分27秒 (塩尻市)
186 550 大塚 忠志  ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｼ Team Epson  1時間39分28秒 (塩尻市)
187 1989 金親 真司  ｶﾈｵﾔ ｼﾝｼﾞ             1時間39分29秒 (東京都)
188 1923 宮坂 雅俊  ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾄｼ             1時間39分30秒 (箕輪町)
189 600 早出 幸一  ｿｳﾃﾞ ｺｳｲﾁ             1時間39分32秒 (塩尻市)
190 338 吉川 義弘  ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ             1時間39分38秒 (東京都)
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191 255 美齊津 智  ﾐｻｲﾂﾞ ｻﾄｼ             1時間39分43秒 (下諏訪町)
192 1986 高木 元太  ﾀｶｷﾞ ｹﾞﾝﾀ 国際石油開発帝石    1時間39分49秒 (新潟県)
193 409 鈴木 修司  ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ             1時間39分52秒 (箕輪町)
194 914 村山 隆一  ﾑﾗﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ★駝鳥倶楽部★     1時間39分53秒 (長野市)
195 2171 嶋倉 健雄  ｼﾏｸﾗ ﾀｹｵ ﾀｶﾉ株式会社     1時間40分00秒 (伊那市)
196 2943 桜井 幹也  ｻｸﾗｲ ﾐｷﾔ ｲｰｽﾀﾝ       1時間40分06秒 (諏訪市)
197 924 大日方 隆  ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｶｼ             1時間40分15秒 (伊那市)
198 598 野溝 宏之  ﾉﾐｿﾞ ﾋﾛﾕｷ             1時間40分18秒 (安曇野市)
199 475 小野 晴義  ｵﾉ ﾊﾙﾖｼ ﾁｰﾑﾀﾑﾗ      1時間40分20秒 (山梨県)
200 1979 中原 岳彦  ﾅｶﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 3年9組ﾏﾗｿﾝ    1時間40分21秒 (駒ヶ根市)
201 438 米山 剛   ﾖﾈﾔﾏ ﾂﾖｼ             1時間40分28秒 (茅野市)
202 1237 小林 敏雄  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ             1時間40分30秒 (茅野市)
203 2567 赤池 伸五  ｱｶｲｹ ｼﾝｺﾞ             1時間40分30秒 (静岡県)
204 1600 真寿田 有一 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ             1時間40分40秒 (諏訪市)
205 1148 成松 修司  ﾅﾘﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ             1時間40分41秒 (諏訪市)
206 1769 高橋 寿明  ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ             1時間40分43秒 (長野市)
207 1523 東 崇    ｱｽﾞﾏ ﾀｶｼ             1時間40分44秒 (愛知県)
208 2736 宝崎 順一  ﾎｳｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ             1時間40分48秒 (諏訪市)
209 1380 伊藤 真一  ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ             1時間40分50秒 (松本市)
210 1500 飯島 博   ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ ﾅｶﾂﾀﾔ       1時間40分50秒 (東京都)
211 1614 宮本 雅彦  ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋｺ ｽﾋﾟﾘｯﾂRC     1時間40分50秒 (伊那市)
212 1289 横塚 登   ﾖｺﾂｶ ﾉﾎﾞﾙ 長谷工         1時間40分51秒 (神奈川県)
213 1550 河住 哲也  ｶﾜｽﾐ ﾃﾂﾔ             1時間40分57秒 (神奈川県)
214 2118 山口 明宏  ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 神奈中ﾗｲﾌﾃｨｯｸ  1時間40分57秒 (松本市)
215 993 春日 英樹  ｶｽｶﾞ ﾋﾃﾞｷ ㈱ｶｻｲﾃｸﾉ     1時間41分07秒 (駒ヶ根市)
216 433 小平 和三  ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾐ 会社員､        1時間41分08秒 (小諸市)
217 445 沖村 賢司  ｵｷﾑﾗ ｹﾝｼ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     1時間41分10秒 (飯田市)
218 3885 北原 和仁  ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ             1時間41分11秒 (飯田市)
219 1085 金原 昌浩  ｶﾅﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ﾏﾙﾆｼ上田店     1時間41分16秒 (上田市)
220 1938 中野 裕行  ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ             1時間41分23秒 (塩尻市)
221 2060 矢ヶ崎 宏紀 ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｷ             1時間41分25秒 (松本市)
222 971 石川 晃   ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ YKK  AP  株式会 1時間41分38秒 (長野市)
223 327 五十嵐 勇人 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾔﾄ 京やRC        1時間41分42秒 (飯山市)
224 1800 高橋 辰哉  ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 飯山市役所RC     1時間41分42秒 (愛知県)
225 2580 宮澤 信吾  ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ ｱﾙｽAC       1時間41分43秒 (中川村)
226 2176 立木 優也  ﾀﾂｷﾞ ﾕｳﾔ             1時間41分45秒 (諏訪市)
227 258 山本 幸司  ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ             1時間41分48秒 (佐久市)
228 2450 酒井 武彦  ｻｶｲ ﾀｹﾋｺ かんてんぱぱ      1時間41分49秒 (伊那市)
229 1750 澤田 敬明  ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｱｷ             1時間41分53秒 (兵庫県)
230 256 和田 周士  ﾜﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ             1時間41分55秒 (諏訪市)
231 1599 鈴木 隆   ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ             1時間42分01秒 (上田市)
232 2051 白石 裕順  ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ 千曲市立東小学校    1時間42分04秒 (千曲市)
233 1999 小口 泰幸  ｵｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ             1時間42分05秒 (岡谷市)
234 2768 神谷 勝己  ｶﾐﾔ ｶﾂﾐ             1時間42分10秒 (塩尻市)
235 502 白倉 清政  ｼﾗｸﾗ ｷﾖﾏｻ             1時間42分11秒 (松本市)
236 1216 関 隆行   ｾｷ ﾀｶﾕｷ             1時間42分14秒 (諏訪市)
237 1927 榊原 典彦  ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾉﾘﾋｺ             1時間42分16秒 (伊那市)
238 2821 柘植 英二  ﾂｹﾞ ｴｲｼﾞ             1時間42分22秒 (千曲市)
239 833 岩波 博史  ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｼ 足湯+         1時間42分27秒 (諏訪市)
240 1299 藤森 紀幸  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ             1時間42分30秒 (諏訪市)
241 1557 橋場 篤志  ﾊｼﾊﾞ ｱﾂｼ 東泉産業株式会社    1時間42分35秒 (静岡県)
242 588 榑沼 基章  ｸﾚﾇﾏ ﾓﾄｱｷ ﾏﾐｰﾏｯｽﾙｸﾗﾌﾞ  1時間42分38秒 (松本市)
243 2040 篠原 好次  ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ             1時間42分40秒 (東京都)
244 3519 那須野 典彦 ﾔｽﾉ ﾉﾘﾋｺ             1時間42分43秒 (諏訪市)
245 1563 沼尻 満   ﾇﾏｼﾞﾘ ﾐﾂﾙ             1時間42分44秒 (新潟県)
246 2005 真武 耕一郎 ﾏﾀｹ ｺｳｲﾁﾛｳ             1時間42分44秒 (岐阜県)
247 712 斉藤 祐紀  ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ もあい☆くらぶ     1時間42分49秒 (山梨県)
248 1534 清水 芳秀  ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 八十二証券       1時間42分49秒 (南箕輪村)
249 1229 小山 宏高  ｺﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ             1時間42分51秒 (神奈川県)
250 1281 堤 浩二   ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾞ             1時間42分52秒 (岡谷市)
251 1659 小林 芳秋  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ             1時間42分58秒 (茅野市)
252 1895 高橋 直樹  ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 朝日自動車       1時間43分00秒 (神奈川県)
253 1559 北村 武史  ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 東泉産業株式会社    1時間43分02秒 (大阪府)
254 1272 佐藤 正成  ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 今井物産        1時間43分06秒 (下諏訪町)
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255 1341 小島 広一  ｺｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ             1時間43分06秒 (諏訪市)
256 936 岡崎 淳   ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ             1時間43分11秒 (諏訪市)
257 2571 飯原 孝雄  ｲｲﾊﾗ ﾀｶｵ 森山ｸﾗﾌﾞ       1時間43分13秒 (新潟県)
258 2522 和田 正道  ﾜﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ ★駝鳥倶楽部★     1時間43分15秒 (長野市)
259 232 山口 芳秋  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ ●明治屋●       1時間43分16秒 (上田市)
260 750 市川 博文  ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 蓼科skyらいん    1時間43分20秒 (佐久市)
261 339 村上 正樹  ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 松本信用金庫      1時間43分21秒 (松本市)
262 904 西澤 篤志  ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ MAX★SC      1時間43分22秒 (千曲市)
263 1960 両角 義晴  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾖｼﾊﾙ             1時間43分26秒 (埼玉県)
264 1973 近藤 徳行  ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾕｷ             1時間43分26秒 (北海道)
265 3391 三浦 浩   ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ             1時間43分29秒 (愛知県)
266 1348 手塚 晶夫  ﾃﾂﾞｶ ｱｷｵ             1時間43分32秒 (千葉県)
267 544 宮阪 英克  ﾐﾔｻｶ ﾋﾃﾞｶﾂ Team Epson  1時間43分35秒 (松本市)
268 289 高尾 佳宏  ﾀｶｵ ﾖｼﾋﾛ ﾘｸｼﾙ        1時間43分38秒 (塩尻市)
269 1969 小林 巌   ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾜｵ 東京陸協        1時間43分40秒 (東京都)
270 1984 下川 高史  ｼﾓｶﾜ ﾀｶｼ ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ岐阜   1時間43分40秒 (岐阜県)
271 2479 西澤 典男  ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘｵ ﾄﾖﾀ部品長野     1時間43分46秒 (上田市)
272 663 小林 英一  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ SRC         1時間43分47秒 (長野市)
273 995 川崎 潤   ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ ｵｶﾔｺｳｷ      1時間43分49秒 (愛知県)
274 1817 岡田 永史  ｵｶﾀﾞ ﾋｻｼ 諏訪市役所陸上部    1時間43分54秒 (諏訪市)
275 2018 内藤 敦司  ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ 山梨  南ｱﾙﾌﾟｽ走勇会 1時間43分59秒 (山梨県)
276 852 桜山 かつ史 ｻｸﾗﾔﾏ ｶﾂｼ             1時間44分00秒 (愛知県)
277 1974 中島 豊久  ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾖﾋｻ             1時間44分01秒 (上田市)
278 1968 奥田 敏男  ｵｸﾀﾞ ﾄｼｵ             1時間44分05秒 (飯島町)
279 999 小倉 清孝  ｵｸﾞﾗ ｷﾖﾀｶ             1時間44分08秒 (安曇野市)
280 3384 宮野尾 隆光 ﾐﾔﾉｵ ﾀｶﾐﾂ             1時間44分08秒 (伊那市)
281 2363 羽毛田 和重 ﾊｹﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ             1時間44分09秒 (塩尻市)
282 890 神崎 実   ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 茅野楽走会       1時間44分12秒 (富士見町)
283 1438 林 昌徳   ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ             1時間44分15秒 (安曇野市)
284 1928 鈴木 修   ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ             1時間44分16秒 (箕輪町)
285 2760 前田 徹   ﾏｴﾀﾞ ﾄｵﾙ             1時間44分18秒 (神奈川県)
286 1869 山崎 優次  ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 髙﨑製作所       1時間44分21秒 (千曲市)
287 1373 加藤 正樹  ｶﾄｳ ﾏｻｷ             1時間44分22秒 (松本市)
288 2762 滝沢 昌史  ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ             1時間44分23秒 (松本市)
289 3399 鮎沢 健一  ｱﾕｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 武藤工業        1時間44分25秒 (岡谷市)
290 931 工藤 悟   ｸﾄﾞｳ ｻﾄﾙ KWE         1時間44分27秒 (千葉県)
291 1886 折笠 康浩  ｵﾘｶｻ ﾔｽﾋﾛ             1時間44分31秒 (東京都)
292 1782 青山 広木  ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ             1時間44分32秒 (東京都)
293 850 平岩 寛   ﾋﾗｲﾜ ﾕﾀｶ             1時間44分39秒 (伊那市)
294 2986 西 剛太   ﾆｼ ｺﾞｳﾀ             1時間44分42秒 (埼玉県)
295 1280 天谷 努   ｱﾏﾔ ﾂﾄﾑ             1時間44分44秒 (神奈川県)
296 1591 丸茂 淳   ﾏﾙﾓ ｼﾞｭﾝ             1時間44分45秒 (岡谷市)
297 1186 田口 康弘  ﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ             1時間45分03秒 (下諏訪町)
298 3933 青島 勉   ｱｵｼﾏ ﾂﾄﾑ             1時間45分05秒 (上田市)
299 507 今井 大輔  ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 日本電産ｻﾝｷｮｰ   1時間45分07秒 (長野市)
300 2742 西澤 総   ﾆｼｻﾞﾜ ｵｻﾑ             1時間45分07秒 (諏訪市)
301 2360 平本 実   ﾋﾗﾓﾄ ﾐﾉﾙ 杏林大学        1時間45分12秒 (神奈川県)
302 2011 川島 宏一郎 ｶﾜｼﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ             1時間45分17秒 (松本市)
303 1971 久保 久   ｸﾎﾞ ﾋｻｼ ﾁｰﾑ9        1時間45分18秒 (長野市)
304 3349 伊藤 敦司  ｲﾄｳ ｱﾂｼ 共栄液化ｶﾞｽ      1時間45分18秒 (岐阜県)
305 2717 神野 竜也  ｼﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ TYRC        1時間45分22秒 (愛知県)
306 1502 飯島 和昭  ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ TEAM中島Run   1時間45分27秒 (長野市)
307 1501 宮下 仁志  ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ﾁｰﾑきんぐ      1時間45分28秒 (長野市)
308 2027 中村 英昌  ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ             1時間45分32秒 (下諏訪町)
309 2749 前田 勝彦  ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾋｺ             1時間45分32秒 (伊那市)
310 5242 樋口 伸弘  ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｺｲｽﾞﾐ照明      1時間45分34秒 (愛知県)
311 928 五木田 光行 ｺﾞｷﾀ ﾐﾂﾕｷ ｴﾑｽﾞ         1時間45分41秒 (千葉県)
312 3809 伊藤 直紀  ｲﾄｳ ﾅｵｷ             1時間45分42秒 (茅野市)
313 939 脇坂 伸也  ﾜｷｻﾞｶ ｼﾝﾔ 日東ﾎﾞﾀﾝAC     1時間45分46秒 (立科町)
314 2014 小野田 賀津夫 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ 浜松ﾎﾄﾆｸｽ     1時間45分46秒 (静岡県)
315 2961 大橋 慎一郎 ｵｵﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ             1時間45分49秒 (岡谷市)
316 1047 伊東 和人  ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ ｴｽｲｰｴﾑ      1時間46分00秒 (諏訪市)
317 5773 山田 拓   ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ             1時間46分01秒 (東京都)
318 1876 藤本 剛   ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ             1時間46分03秒 (神奈川県)
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319 323 小田切 一浩 ｺﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ちいむもみじ      1時間46分07秒 (宮田村)
320 4026 上野 能之  ｳｴﾉ ﾖｼﾕｷ みんながpu!     1時間46分11秒 (愛知県)
321 2886 山岸 幸治  ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｼﾞ             1時間46分15秒 (富山県)
322 1408 山根 健治  ﾔﾏﾈ ｹﾝｼﾞ             1時間46分20秒 (松本市)
323 1748 小池 嘉浩  ｺｲｹ ﾖｼﾋﾛ 岡谷市消防団第1分団RC 1時間46分26秒 (岡谷市)
324 1767 木船 明彦  ｷﾌﾞﾈ ｱｷﾋｺ             1時間46分27秒 (静岡県)
325 2372 鈴木 昭彦  ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ なみふく        1時間46分27秒 (長野市)
326 2552 小池 広益  ｺｲｹ ﾋﾛﾐﾂ 高嶺走友会       1時間46分27秒 (愛知県)
327 2753 石川 純也  ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ             1時間46分29秒 (静岡県)
328 3863 斉藤 真之  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ             1時間46分35秒 (千葉県)
329 1883 福井 竜司  ﾌｸｲ ﾀﾂｼ 走快倶楽部       1時間46分36秒 (東京都)
330 761 長澤 昭和  ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷｶｽﾞ ぶうﾗﾝ会       1時間46分37秒 (中野市)
331 2086 早出 克   ｿｳﾃﾞ ﾏｻﾙ             1時間46分45秒 (安曇野市)
332 1545 大槻 智幸  ｵｵﾂｷ ﾄﾓﾕｷ ｱｲﾌﾟﾗｽ       1時間46分46秒 (箕輪町)
333 1930 山田 展行  ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 八十二銀行       1時間46分46秒 (安曇野市)
334 4461 小林 英幸  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ             1時間46分49秒 (諏訪市)
335 2088 木下 弘志  ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ 四角斜行会       1時間46分53秒 (千曲市)
336 3339 松本 武士  ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ             1時間46分54秒 (岐阜県)
337 335 廣田 雅彦  ﾋﾛﾀ ﾏｻﾋｺ ﾘｸｼﾙ        1時間46分55秒 (松本市)
338 1569 平林 州司  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ             1時間46分59秒 (飯田市)
339 2054 小林 靖幸  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ SMAP        1時間47分09秒 (松本市)
340 1951 谷 直樹   ﾀﾆ ﾅｵｷ 株式会社日岐光学    1時間47分17秒 (松本市)
341 3163 藤倉 秀紀  ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾃﾞｷ kiraku      1時間47分17秒 (岡谷市)
342 1405 村上 徳明  ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘｱｷ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間47分18秒 (松本市)
343 2177 宮﨑 俊明  ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 共栄電工健美会     1時間47分18秒 (新潟県)
344 1922 下田 和紀  ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ             1時間47分19秒 (塩尻市)
345 1177 岩波 義幸  ｲﾜﾅﾐ ﾖｼﾕｷ 岡谷酸素株式会社    1時間47分26秒 (下諏訪町)
346 1626 平松 徹彦  ﾋﾗﾏﾂ ﾃﾂﾋｺ 三井物産        1時間47分30秒 (東京都)
347 2398 幡 芳樹   ﾊﾀ ﾖｼｷ みなみ野ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 1時間47分31秒 (東京都)
348 3081 大井田 勝  ｵｵｲﾀﾞ ﾏｻﾙ             1時間47分42秒 (群馬県)
349 2663 星野 雅史  ﾎｼﾉ ﾏｻｼ             1時間47分44秒 (東京都)
350 1040 宮坂 知明  ﾐﾔｻｶ ﾄﾓｱｷ ﾐｸﾛ発條       1時間47分46秒 (諏訪市)
351 986 大山 耕太  ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀ 信用中央金庫      1時間47分52秒 (東京都)
352 2384 小沢 誠一  ｵｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ             1時間47分53秒 (埼玉県)
353 2572 池田 智彦  ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 長野運送        1時間47分59秒 (須坂市)
354 3135 飯島 国博  ｲｲｼﾞﾏ ｸﾆﾋﾛ             1時間48分05秒 (千曲市)
355 1793 原 茂樹   ﾊﾗ ｼｹﾞｷ             1時間48分06秒 (朝日村)
356 2675 伊藤 学司  ｲﾄｳ ｶﾞｸｼﾞ             1時間48分10秒 (長野市)
357 2775 大島 和博  ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ             1時間48分15秒 (東京都)
358 1520 牛越 幸司  ｳｼｺｼ ｺｳｼﾞ 北ｱﾙﾌﾟｽ消防     1時間48分16秒 (松川村)
359 3487 小川 真佐也 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ             1時間48分20秒 (東京都)
360 4335 田貝 順一  ﾀｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ             1時間48分26秒 (佐久市)
361 476 渡邉 一義  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ ﾁｰﾑﾀﾑﾗ      1時間48分28秒 (山梨県)
362 1622 田中 智   ﾀﾅｶ ｻﾄｼ             1時間48分31秒 (松本市)
363 2705 金古 健   ｶﾈｺ ｹﾝ ｴﾌﾟｿﾝ        1時間48分31秒 (伊那市)
364 382 北澤 勝己  ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 下諏訪町役場      1時間48分32秒 (神奈川県)
365 461 林 和明   ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ             1時間48分32秒 (下諏訪町)
366 2084 上澤 智   ｶﾐｻﾜ ｻﾄｼ いんちき組       1時間48分32秒 (箕輪町)
367 1842 堤 純一   ﾂﾂｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 王滝村役場場      1時間48分34秒 (王滝村)
368 955 斉藤 純一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛ             1時間48分35秒 (岡谷市)
369 2564 横手 聡志  ﾖｺﾃ ｻﾄｼ 農工大三郎       1時間48分39秒 (駒ヶ根市)
370 4104 野々垣 康典 ﾉﾉｶﾞｷ ﾔｽﾉﾘ             1時間48分43秒 (愛知県)
371 3795 春日 英明  ｶｽｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ AKH61       1時間48分52秒 (駒ヶ根市)
372 853 阪上 純也  ｻｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 関西国際大学      1時間48分53秒 (駒ヶ根市)
373 2769 北澤 浩   ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｼ             1時間48分53秒 (京都府)
374 3804 赤羽 正城  ｱｶﾊﾈ ﾏｻｷ ﾁｮｯｶﾘ`88    1時間49分03秒 (駒ケ根市)
375 1316 笹川 秀樹  ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ CMIC        1時間49分04秒 (箕輪町)
376 3529 五味 秀樹  ｺﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ TOYOSK      1時間49分19秒 (茅野市)
377 2887 田中 静治  ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ             1時間49分22秒 (安曇野市)
378 6102 南部 高幸  ﾅﾝﾌﾞ ﾀｶﾕｷ             1時間49分26秒 (伊那市)
379 2043 小山 武蔵  ｺﾔﾏ ﾀｹｿﾞｳ ﾁｰﾑてきとう     1時間49分27秒 (佐久市)
380 2616 伊藤 光浩  ｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ ｸﾚｰｼﾞｭ       1時間49分29秒 (愛知県)
381 2556 青木 善久  ｱｵｷ ﾖｼﾋｻ (株)竹村製作所    1時間49分32秒 (長野市)
382 1474 帯川 豊博  ｵﾋﾞｶﾜ ﾄﾖﾋﾛ 山岳部         1時間49分37秒 (茅野市)
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383 1527 秋山 誠   ｱｷﾔﾏ ﾏｺﾄ             1時間49分39秒 (下諏訪町)
384 1058 渡邉 守   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ 共栄電工健美会     1時間49分44秒 (新潟県)
385 2646 田中 敦士  ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 朝日技研陸上部     1時間49分46秒 (東京都)
386 3977 中野 哲也  ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ             1時間49分49秒 (新潟県)
387 1879 武井 孝夫  ﾀｹｲ ﾀｶｵ TTRC        1時間49分51秒 (東京都)
388 464 藤沢 秀明  ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間49分53秒 (箕輪町)
389 659 高瀬 恒樹  ﾀｶｾ ﾂﾈｷ             1時間49分59秒 (上田市)
390 1947 山本 耕   ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ MS Racing   1時間50分01秒 (駒ヶ根市)
391 3495 金子 徹伸  ｶﾈｺ ﾃﾂﾉﾌﾞ             1時間50分03秒 (諏訪市)
392 901 荻原 幸喜  ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ CJﾗﾝﾅｰｽﾞ     1時間50分05秒 (埼玉県)
393 3715 小林 利和  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ             1時間50分05秒 (伊那市)
394 2832 飯島 謙治  ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ             1時間50分06秒 (東京都)
395 4015 吉野 克宏  ﾖｼﾉ ｶﾂﾋﾛ 和敬清寂        1時間50分06秒 (埼玉県)
396 3293 須渕 雅   ｽﾌﾞﾁ ﾏｻﾙ             1時間50分08秒 (岐阜県)
397 1954 平林 正晴  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾊﾙ             1時間50分15秒 (長野市)
398 233 境野 哲夫  ｻｶｲﾉ ﾃﾂｵ             1時間50分16秒 (茅野市)
399 2741 横田 信彦  ﾖｺﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ かごや倶楽部      1時間50分17秒 (愛知県)
400 5054 酒井 衛   ｻｶｲ ﾏﾓﾙ             1時間50分18秒 (伊那市)
401 3651 岡 裕    ｵｶ ﾕﾀｶ             1時間50分24秒 (箕輪町)
402 2388 鷹木 和彦  ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ             1時間50分30秒 (岡谷市)
403 2807 須藤 光治  ｽﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 長谷工設計       1時間50分32秒 (千葉県)
404 974 芹澤 洋   ｾﾘｻﾞﾜ ﾋﾛｼ うまびぃ~       1時間50分35秒 (神奈川県)
405 1132 大久保 淳  ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ             1時間50分43秒 (東京都)
406 1933 金丸 昌雄  ｶﾅﾏﾙ ﾏｻｵ             1時間50分43秒 (諏訪市)
407 1402 竹村 千明  ﾀｹﾑﾗ ﾁｱｷ             1時間50分44秒 (駒ヶ根市)
408 3186 宮森 宝   ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾗ             1時間50分46秒 (諏訪市)
409 3244 原田 壮己  ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｷ 桂精機         1時間50分47秒 (神奈川県)
410 1608 岩井 政勝  ｲﾜｲ ﾏｻｶﾂ 和敬清寂AC      1時間50分50秒 (東京都)
411 2013 吉澤 哲也  ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ             1時間50分52秒 (下諏訪町)
412 3113 森尻 博志  ﾓﾘｼﾞﾘ ﾋﾛｼ YMR         1時間51分00秒 (新潟県)
413 2364 酒井 長武  ｻｶｲ ｵｻﾑ TTRC        1時間51分03秒 (東京都)
414 2539 進士 智成  ｼﾝｼﾞ ﾄﾓﾅﾘ             1時間51分06秒 (神奈川県)
415 377 宮下 敏   ﾐﾔｼﾀ ｻﾄｼ ﾀﾞﾁｮｳｸﾗﾌﾞ     1時間51分10秒 (東京都)
416 2615 吉澤 憲一  ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ﾃﾞｨｽﾊﾟﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 1時間51分10秒 (伊那市)
417 5685 八木 陽一郎 ﾔｷﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 市瀬医院        1時間51分12秒 (岡谷市)
418 2134 亀野 秀治  ｶﾒﾉ ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑKR       1時間51分13秒 (神奈川県)
419 3245 高橋 真紀  ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ ｱｽﾛﾝｽﾞ       1時間51分19秒 (東京都)
420 4665 小川 久雄  ｵｶﾞﾜ ﾋｻｵ ﾁｰﾑ共進       1時間51分19秒 (神奈川県)
421 2006 酒井 英隆  ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾀｶ ｿﾚｷｱ        1時間51分21秒 (長野市)
422 2379 開田 真市  ｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ             1時間51分23秒 (東京都)
423 7498 佐伯 健介  ｻｴｷ ｹﾝｽｹ ﾒｶﾞﾛｽ調布      1時間51分23秒 (東京都)
424 2058 五十嵐 崇  ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｼ             1時間51分24秒 (愛知県)
425 2544 伊原 淳一  ｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 八十二銀行       1時間51分30秒 (長野市)
426 2410 おおしま はる ｵｵｼﾏ ﾊﾙﾋﾄ             1時間51分33秒 (駒ヶ根市)
427 361 柳澤 廣明  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ             1時間51分40秒 (茅野市)
428 1529 水野 輝嗣  ﾐｽﾞﾉ ﾃﾙｼ             1時間51分43秒 (諏訪市)
429 3289 柄沢 尚宏  ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾋﾛ             1時間51分45秒 (下諏訪町)
430 1070 田中 章夫  ﾀﾅｶ ｱｷｵ ﾁｰﾑ活        1時間51分47秒 (駒ヶ根市)
431 1804 吉村 勝彦  ﾖｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 多摩川精機       1時間51分48秒 (飯田市)
432 3498 土屋 寿男  ﾂﾁﾔ ﾄｼｵ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1時間51分55秒 (諏訪市)
433 6301 常木 一成  ﾂﾈｷ ｲｯｾｲ ｲﾘｹﾝ        1時間51分56秒 (東京都)
434 3753 小笠原 博之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ             1時間52分03秒 (松本市)
435 4980 松崎 次彦  ﾏﾂｻﾞｷ ﾂｷﾞﾋｺ             1時間52分14秒 (宮田村)
436 2404 福澤 智也  ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    1時間52分18秒 (駒ヶ根市)
437 860 小平 正樹  ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻｷ             1時間52分29秒 (高森町)
438 2798 両角 彰   ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｷﾗ             1時間52分29秒 (茅野市)
439 2560 福澤 亮   ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳ 福澤整骨院       1時間52分36秒 (長野市)
440 1902 三澤 勉   ﾐｻﾜ ﾂﾄﾑ 三澤電気        1時間52分37秒 (諏訪市)
441 1887 奈良 悟   ﾅﾗ ｻﾄﾙ             1時間52分38秒 (松川村)
442 2839 久保村 圭介 ｸﾎﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ ﾁｰﾑ37       1時間52分38秒 (東京都)
443 3098 小口 聡   ｵｸﾞﾁ ｻﾄｼ             1時間52分39秒 (埼玉県)
444 2301 小泉 誠治  ｺｲｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ             1時間52分40秒 (山梨県)
445 3416 松尾 幸政  ﾏﾂｵ ﾕｷﾏｻ             1時間52分44秒 (東京都)
446 2022 高野 浩明  ﾀｶﾉ ﾋﾛｱｷ             1時間52分47秒 (松本市)
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447 4068 古屋 裕之  ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ             1時間52分47秒 (山梨県)
448 2323 前島 偉   ﾏｴｼﾏ ｲｻﾑ             1時間52分48秒 (富士見町)
449 4276 宮原 俊一  ﾐﾔﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ ■■伊那養護      1時間52分48秒 (辰野町)
450 774 近藤 万年  ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾝﾈﾝ 太田屋りんごの会JC  1時間52分50秒 (千葉県)
451 2661 上原 代夫  ｳｴﾊﾗ ﾉﾘｵ 走団ひとり       1時間52分51秒 (東御市)
452 3442 小林 紳悟  ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｺﾞ ちｰむ つき      1時間52分53秒 (滋賀県)
453 2686 尾栗 秀樹  ｵｸﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ ｽﾋﾟﾘｯﾂRC     1時間52分59秒 (東京都)
454 3739 林 建二   ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ             1時間53分00秒 (神奈川県)
455 5489 石川 博康  ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ             1時間53分00秒 (東京都)
456 2607 井上 武明  ｲﾉｳｴ ﾀｹｱｷ ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ研究会    1時間53分01秒 (辰野町)
457 2315 半田 伸宏  ﾊﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ             1時間53分10秒 (中野市)
458 3303 酒井 甲輔  ｻｶｲ ｺｳｽｹ             1時間53分10秒 (駒ヶ根市)
459 3103 水野 友秋  ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 飯山市立東小学校    1時間53分13秒 (飯山市)
460 1904 下島 恭弘  ｼﾓｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ             1時間53分23秒 (長野市)
461 2182 岩松 栄治  ｲﾜﾏﾂ ｴｲｼﾞ             1時間53分27秒 (駒ヶ根市)
462 2053 渡辺 信男  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ S･MA･P      1時間53分28秒 (塩尻市)
463 3870 小泉 朋音  ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾈ             1時間53分28秒 (埼玉県)
464 1724 登内 佳利  ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾄｼ 三浦会         1時間53分30秒 (松川町)
465 3565 両角 敏行  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 市役所ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 1時間53分40秒 (茅野市)
466 4472 米山 聡   ﾖﾈﾔﾏ ｻﾄｼ             1時間53分44秒 (松本市)
467 3026 宮坂 義明  ﾐﾔｻｶ ﾖｼｱｷ             1時間53分45秒 (諏訪市)
468 5611 菊地 健次  ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ ｵﾘﾝﾊﾟｽ       1時間53分45秒 (東京都)
469 1803 油井 純夫  ﾕｲ ｽﾐｵ ﾏﾝﾁｪｽﾀｰU    1時間53分50秒 (南牧村)
470 3190 高木 利之  ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾕｷ             1時間53分53秒 (神奈川県)
471 1737 子白 渉   ｺｼﾛ ﾜﾀﾙ KoshiroNouen 1時間53分59秒 (松川町)
472 243 森 正    ﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ さこっち頑張る!    1時間54分06秒 (愛知県)
473 3593 藤井 晴康  ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾔｽ ｳﾗﾔｽﾗﾝﾅｰｽﾞ   1時間54分06秒 (諏訪市)
474 6315 秋葉 英昭  ｱｷﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 五日会ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 1時間54分06秒 (辰野町)
475 2919 太田 博久  ｵｵﾀ ﾋﾛﾋｻ 太田屋りんごの会JC  1時間54分07秒 (岡谷市)
476 2121 武井 佳典  ﾀｹｲ ﾖｼﾉﾘ             1時間54分08秒 (松本市)
477 3648 片桐 貢   ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾂｸﾞ             1時間54分09秒 (豊丘村)
478 2566 松本 賢治  ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ             1時間54分15秒 (東京都)
479 3640 林 勝彦   ﾊﾔｼ ｶﾂﾋｺ             1時間54分15秒 (千曲市)
480 2154 百瀬 宗政  ﾓﾓｾ ﾑﾈﾏｻ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 1時間54分18秒 (松本市)
481 1385 渡辺 秀樹  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 蓼科ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ   1時間54分22秒 (茅野市)
482 2094 柳澤 哲彦  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾃﾂﾋｺ ﾁｰﾑ文さ       1時間54分24秒 (長野市)
483 2932 山本 伸也  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ             1時間54分26秒 (東京都)
484 428 北村 和久  ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ﾁｰﾑやまと      1時間54分28秒 (長野市)
485 2476 山中 信幸  ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ HAPPY RC    1時間54分32秒 (岡谷市)
486 2061 森元 辰郎  ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ             1時間54分36秒 (東京都)
487 1238 鮎沢 学   ｱﾕｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ㈱ｱｲｻﾞｰ工業     1時間54分42秒 (諏訪市)
488 3743 岩佐 理   ｲﾜｻ ｵｻﾑ 道草ﾗﾝﾅｰｽﾞ     1時間54分45秒 (東京都)
489 2825 藤井 裕之  ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ ｼﾅﾉｹﾝｼ      1時間54分46秒 (上田市)
490 2243 中村 元   ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝ ﾁｰﾑSNK      1時間54分51秒 (茅野市)
491 1788 村山 悟   ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ ｵｯｷｰ        1時間54分54秒 (岡谷市)
492 2159 矢澤 和幸  ﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ TOYOSK      1時間54分54秒 (諏訪市)
493 3727 高頭 康博  ﾀｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 松本市屋上RC     1時間54分56秒 (松本市)
494 3301 藤平 真弘  ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾋﾛ             1時間54分59秒 (神奈川県)
495 1131 富澤 顕   ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝ ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ      1時間55分07秒 (長野市)
496 3397 村井 定憲  ﾑﾗｲ ｻﾀﾞﾉﾘ             1時間55分07秒 (東京都)
497 2662 福澤 武文  ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｹﾌﾐ 八王子南ﾛｰﾀﾘｰ   1時間55分10秒 (東京都)
498 3116 井上 孝   ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ             1時間55分16秒 (三重県)
499 3310 長谷部 浩史 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛｼ 若木かなっぴｰず    1時間55分18秒 (埼玉県)
500 5526 篠田 岳一  ｼﾉﾀﾞ ｶﾞｸｲﾁ             1時間55分21秒 (東京都)
501 3748 篠原 秀一  ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ 岡野薬品RC      1時間55分22秒 (安曇野市)
502 2553 小山 誠   ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰ長野   1時間55分26秒 (池田町)
503 3094 神山 忠広  ｶﾐﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ             1時間55分28秒 (東京都)
504 3247 飯田 力   ｲｲﾀﾞ ﾁｶﾗ             1時間55分29秒 (富士見町)
505 2390 栗原 哲彰  ｸﾘﾊﾗ ﾃﾂｱｷ             1時間55分30秒 (諏訪市)
506 2745 安在 浄雄  ｱﾝｻﾞｲ ｽﾐｵ             1時間55分33秒 (長野市)
507 551 小川 亮   ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ             1時間55分38秒 (東御市)
508 2110 三村 伸彦  ﾐﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ ｽﾜｼﾔｸｼｮ     1時間55分50秒 (岡谷市)
509 2070 三村 和彦  ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ ｷｯﾂ         1時間55分58秒 (諏訪市)
510 5682 丸山 隆司  ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ             1時間56分00秒 (長野市)
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511 2106 小原 透浩  ｺﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ 57桜会3-9ﾏﾗｿﾝ部 1時間56分02秒 (駒ヶ根市)
512 2857 門野 博之  ｶﾄﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ ちｰむばばけ住宅    1時間56分08秒 (松本市)
513 4022 根岸 修   ﾈｷﾞｼ ｼｭｳ             1時間56分09秒 (東京都)
514 4522 北澤 義行  ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     1時間56分11秒 (長野市)
515 3506 清野 完彦  ｾｲﾉ ﾐﾂﾋｺ 共栄電工健美会     1時間56分13秒 (岡谷市)
516 3057 安楽 亮   ｱﾝﾗｸ ﾏｺﾄ 元気回復ﾊｳｽ     1時間56分16秒 (安曇野市)
517 1926 永井 則幸  ﾅｶﾞｲ ﾉﾘﾕｷ みんながPu!     1時間56分21秒 (愛知県)
518 2844 深川 剛史  ﾌｶｶﾞﾜ ﾀｹﾌﾐ             1時間56分29秒 (富士見町)
519 2009 城生 賢一  ｼﾞｮｳﾉ ｹﾝｲﾁ ｱﾄﾘｴｷｰｽ     1時間56分30秒 (駒ヶ根市)
520 517 稲村 義行  ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾕｷ ﾆｯﾊﾟﾂRC      1時間56分31秒 (伊那市)
521 2353 廣瀬 和夫  ﾋﾛｾ ｶｽﾞｵ             1時間56分32秒 (山梨県)
522 4297 吉永 博之  ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ             1時間56分34秒 (埼玉県)
523 1197 木下 正樹  ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ             1時間56分35秒 (諏訪市)
524 3462 山崎 眞嗣  ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 静岡銀行        1時間56分35秒 (静岡県)
525 3210 中嶌 康友  ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間56分36秒 (兵庫県)
526 2112 輪湖 源和  ﾜｺ ﾓﾄｶｽﾞ 松本信用金庫      1時間56分37秒 (松本市)
527 3207 五味 貴弘  ｺﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ YBSG        1時間56分40秒 (神奈川県)
528 3707 遠藤 正裕  ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 新光電気工業㈱     1時間56分40秒 (長野市)
529 2366 竹腰 良樹  ﾀｹｺｼ ﾖｼｷ             1時間56分42秒 (東京都)
530 4284 佐々木 譲  ｻｻｷ ｼﾞｮｳ             1時間56分42秒 (箕輪町)
531 2417 土田 清志  ﾂﾁﾀﾞ ｷﾖｼ しなの鉄道RC     1時間56分43秒 (飯綱町)
532 2093 鈴木 芳幸  ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 富士電機ぷるるん    1時間56分44秒 (松本市)
533 6155 桑原 宏尚  ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛﾅｵ ﾜｲﾄﾞ         1時間56分46秒 (辰野町)
534 5615 横内 聡   ﾖｺｳﾁ ｻﾄｼ             1時間56分47秒 (岡谷市)
535 4982 宮崎 卓朗  ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ ORION Jﾋｰﾀｰ部 1時間56分49秒 (諏訪市)
536 1027 矢沢 英明  ﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 富士見高原病院     1時間56分54秒 (富士見町)
537 6138 塩沢 博充  ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ             1時間56分57秒 (長野市)
538 5471 奥野 雄一朗 ｵｸﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 全力出走部       1時間56分59秒 (岐阜県)
539 1390 中原 崇光  ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾐﾂ とどろき会       1時間57分02秒 (諏訪市)
540 4014 町田 隆太郎 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ             1時間57分02秒 (東京都)
541 353 滝澤 栄一  ﾀｷｻﾞﾜ ｴｲｲﾁ 早太郎走友会      1時間57分04秒 (諏訪市)
542 2201 神澤 岳   ｶﾝｻﾞﾜ ﾀｹﾙ ★㈱ﾏﾙﾆｼ★     1時間57分04秒 (宮田村)
543 2178 増澤 貞夫  ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾀﾞｵ             1時間57分06秒 (岡谷市)
544 2630 堀川 博光  ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ 須坂市立森上小学校   1時間57分06秒 (安曇野市)
545 5274 保科 憲治  ﾎｼﾅ ｹﾝｼﾞ 中島塗装店       1時間57分06秒 (長野市)
546 2895 飯泉 圭一  ｲｲｽﾞﾐ ｹｲｲﾁ 長野信用金庫      1時間57分15秒 (須坂市)
547 5165 風間 浩二  ｶｻﾞﾏ ｺｳｼﾞ             1時間57分17秒 (塩尻市)
548 3700 安川 直之  ﾔｽｶﾜ ﾅｵﾕｷ             1時間57分20秒 (松本市)
549 4180 滝沢 秀行  ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 四五六会        1時間57分23秒 (岡谷市)
550 979 金子 秀彦  ｶﾈｺ ﾋﾃﾞﾋｺ             1時間57分25秒 (中野市)
551 2866 市川 博信  ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ             1時間57分25秒 (諏訪市)
552 2293 花岡 俊男  ﾊﾅｵｶ ﾄｼｵ             1時間57分27秒 (松本市)
553 4278 小沢 知永  ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾅｶﾞ きらく         1時間57分36秒 (松本市)
554 2211 白鳥 直樹  ｼﾛﾄﾘ ﾅｵｷ 八十二銀行  諏訪支店 1時間57分44秒 (諏訪市)
555 3903 中村 功   ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ ◆◆長野市民病院RC  1時間57分45秒 (富士見町)
556 7075 後藤 修   ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ             1時間57分45秒 (長野市)
557 3956 高梨 正志  ﾀｶﾅｼ ﾏｻｼ             1時間57分48秒 (塩尻市)
558 2897 宮坂 岳   ﾐﾔｻｶ ｶﾞｸ ﾁｰﾑｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ  1時間57分49秒 (諏訪市)
559 6120 村沢 宣章  ﾑﾗｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ MU-RA       1時間57分54秒 (駒ヶ根市)
560 969 吉田 広樹  ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 共栄電工健美会     1時間57分58秒 (新潟県)
561 203 今井 伸彦  ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾋｺ ﾁｰﾑｱｻﾋﾄﾞｰｽﾎﾟｰﾂ 1時間57分59秒 (諏訪市)
562 3685 百瀬 一   ﾓﾓｾ ﾊｼﾞﾒ ちｰむ  翔      1時間58分00秒 (茅野市)
563 4884 小川 一人  ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ             1時間58分02秒 (東京都)
564 3224 和田 盛光  ﾜﾀﾞ ﾓﾘﾐﾂ             1時間58分10秒 (神奈川県)
565 5388 岩尾 達也  ｲﾜｵ ﾀﾂﾔ             1時間58分16秒 (愛知県)
566 3112 北野 智哉  ｷﾀﾉ ﾄﾓﾔ ｻﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ技術研究所 1時間58分17秒 (東京都)
567 7717 佐藤 友昭  ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ             1時間58分21秒 (飯田市)
568 3943 内田 靖彦  ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 東泉産業株式会社    1時間58分23秒 (埼玉県)
569 2474 高木 光幸  ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾕｷ             1時間58分24秒 (長野市)
570 1342 平泉 規   ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ 諏訪県JCｼﾆｱ    1時間58分25秒 (辰野町)
571 3269 平郡 彰   ﾋﾗｺﾞｵﾘ ｱｷﾗ             1時間58分27秒 (岐阜県)
572 6387 大橋 慎太郎 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ             1時間58分30秒 (辰野町)
573 3075 髙木 宗男  ﾀｶｷﾞ ﾑﾈｵ             1時間58分32秒 (辰野町)
574 2128 酒井 茂樹  ｻｶｲ ｼｹﾞｷ Tesm  ﾏﾙﾆｼ  1時間58分33秒 (宮田村)
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575 2523 近藤 憲偉智 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ             1時間58分34秒 (長野市)
576 4319 住 昌彦   ｽﾐ ﾏｻﾋｺ             1時間58分34秒 (長野市)
577 1447 小口 雄策  ｵｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ             1時間58分36秒 (岡谷市)
578 3419 岩田 英司  ｲﾜﾀ ｴｲｼﾞ             1時間58分37秒 (松本市)
579 2636 森田 伸二  ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ ｶｺﾞﾒ小牧       1時間58分40秒 (愛知県)
580 4076 中澤 喜之  ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ             1時間58分43秒 (滋賀県)
581 2219 朝倉 正樹  ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 茅野市役所RC     1時間58分46秒 (松本市)
582 3359 大林 康之  ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ             1時間58分46秒 (茅野市)
583 4907 須賀 光一  ｽｶﾞ ｺｳｲﾁ             1時間58分47秒 (長野市)
584 4227 甲 雄介   ｷﾉｴ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑｴﾌﾟｿﾝ     1時間58分54秒 (諏訪市)
585 2848 細田 卓爾  ﾎｿﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 後継者の学校      1時間59分00秒 (宮田村)
586 1004 阿部 憲英  ｱﾍﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ             1時間59分05秒 (東京都)
587 1143 嘉戸 亨   ｶﾄﾞ ﾄｵﾙ             1時間59分10秒 (岡谷市)
588 1246 浅井 伸二郎 ｱｻｲ ｼﾝｼﾞﾛｳ             1時間59分11秒 (茅野市)
589 1880 宮尾 洋行  ﾐﾔｵ ﾋﾛﾕｷ 坂城町体協       1時間59分15秒 (中野市)
590 2427 栗林 善道  ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐﾁ             1時間59分15秒 (坂城町)
591 3458 五味 靖典  ｺﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ             1時間59分16秒 (千葉県)
592 3226 末長 信二  ｽｴﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ             1時間59分21秒 (長野市)
593 3819 中楯 真   ﾅｶﾀﾞﾃ ﾏｺﾄ 岡谷市消防団第1分団RC 1時間59分21秒 (岡谷市)
594 4220 斉藤 朗   ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ ｱｽﾛﾝｽﾞ       1時間59分21秒 (長野市)
595 3946 大川 博   ｵｵｶﾜ ﾋﾛｼ 株式会社大川製作所   1時間59分22秒 (埼玉県)
596 1444 丸山 秀紀  ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ             1時間59分26秒 (長野市)
597 4053 小割 剛   ｺﾜﾘ ﾂﾖｼ 丸ﾉ内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  1時間59分26秒 (松本市)
598 6037 松本 一樹  ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ             1時間59分26秒 (松本市)
599 1255 宮之尾 隆  ﾐﾔﾉｵ ﾀｶｼ             1時間59分28秒 (茅野市)
600 1384 田村 真二  ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 田村建築設計      1時間59分31秒 (佐久市)
601 2707 関口 幸伸  ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾌﾞ 伸虎会         1時間59分34秒 (大町市)
602 2791 二ノ宮 貴之 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾕｷ             1時間59分34秒 (静岡県)
603 3430 関 和之   ｾｷ ｶｽﾞﾕｷ 氏青          1時間59分35秒 (諏訪市)
604 970 小林 英樹  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 共栄電工健美会     1時間59分39秒 (新潟県)
605 2583 中澤 克美  ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾂﾐ             1時間59分42秒 (原村)
606 3433 宮坂 周吾  ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｺﾞ ﾁｰﾑｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ  1時間59分42秒 (松本市)
607 3797 中村 祐一  ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ AKH61       1時間59分42秒 (駒ヶ根市)
608 5860 宮坂 雅輝  ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾃﾙ             1時間59分48秒 (神奈川県)
609 5644 鈴木 英明  ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間59分50秒 (東京都)
610 915 堀内 英二  ﾎﾘｳﾁ ｴｲｼﾞ ★駝鳥倶楽部★     1時間59分51秒 (長野市)
611 1818 味澤 英治  ｱｼﾞｻﾜ ｴｲｼﾞ 四五六会        1時間59分58秒 (岡谷市)
612 3342 正田 泰夫  ｼｮｳﾀﾞ ﾔｽｵ うずしまRC      1時間59分59秒 (伊那市)
613 4326 伊藤 道彦  ｲﾄｳ ﾐﾁﾋｺ 赤穂南小学校      2時間00分02秒 (駒ヶ根市)
614 1680 中村 達哉  ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ             2時間00分08秒 (東京都)
615 5125 釜田 進   ｶﾏﾀ ｽｽﾑ             2時間00分10秒 (東京都)
616 6114 下原 裕人  ｼﾓﾊﾗ ﾋﾛﾄ             2時間00分11秒 (伊那市)
617 2729 野口 栄治  ﾉｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ             2時間00分18秒 (埼玉県)
618 4078 酒出 宏史  ｻｶｲﾃﾞ ﾋﾛｼ             2時間00分18秒 (諏訪市)
619 867 ヘイダリヤン ﾍｲﾀﾞﾘﾔﾝ ｱﾘ             2時間00分26秒 (伊那市)
620 3569 佐藤 英志  ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 太陽ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  2時間00分27秒 (東京都)
621 3152 大塚 真一  ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ             2時間00分33秒 (茅野市)
622 2813 大蔵 直樹  ｵｵｸﾗ ﾅｵｷ             2時間00分39秒 (岡谷市)
623 3888 山下 征司  ﾔﾏｼﾀ ｾｲｼﾞ             2時間00分39秒 (辰野町)
624 980 金子 紀彦  ｶﾈｺ ﾉﾘﾋｺ             2時間00分41秒 (諏訪市)
625 2628 大橋 和也  ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾔ             2時間00分41秒 (千曲市)
626 2575 市川 二郎  ｲﾁｶﾜ ｼﾞﾛｳ             2時間00分50秒 (東京都)
627 958 小林 拓   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ             2時間00分56秒 (諏訪市)
628 2922 田中 康弘  ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 四八会         2時間01分06秒 (諏訪市)
629 5253 土生都 正和 ﾊﾌﾞﾂ ﾏｻｶｽﾞ             2時間01分08秒 (岐阜県)
630 1314 高橋 正樹  ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ ☆★縦横無人!?☆★  2時間01分13秒 (長野市)
631 4016 森山 賢一  ﾓﾘﾔﾏ ｹﾝｲﾁ             2時間01分20秒 (長野市)
632 3194 岩崎 哲也  ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ             2時間01分22秒 (諏訪市)
633 3073 田幸 学   ﾀｺｳ ﾏﾅﾌﾞ             2時間01分25秒 (須坂市)
634 5009 田中 稔   ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間01分28秒 (箕輪町)
635 5775 藤倉 裕樹  ﾌｼﾞｸﾗ ﾋﾛｷ             2時間01分28秒 (塩尻市)
636 719 星 育郎   ﾎｼ ｲｸｵ             2時間01分35秒 (長野市)
637 1505 武者 直也  ﾑｼｬ ﾅｵﾔ             2時間01分35秒 (茅野市)
638 4052 野澤 利晴  ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ             2時間01分38秒 (大阪府)
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639 5024 村松 学   ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ やさいのｱﾏﾉ     2時間01分41秒 (山梨県)
640 1590 森谷 知格  ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾉﾘ             2時間01分43秒 (岡谷市)
641 3372 竹澤 崇   ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｶｼ AKH61       2時間01分43秒 (諏訪市)
642 6797 小松 徹   ｺﾏﾂ ﾄｵﾙ ｷｯﾂ         2時間01分51秒 (辰野町)
643 3544 岩田 修一  ｲﾜﾀ ｼｭｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間02分01秒 (箕輪町)
644 3746 太田 守彦  ｵｵﾀ ﾓﾘﾋｺ             2時間02分01秒 (塩尻市)
645 569 田中 渉   ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ             2時間02分02秒 (茅野市)
646 5597 福島 徹也  ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ 57桜会3-9ﾏﾗｿﾝ部 2時間02分03秒 (駒ヶ根市)
647 449 奥原 裕司  ｵｸﾊﾗ ﾕｳｼﾞ             2時間02分09秒 (松本市)
648 3381 山岸 正人  ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾄ             2時間02分11秒 (長野市)
649 3109 小池 俊樹  ｺｲｹ ﾄｼｷ             2時間02分12秒 (安曇野市)
650 7057 保坂 和彦  ﾎｻｶ ｶﾂﾞﾋｺ             2時間02分12秒 (埼玉県)
651 2755 福田 健作  ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｻｸ ﾁｰﾑ住材       2時間02分16秒 (神奈川県)
652 2465 西澤 清明  ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾖｱｷ ｾﾞﾝｵﾝ        2時間02分24秒 (諏訪市)
653 4709 土屋 剛   ﾂﾁﾔ ﾂﾖｼ ｷﾘﾝ         2時間02分24秒 (諏訪市)
654 1381 橋爪 茂登  ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｹﾞﾄ             2時間02分26秒 (伊那市)
655 4302 山口 慎一  ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 株式会社山昇      2時間02分30秒 (愛知県)
656 7005 竹内 俊策  ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｻｸ dyk_bike    2時間02分30秒 (上田市)
657 2221 宮下 晶弘  ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 茅野市役所RC     2時間02分36秒 (茅野市)
658 3750 山本 多佳士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 岡野薬品RC      2時間02分43秒 (松本市)
659 2415 金子 淳   ｶﾈｺ ｱﾂｼ             2時間02分48秒 (辰野町)
660 5288 大野 正秀  ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ Azbil       2時間02分50秒 (岡谷市)
661 2800 谷澤 浩二  ﾀﾆｻﾜ ｺｳｼﾞ 宮下建設        2時間02分54秒 (伊那市)
662 2660 小橋 史明  ｺﾊﾞｼ ﾌﾐｱｷ             2時間02分56秒 (飯田市)
663 3093 飯田 修   ｲｲﾀﾞ ｵｻﾑ 飯田市役所       2時間02分56秒 (東京都)
664 2204 永井 敦   ﾅｶﾞｲ ｱﾂｼ             2時間03分01秒 (千葉県)
665 2107 新村 浩一  ﾆｲﾑﾗ ｺｳｲﾁ             2時間03分02秒 (諏訪市)
666 3745 小坂 秀満  ｵｻｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ 小坂製作所       2時間03分06秒 (岡谷市)
667 4108 高橋 康治  ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ             2時間03分18秒 (駒ヶ根市)
668 5618 増沢 岳海  ﾏｽｻﾞﾜ ﾀｹﾐ             2時間03分19秒 (諏訪市)
669 5399 岩垂 祐二  ｲﾜﾀﾞﾚ ﾕｳｼﾞ やまなし        2時間03分33秒 (山梨県)
670 1918 笠原 正彦  ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾋｺ べっしゃん       2時間03分38秒 (東京都)
671 3936 三澤 康宏  ﾐｻﾜ ﾔｽﾋﾛ             2時間03分40秒 (岡谷市)
672 2385 宮本 諭   ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ SAIKO       2時間03分41秒 (東京都)
673 5025 清水 研二  ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ やさいのｱﾏﾉ     2時間03分41秒 (山梨県)
674 4368 寒河江 隆昭 ｻｶﾞｴ ﾀｶｱｷ             2時間03分43秒 (新潟県)
675 2257 藤森 明生  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷｵ             2時間03分46秒 (愛知県)
676 4257 幡野 浩二  ﾊﾀﾉ ｺｳｼﾞ             2時間03分47秒 (山梨県)
677 2180 小林 康弘  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間03分52秒 (茅野市)
678 5943 黒河内 友英 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ             2時間03分53秒 (駒ヶ根市)
679 3490 小池 健一  ｺｲｹ ｹﾝｲﾁ             2時間03分56秒 (長野市)
680 5701 丸山 晃生  ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 株式会社ｼﾝｱﾍﾟｯｸｽ 2時間03分57秒 (岡谷市)
681 2906 松山 好幸  ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 共栄電工健美会     2時間03分59秒 (兵庫県)
682 4954 蔵前 慎一郎 ｸﾗﾏｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ             2時間03分59秒 (安曇野市)
683 7200 小田切 範晃 ｵﾀｷﾞﾘ ﾉﾘｱｷ             2時間03分59秒 (岡谷市)
684 3686 中村 雄三  ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｿﾞｳ             2時間04分01秒 (箕輪町)
685 3360 柳沢 秀信  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌ             2時間04分04秒 (千曲市)
686 4055 三村 賢一  ﾐﾑﾗ ｹﾝｲﾁ ﾁｰﾑｼﾝﾄﾞ      2時間04分06秒 (塩尻市)
687 6094 三村 賢一  ﾐﾑﾗ ｹﾝｲﾁ ﾁｰﾑｼﾝﾄﾞｳ     2時間04分07秒 (塩尻市)
688 1397 吉池 隆浩  ﾖｼｲｹ ﾀｶﾋﾛ             2時間04分08秒 (上田市)
689 3757 新村 将輝  ｼﾝﾑﾗ ﾏｻｷ             2時間04分10秒 (静岡県)
690 3800 湯沢 稔   ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ AKH61       2時間04分11秒 (駒ヶ根市)
691 6958 日野 達夫  ﾋﾉ ﾀﾂｵ ひよどりRC      2時間04分13秒 (神奈川県)
692 2618 佐藤 定信  ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ             2時間04分14秒 (長野市)
693 3407 松本 健   ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ             2時間04分14秒 (松本市)
694 1963 松尾 知浩  ﾏﾂｵ ﾄﾓﾋﾛ ｱﾄﾘｳﾑ       2時間04分18秒 (千葉県)
695 2511 湯田坂 竜一 ﾕﾀﾞｻｶ ﾘｭｳｲﾁ めた跳んでけっ==3  2時間04分19秒 (茅野市)
696 5221 早川 正博  ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾋﾛ             2時間04分20秒 (長野市)
697 4694 中川 英和  ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ             2時間04分31秒 (諏訪市)
698 2670 藤岡 秀邦  ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾃﾞｸﾆ Win FSC     2時間04分32秒 (山梨県)
699 3755 赤羽 貞人  ｱｶﾊﾈ ｻﾀﾞﾄ 夏のけだもの      2時間04分42秒 (辰野町)
700 3106 田中 正二  ﾀﾅｶ ｼｮｳｼﾞ ﾁｰﾑｴﾌﾟｿﾝ     2時間04分50秒 (塩尻市)
701 1901 鬼木 勝   ｵﾆｷ ﾏｻﾙ ｻﾞ･おくむら      2時間04分51秒 (神奈川県)
702 4275 行田 博之  ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ             2時間04分57秒 (上田市)
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703 1715 芹澤 健   ｾﾘｻﾞﾜ ｹﾝ             2時間04分59秒 (静岡県)
704 2555 丸谷 吉貴  ﾏﾙﾀﾆ ﾖｼﾀｶ (株)竹村製作所    2時間05分05秒 (中野市)
705 1756 天野 雅之  ｱﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 京ｾﾗ八日市      2時間05分09秒 (滋賀県)
706 1333 本山 久雄  ﾓﾄﾔﾏ ﾋｻｵ ｴﾌﾟｿﾝ        2時間05分14秒 (福島県)
707 3680 藤井 一彦  ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ 49会         2時間05分15秒 (松本市)
708 2965 木島 吉治  ｷｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間05分18秒 (塩尻市)
709 6915 喜多 章彦  ｷﾀ ｱｷﾋｺ             2時間05分20秒 (長野市)
710 3781 西浦 寛   ﾆｼｳﾗ ﾋﾛｼ             2時間05分21秒 (東京都)
711 2530 嶋浦 典男  ｼﾏｳﾗ ﾉﾘｵ             2時間05分28秒 (愛知県)
712 2488 飯田 洋市  ｲｲﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 諏訪東京理科大学    2時間05分33秒 (佐久市)
713 3188 篠原 靖昌  ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾏｻ             2時間05分33秒 (茅野市)
714 2574 長田 進一  ｵｻﾀﾞ ｼﾝｲﾁ             2時間05分34秒 (山梨県)
715 3404 菊池 智広  ｷｸﾁ ﾄﾓﾋﾛ             2時間05分34秒 (原村)
716 1231 岡部 俊一  ｵｶﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ             2時間05分36秒 (東京都)
717 3284 里見 浩介  ｻﾄﾐ ｺｳｽｹ             2時間05分39秒 (諏訪市)
718 2491 上向 正浩  ｳｴﾑｶｲ ﾏｻﾋﾛ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間05分40秒 (大阪府)
719 4583 片山 寛   ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間05分51秒 (長野市)
720 5583 東原 一夫  ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ ﾁｰﾑ住材       2時間05分52秒 (愛知県)
721 3130 大日方 兼彦 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｶﾋｺ             2時間05分55秒 (須坂市)
722 3963 中村 淳一  ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間05分56秒 (千曲市)
723 3403 田中 昇   ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ             2時間05分57秒 (駒ヶ根市)
724 3834 野村 忠志  ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 伊豆海人        2時間05分58秒 (茨城県)
725 4130 菊池 守   ｷｸﾁ ﾏﾓﾙ             2時間06分04秒 (静岡県)
726 4664 松本 匡宣  ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾁｰﾑ共進       2時間06分06秒 (神奈川県)
727 6385 生川 彰   ﾅﾙｶﾜ ｱｷﾗ 株式会社ｱﾙﾍﾟﾝ    2時間06分13秒 (三重県)
728 1533 羽田野 賢二 ﾊﾀﾉ ｹﾝｼﾞ TEAM 一松     2時間06分21秒 (安曇野市)
729 5275 川崎 勝之  ｶﾜｻｷ ｶﾂﾕｷ             2時間06分22秒 (東京都)
730 1998 佐久間 雄二 ｻｸﾏ ﾕｳｼﾞ ﾋﾞｱｰｽﾞ走る会     2時間06分27秒 (千葉県)
731 6371 青山 哲也  ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ             2時間06分30秒 (塩尻市)
732 2788 原田 賢治  ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ★ｱﾝﾋﾞｴﾝｽ★    2時間06分35秒 (駒ヶ根市)
733 7206 篠原 正文  ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ             2時間06分36秒 (松本市)
734 3421 井上 典彦  ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｺ             2時間06分44秒 (箕輪町)
735 6050 菅原 一真  ｽｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 山口          2時間06分47秒 (山口県)
736 4503 安藤 将弘  ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ             2時間06分50秒 (神奈川県)
737 3683 小松 賢一  ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ             2時間06分55秒 (諏訪市)
738 4045 八重倉 哲朗 ﾔｴｸﾗ ﾃﾂﾛｳ 住友生命        2時間06分59秒 (松本市)
739 6035 霜鳥 仁   ｼﾓﾄﾘ ﾋﾄｼ             2時間07分01秒 (山梨県)
740 1391 小谷中 昭裕 ｺﾔﾅｶ ｱｷﾋﾛ とどろき会       2時間07分05秒 (千葉県)
741 3343 長嶋 孝一  ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳｲﾁ             2時間07分12秒 (神奈川県)
742 3143 池村 功樹  ｲｹﾑﾗ ｺｳｷ             2時間07分15秒 (東京都)
743 7204 千代 誠   ｾﾝﾀﾞｲ ﾏｺﾄ 関西国際大学      2時間07分20秒 (兵庫県)
744 2515 橋爪 貢   ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾂｸﾞ             2時間07分23秒 (東京都)
745 4951 尾崎 新二  ｵｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ ﾁｰﾑ2014     2時間07分23秒 (南箕輪村)
746 1813 吉原 大二  ﾖｼﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞ             2時間07分35秒 (東京都)
747 2952 高山 裕之  ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ﾄﾗｽｺ中山㈱上田支店 2時間07分37秒 (上田市)
748 1693 鎌田 和彦  ｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋｺ             2時間07分40秒 (飯田市)
749 581 武居 啓太  ﾀｹｲ ｹｲﾀ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間07分43秒 (下諏訪町)
750 3591 朝倉 雪博  ｱｻｸﾗ ﾕｷﾋﾛ ﾋﾟｽｺ         2時間07分45秒 (茅野市)
751 6509 松本 大   ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲ             2時間07分47秒 (長野市)
752 3629 塚田 徹   ﾂｶﾀﾞ ﾄｵﾙ 01会         2時間07分51秒 (岡谷市)
753 240 山崎 努   ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ             2時間07分54秒 (諏訪市)
754 1320 西 克之   ﾆｼ ｶﾂﾕｷ             2時間07分58秒 (塩尻市)
755 3621 菅原 憲明  ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｱｷ             2時間08分01秒 (茅野市)
756 2538 Ｒｏｌｆ Ｓｔ ﾛﾙﾌ ｼｭﾀｲﾒﾝ             2時間08分03秒 (東京都)
757 4146 鮎澤 宏和  ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ             2時間08分09秒 (岡谷市)
758 988 松村 直樹  ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ             2時間08分10秒 (東京都)
759 5569 岡本 睦良  ｵｶﾓﾄ ﾑﾂﾖｼ             2時間08分15秒 (神奈川県)
760 4491 綱島 達也  ﾂﾅｼﾏ ﾀﾂﾔ             2時間08分17秒 (諏訪市)
761 2444 越後屋 紀次 ｴﾁｺﾞﾔ ﾉﾘﾂｸﾞ             2時間08分27秒 (松本市)
762 985 小林 敦雄  ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 長野信用金庫      2時間08分34秒 (長野市)
763 5361 今井 克浩  ｲﾏｲ ｶﾂﾋﾛ めちゃほり       2時間08分44秒 (箕輪町)
764 2601 山岸 浩幸  ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ             2時間08分45秒 (駒ヶ根市)
765 2962 杉浦 健夫  ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹｵ             2時間08分45秒 (岡谷市)
766 2115 土岐 浩司  ﾄｷ ﾋﾛｼ 飯田信用金庫      2時間08分50秒 (泰阜村)
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767 2142 鉄羅 幹登  ﾃﾂﾗ ﾏｻﾀｶ ｱｽﾘｰﾄFA  RC 2時間08分51秒 (諏訪市)
768 6126 湯澤 剛   ﾕｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ﾙﾈｻﾝｽ       2時間08分53秒 (千葉県)
769 3667 辻元 和明  ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ ﾁｰﾑSKY      2時間08分57秒 (伊那市)
770 1392 高橋 俊樹  ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 近鉄ｺｽﾓｽﾏﾗｿﾝ隊 2時間08分58秒 (茅野市)
771 3059 雨宮 千知  ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄﾓ 雨宮鈑金  陸上部   2時間09分00秒 (富士見町)
772 3513 青木 伸行  ｱｵｷ ﾉﾌﾞﾕｷ             2時間09分03秒 (東京都)
773 5448 鈴木 雅也  ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ らんふれっちぇ     2時間09分17秒 (松本市)
774 2091 今井 淳   ｲﾏｲ ｱﾂｼ FCLS        2時間09分28秒 (埼玉県)
775 3779 小林 明治  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾊﾙ             2時間09分36秒 (東京都)
776 5864 山下 茂樹  ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｷ 東北ﾃｸﾄﾛﾝ     2時間09分36秒 (愛知県)
777 5478 國府田 正雄 ｺｳﾀﾞ ﾏｻｵ             2時間09分37秒 (東京都)
778 4248 林 祐一   ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 株式会社高見澤     2時間09分49秒 (飯島町)
779 2915 桜井 祥彦  ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋｺ             2時間09分51秒 (伊那市)
780 1672 藤森 一浩  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間09分52秒 (諏訪市)
781 1261 関谷 章   ｾｷﾔ ｱｷﾗ             2時間09分55秒 (諏訪市)
782 4035 市川 雄士  ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ             2時間09分57秒 (箕輪町)
783 3401 千葉 大   ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲ             2時間09分58秒 (松本市)
784 4455 名和 秀樹  ﾅﾜ ﾋﾃﾞｷ ﾏﾙﾆｼ        2時間10分00秒 (岡谷市)
785 5519 三田 裕明  ﾐｯﾀ ﾋﾛｱｷ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間10分00秒 (京都府)
786 1278 下平 栄治  ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｴｲｼﾞ 元気&元気2号     2時間10分02秒 (駒ヶ根市)
787 3486 鮫島 直之  ｻﾒｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ             2時間10分10秒 (神奈川県)
788 982 小泉 政道  ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾐﾁ 諏訪信用金庫      2時間10分16秒 (原村)
789 4787 秋山 雄飛  ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾋ             2時間10分16秒 (諏訪市)
790 7781 朴 勇得   ﾊﾟｸ ﾖﾝｸﾞﾄﾞｳｸ ｻﾝ工業株式会社    2時間10分18秒 (駒ヶ根市)
791 4682 松瀬 将克  ﾏﾂｾ ﾏｻｶﾂ             2時間10分20秒 (岡谷市)
792 4474 矢澤 吉行  ﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 諏訪信用金庫      2時間10分25秒 (諏訪市)
793 7088 柴田 到   ｼﾊﾞﾀ ｲﾀﾙ ﾁｰﾑらっきｰ     2時間10分27秒 (上田市)
794 3886 割田 武志  ﾜﾘﾀ ﾀｹｼ             2時間10分32秒 (山ノ内町)
795 1446 小松 豊   ｺﾏﾂ ﾕﾀｶ             2時間10分33秒 (諏訪市)
796 3930 佐々木 成司 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ             2時間10分33秒 (長和町)
797 2579 松本 正好  ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾖｼ ★駝鳥倶楽部★     2時間10分44秒 (長野市)
798 3561 伊東 信二  ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ             2時間10分45秒 (茅野市)
799 1548 宮坂 秀夫  ﾐﾔｻｶ ﾋﾃﾞｵ             2時間10分46秒 (岡谷市)
800 5914 増沢 澄成  ﾏｽｻﾞﾜ ｽﾐﾉﾘ ﾋﾟｽｺ         2時間10分48秒 (岡谷市)
801 1137 米田 義成  ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ      2時間10分52秒 (長野市)
802 2997 武井 直之  ﾀｹｲ ﾅｵﾕｷ TEAM  YAMANI 2時間11分03秒 (岡谷市)
803 4059 片岡 不二夫 ｶﾀｵｶ ﾌｼﾞｵ 大和ﾊｳｽ       2時間11分03秒 (神奈川県)
804 4945 渡辺 憲護  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ             2時間11分03秒 (飯島町)
805 5183 荒井 亮一  ｱﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ             2時間11分04秒 (駒ヶ根市)
806 3527 小島 拓也  ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ             2時間11分06秒 (諏訪市)
807 6577 山本 勝久  ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋｻ             2時間11分09秒 (東京都)
808 4944 両角 柳也  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｭｳﾔ             2時間11分10秒 (茅野市)
809 4447 小坂 和稔  ｵｻｶ ｶｽﾞﾄｼ 四五六会        2時間11分15秒 (岡谷市)
810 1511 細田 岳志  ﾎｿﾀﾞ ﾀｹｼ ｼｭｰﾏｰﾄ      2時間11分16秒 (静岡県)
811 1604 根上 幸司  ﾈｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 裾野市役所       2時間11分16秒 (伊那市)
812 3975 中原 俊和  ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 東信鋼鉄        2時間11分16秒 (長野市)
813 4403 河西 晴彦  ｶｻｲ ﾊﾙﾋｺ 足湯+         2時間11分18秒 (諏訪市)
814 4620 小松 正樹  ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 八十二銀行  諏訪支店 2時間11分19秒 (茅野市)
815 3567 大池 宏和  ｵｵｲｹ ﾋﾛｶｽﾞ             2時間11分21秒 (岡谷市)
816 5885 亀野 好洋  ｶﾒﾉ ﾖｼﾋﾛ ﾁｰﾑえるとも     2時間11分26秒 (松本市)
817 3366 河西 利幸  ｶｻｲ ﾄｼﾕｷ             2時間11分31秒 (安曇野市)
818 3751 二木 岳志  ﾌﾀﾂｷﾞ ﾀｹｼ 岡野薬品RC      2時間11分31秒 (岡谷市)
819 5368 渡辺 智文  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ IMH         2時間11分35秒 (飯田市)
820 4320 清水 秀敏  ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 飯田市役所       2時間11分37秒 (飯田市)
821 7257 関根 憲一  ｾｷﾈ ｹﾝｲﾁ             2時間11分39秒 (諏訪市)
822 3925 百瀬 隆生  ﾓﾓｾ ﾀｶｵ             2時間11分40秒 (安曇野市)
823 4037 勝又 弘之  ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ             2時間11分43秒 (山梨県)
824 6356 大木 康   ｵｵｷ ﾔｽｼ             2時間11分43秒 (東京都)
825 1376 伊藤 和樹  ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 高橋ﾚｰｼﾝｸﾞ     2時間11分45秒 (東京都)
826 3438 松井 陸幸  ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ             2時間11分45秒 (愛知県)
827 6405 村瀬 政信  ﾑﾗｾ ﾏｻﾉﾌﾞ 相生山病院       2時間11分45秒 (茅野市)
828 2937 野口 傑貴  ﾉｸﾞﾁ ﾂﾖｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間11分46秒 (千葉県)
829 5552 宮澤 敏彦  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ             2時間11分49秒 (伊那市)
830 6005 森田 順也  ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 鹿島          2時間11分49秒 (東京都)
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831 2063 小林 章文  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾌﾐ             2時間11分50秒 (東京都)
832 6975 望月 嘉徳  ﾓﾁｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ             2時間11分55秒 (静岡県)
833 1770 今井 俊雄  ｲﾏｲ ﾄｼｵ 泉精器         2時間11分56秒 (岡谷市)
834 2734 原田 道彦  ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ             2時間11分56秒 (長野市)
835 4721 賀屋 二郎  ｶﾔ ｼﾞﾛｳ             2時間11分56秒 (諏訪市)
836 3079 中原 健司  ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ             2時間11分58秒 (駒ヶ根市)
837 5023 岡崎 慶太  ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ やさいのｱﾏﾉ     2時間12分04秒 (山梨県)
838 6139 梅垣 宏行  ｳﾒｶﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 名古屋大学       2時間12分12秒 (愛知県)
839 4036 新鞍 義文  ﾆｲｸﾗ ﾖｼﾌﾐ             2時間12分22秒 (辰野町)
840 4888 雨宮 宗徳  ｱﾒﾐﾔ ﾑﾈﾉﾘ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間12分22秒 (長野市)
841 3127 河西 裕一  ｶｻｲ ﾕｳｲﾁ ﾌﾟﾗﾙﾄ        2時間12分24秒 (岡谷市)
842 5234 土田 貴久  ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｻ             2時間12分25秒 (東京都)
843 5403 木村 朋成  ｷﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ ごちそう処きむら    2時間12分25秒 (諏訪市)
844 3499 花岡 史明  ﾊﾅｵｶ ﾌﾐｱｷ 四五六会        2時間12分26秒 (岡谷市)
845 3805 高橋 淳   ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ ﾁｮｯｶﾘ`88    2時間12分30秒 (長野市)
846 6357 川島 淳生  ｶﾜｼﾏ ｱﾂｵ きたえる~む      2時間12分30秒 (岡谷市)
847 4021 佐藤 仁一  ｻﾄｳ ｼﾞﾝｲﾁ             2時間12分36秒 (東京都)
848 4408 佐々木 義一 ｻｻｷ ﾖｼｶｽﾞ             2時間12分38秒 (阿南町)
849 3580 澤 俊光   ｻﾜ ﾄｼﾐﾂ 鼻曲署         2時間12分39秒 (神奈川県)
850 2767 加順 久夫  ｶｼﾞｭﾝ ﾋｻｵ             2時間12分44秒 (松本市)
851 5577 佐藤 猛志  ｻﾄｳ ﾀｹｼ ﾎｯﾄｵﾚﾝｼﾞRC   2時間12分45秒 (埼玉県)
852 5443 加藤 裕之  ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ             2時間12分46秒 (松本市)
853 1033 井上 浩実  ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐ JA共済  駅伝部   2時間12分48秒 (伊那市)
854 4008 御子柴 雅樹 ﾐｺｼﾊﾞ ﾏｻｷ 松本市立病院      2時間12分58秒 (松本市)
855 5707 阿部 昌雄  ｱﾍﾞ ﾏｻｵ             2時間12分58秒 (塩尻市)
856 5231 西沢 崇   ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ             2時間13分02秒 (長野市)
857 5490 山本 剛   ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ             2時間13分15秒 (神奈川県)
858 6180 鈴木 雅樹  ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ ｲｰｽﾀﾝ       2時間13分16秒 (諏訪市)
859 7214 水野 浩二  ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾞ             2時間13分17秒 (愛知県)
860 4063 南 健太郎  ﾐﾅﾐ ｹﾝﾀﾛｳ             2時間13分34秒 (埼玉県)
861 7757 青山 広道  ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間13分38秒 (茨城県)
862 4032 上兼 裕   ｳｴｶﾞﾈ ﾕｳ RunSou1     2時間13分44秒 (松本市)
863 3266 横須 剛   ﾖｺｽ ﾂﾖｼ 長野信用金庫      2時間13分46秒 (長野市)
864 1018 江川 秀樹  ｴｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ             2時間13分47秒 (東京都)
865 3588 登内 茂   ﾄﾉｳﾁ ｼｹﾞﾙ ﾋﾟｽｺ         2時間13分47秒 (南箕輪村)
866 5085 加藤 洋   ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 無所属         2時間13分48秒 (岡谷市)
867 4497 丸山 俊   ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝ ｱｽﾘｰﾄFA     2時間13分50秒 (諏訪市)
868 2757 大滝 靖弘  ｵｵﾀｷ ﾔｽﾋﾛ 日本電産ｻﾝｷｮｰ   2時間13分55秒 (飯田市)
869 4915 伊原 雅博  ｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ             2時間13分55秒 (下諏訪町)
870 1421 青木 久雄  ｱｵｷ ﾋｻｵ MOPRC       2時間13分56秒 (神奈川県)
871 2351 平嶋 真   ﾋﾗｼﾏ ﾏｺﾄ JA上伊那       2時間14分01秒 (伊那市)
872 4231 松永 英明  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間14分02秒 (神奈川県)
873 7491 宮下 喜光  ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾐﾂ             2時間14分07秒 (飯島町)
874 5031 横堀 健   ﾖｺﾎﾞﾘ ｹﾝ             2時間14分08秒 (東京都)
875 6904 浅川 秀也  ｱｻｶﾜ ﾋﾃﾞﾅﾘ ㈱菊池金型       2時間14分10秒 (佐久穂町)
876 4647 小松 秀尊  ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞﾀｶ             2時間14分11秒 (塩尻市)
877 7342 垂水 宏次  ﾀﾙﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ             2時間14分28秒 (千葉県)
878 5831 川村 暁   ｶﾜﾑﾗ ｻﾄﾙ TEAM-GUN    2時間14分31秒 (茅野市)
879 6158 丸茂 健喜  ﾏﾙﾓ ﾀｹｷ             2時間14分31秒 (茅野市)
880 2050 松見 誠司  ﾏﾂﾐ ｾｲｼﾞ ﾁｰﾑあやかな     2時間14分37秒 (諏訪市)
881 5999 唐木田 啓一 ｶﾗｷﾀﾞ ｹｲｲﾁ             2時間14分40秒 (千曲市)
882 3820 伊藤 健士  ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間14分53秒 (岡谷市)
883 5202 新津 隆   ﾆｲﾂ ﾀｶｼ あたふた        2時間14分55秒 (千曲市)
884 6576 上原 正樹  ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ             2時間14分58秒 (長野市)
885 2441 青山 博喜  ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ             2時間15分03秒 (長野市)
886 2533 黒鳥 嘉人  ｸﾛﾄﾘ ﾖｼﾄ             2時間15分03秒 (東京都)
887 1050 師岡 章   ﾓﾛｵｶ ｱｷﾗ 軽ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ   2時間15分09秒 (岡谷市)
888 5056 南り 憲孝  ﾅﾝﾘ ﾉﾘﾀｶ 音走連         2時間15分13秒 (中野市)
889 5326 野口 真   ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ             2時間15分13秒 (東京都)
890 5315 矢ケ崎 正徳 ﾔｶﾞｻｷ ﾏｻﾉﾘ 地球防衛軍       2時間15分17秒 (下諏訪町)
891 3811 牧島 正明  ﾏｷｼﾏ ﾏｻｱｷ             2時間15分20秒 (須坂市)
892 5637 石橋 明男  ｲｼﾊﾞｼ ｱｷｵ             2時間15分28秒 (東京都)
893 926 江口 寿夫  ｴｸﾞﾁ ﾋｻｵ ｻﾞ おくむら      2時間15分30秒 (神奈川県)
894 2496 津川 悟志  ﾂｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     2時間15分33秒 (飯田市)
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895 3942 福田 有恵  ﾌｸﾀﾞ ｱﾘｼｹﾞ             2時間15分35秒 (神奈川県)
896 7031 小澤 正敬  ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ             2時間15分39秒 (松本市)
897 5659 蒲原 寿   ｶﾓﾊﾗ ﾋｻｼ             2時間15分40秒 (東京都)
898 4094 市脇 勇一  ｲﾁﾜｷ ﾕｳｲﾁ 長野ﾀﾞｲﾊﾂ販売㈱   2時間15分43秒 (塩尻市)
899 1321 大和 智之  ｵｵﾜ ﾄﾓﾕｷ             2時間15分45秒 (塩尻市)
900 5684 浜 直樹   ﾊﾏ ﾅｵｷ ｴﾇﾌﾟﾗﾝ       2時間15分48秒 (諏訪市)
901 7381 竹田 雄一  ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ             2時間15分48秒 (岡谷市)
902 5051 近藤 雅浩  ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ             2時間15分51秒 (長野市)
903 1899 佐藤 幸太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ CMJ         2時間15分56秒 (愛知県)
904 6123 山崎 克行  ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾕｷ             2時間15分59秒 (須坂市)
905 7497 竹内 照   ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ ｳｫｰﾘｰ仕事を探せ! 2時間16分00秒 (箕輪町)
906 4677 友近 俊展  ﾄﾓﾁｶ ﾄｼﾉﾌﾞ             2時間16分02秒 (千葉県)
907 6010 中森 正男  ﾅｶﾓﾘ ﾏｻｵ             2時間16分02秒 (埼玉県)
908 3892 藤澤 隆之  ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ■■須坂小■■     2時間16分08秒 (高山村)
909 352 中村 護   ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ 共栄電工健美会     2時間16分09秒 (岡谷市)
910 4056 赤羽 一也  ｱｶﾊﾈ ｶｽﾞﾔ 会社員         2時間16分13秒 (伊那市)
911 3080 小池 勝也  ｺｲｹ ｶﾂﾔ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝを楽しむ会 2時間16分19秒 (諏訪市)
912 2089 大日向 光紀 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾉﾘ ★おびｰず｡      2時間16分23秒 (長野市)
913 1147 佐藤 嘉泰  ｻﾄｳ ﾖｼﾔｽ             2時間16分32秒 (下諏訪町)
914 3556 多田 隆士  ﾀﾀﾞ  ﾀｶｼ (株)ﾏﾙﾆｼ     2時間16分37秒 (岡谷市)
915 5464 馬場 誠治  ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｼﾞ 負け犬ｻｯｶｰ部    2時間16分38秒 (岐阜県)
916 512 浦野 隆   ｳﾗﾉ ﾀｶｼ ﾆｯﾊﾟﾂRC      2時間16分40秒 (宮田村)
917 3294 北原 清史  ｷﾀﾊﾗ ｷﾖｼ             2時間16分43秒 (諏訪市)
918 4659 功力 英俊  ｸﾇｷﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 諏訪湖爆漕族      2時間16分49秒 (神奈川県)
919 6008 新田 幸己  ﾆｯﾀ ｺｵｷ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間16分49秒 (兵庫県)
920 1054 草間 隆志  ｸｻﾏ ﾀｶｼ 川岸小学校       2時間16分52秒 (岡谷市)
921 4693 武田 成司  ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 鼻曲署         2時間16分55秒 (神奈川県)
922 1294 則武 孝政  ﾉﾘﾀｹ ﾀｶﾏｻ             2時間17分02秒 (東京都)
923 4406 武井 誠   ﾀｹｲ ﾏｺﾄ             2時間17分04秒 (諏訪市)
924 1567 堀川 誠   ﾎﾘｶﾜ ﾏｺﾄ ﾓﾉﾉﾌ自転車部    2時間17分05秒 (塩尻市)
925 3913 高津 稔   ﾀｶﾂ ﾐﾉﾙ 辰野町役場       2時間17分11秒 (辰野町)
926 1235 加々見 茂樹 ｶｶﾞﾐ ｼｹﾞｷ ﾎﾜｲﾄﾅｯﾂ     2時間17分20秒 (諏訪市)
927 1291 竹井 信治  ﾀｹｲ ｼﾝｼﾞ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間17分26秒 (東京都)
928 1658 平林 麗央  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｲｵｳ             2時間17分27秒 (千葉県)
929 7598 小牧 正二  ｺﾏｷ ｼｮｳｼﾞ             2時間17分28秒 (伊那市)
930 5810 五明 啓一  ｺﾞﾐｮｳ ｹｲｲﾁ             2時間17分39秒 (長野市)
931 6013 柳澤 秀一  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾁ             2時間17分39秒 (松本市)
932 7256 花村 芳樹  ﾊﾅﾑﾗ ﾖｼｷ 無所属         2時間17分41秒 (松本市)
933 3881 日下部 知浩 ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ             2時間17分43秒 (塩尻市)
934 4294 正森 賢一  ﾏｻﾓﾘ ｹﾝｲﾁ             2時間17分44秒 (駒ヶ根市)
935 4374 木下 信威  ｷﾉｼﾀ ﾉﾌﾞﾀｹ             2時間17分44秒 (兵庫県)
936 2732 山下 幸宏  ﾔﾏｼﾀ ﾕｷﾋﾛ 京都市交通局      2時間17分47秒 (京都府)
937 2674 深澤 和史  ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞﾌﾐ             2時間17分48秒 (長野市)
938 7232 佐野 博之  ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ             2時間17分48秒 (兵庫県)
939 3778 前田 孝史  ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ             2時間17分51秒 (愛知県)
940 4300 小林 一郎  ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ             2時間17分51秒 (千曲市)
941 6910 植原 淳   ｳｴﾊﾗ ｱﾂｼ JR東日本ｱｷﾀｹｼﾞｮｰ 2時間17分51秒 (千葉県)
942 4005 関 徹也   ｾｷ ﾃﾂﾔ             2時間17分56秒 (上田市)
943 5336 桐山 智巳  ｷﾘﾔﾏ ﾄﾓﾐ ｱﾙﾌﾚｯｻ(株)   2時間17分57秒 (長野市)
944 3211 山岸 茂樹  ﾔﾏｷﾞｼ ｼｹﾞｷ 電算          2時間18分01秒 (伊那市)
945 6157 三澤 剛   ﾐｻﾜ ﾂﾖｼ ｱﾙﾌﾟｽ中央信用金庫  2時間18分01秒 (長野市)
946 1690 伊藤 一郎  ｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ             2時間18分02秒 (愛媛県)
947 4072 定岡 将吾  ｻﾀﾞｵｶ ｼｮｳｺﾞ EGS         2時間18分02秒 (伊那市)
948 5371 外崎 亘   ﾄﾉｻｷ ﾜﾀﾙ 特走会NITTOC   2時間18分04秒 (東京都)
949 7696 古川 太郎  ﾌﾙｶﾜ ﾀﾛｳ ﾁｰﾑSNK      2時間18分06秒 (諏訪市)
950 6104 大下 智   ｵｵｼﾀ ｻﾄｼ 岐阜県建築士会     2時間18分07秒 (岐阜県)
951 3741 阿部 悦夫  ｱﾍﾞ ｴﾂｵ             2時間18分16秒 (長野市)
952 5098 小河 稔   ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ ﾀｲﾑｱﾀｯｶｰｽﾞ   2時間18分27秒 (箕輪町)
953 4852 鎌倉 丈典  ｶﾏｸﾗ ﾀｹﾉﾘ             2時間18分29秒 (原村)
954 4489 原 邦彦   ﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 飯田信用金庫      2時間18分39秒 (飯田市)
955 1249 湯田坂 修二 ﾕﾀﾞｻｶ ｼｭｳｼﾞ             2時間18分43秒 (茅野市)
956 3950 今井 誠二  ｲﾏｲ ｾｲｼﾞ             2時間18分53秒 (長野市)
957 3679 伊藤 秀一  ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ             2時間18分57秒 (諏訪市)
958 6266 武田 朋宏  ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ★JP走ろう会★    2時間18分57秒 (中野市)
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959 5972 久保 琴照  ｸﾎﾞ ｺﾄｱｷ             2時間18分58秒 (長野市)
960 3227 小口 敦司  ｵｸﾞﾁ ｱﾂｼ AGO         2時間19分05秒 (箕輪町)
961 6379 渋谷 喜彦  ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾋｺ ｱﾌｧｽ伊那      2時間19分06秒 (伊那市)
962 5312 佐藤 文則  ｻﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 東泉産業株式会社    2時間19分12秒 (岐阜県)
963 4259 瀧澤 聡   ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄｼ ﾃｸﾆｶﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ  2時間19分14秒 (上田市)
964 6182 上原 誠   ｳｴﾊﾗ ﾏｺﾄ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間19分14秒 (信濃町)
965 7778 三澤 克則  ﾐｻﾜ ｶﾂﾉﾘ             2時間19分17秒 (佐久穂町)
966 6355 末吉 康之  ｽｴﾖｼ ﾔｽﾕｷ ﾋﾞｽﾞ          2時間19分18秒 (東京都)
967 5330 増田 明広  ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ             2時間19分19秒 (愛知県)
968 6373 清沢 正樹  ｷﾖｻﾜ ﾏｻｷ 東邦南信        2時間19分19秒 (塩尻市)
969 965 林 直樹   ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 諏訪信用金庫      2時間19分21秒 (岡谷市)
970 5045 小林 研一  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 健和会病院RC     2時間19分22秒 (飯田市)
971 5278 牧 伸夫   ﾏｷ ﾉﾌﾞｵ             2時間19分25秒 (小布施町)
972 4099 須澤 祐樹  ｽｻﾞﾜ ﾕｳｷ             2時間19分36秒 (岡谷市)
973 4789 原 敏明   ﾊﾗ ﾄｼｱｷ 宮坂醸造株式会社    2時間19分36秒 (塩尻市)
974 1956 河西 孝   ｶｻｲ ﾀｶｼ             2時間19分42秒 (諏訪市)
975 4631 大郷 正人  ﾀﾞｲｺﾞｳ ﾏｻﾋﾄ             2時間19分47秒 (諏訪市)
976 5059 中島 充彦  ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾋｺ 伊那中央病院      2時間19分54秒 (伊那市)
977 5103 和田 豊   ﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ 文化学園長野RC    2時間20分04秒 (長野市)
978 6870 小林 哲弥  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ JR東日本       2時間20分09秒 (松本市)
979 5013 北原 正和  ｷﾀﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間20分14秒 (伊那市)
980 401 小澤 健司  ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ             2時間20分16秒 (中川村)
981 4405 高沢 清継  ﾀｶｻﾜ ｷﾖﾂｸﾞ             2時間20分23秒 (塩尻市)
982 4922 小松 和也  ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 爆走問題        2時間20分25秒 (埼玉県)
983 4833 中島 一博  ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間20分26秒 (伊那市)
984 4621 立石 武彦  ﾀﾃｲｼ ﾀｹﾋｺ 茅野市役所RC     2時間20分27秒 (安曇野市)
985 6108 三浦 裕之  ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ             2時間20分27秒 (茅野市)
986 4157 町田 超   ﾏﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ やまびこ走友会     2時間20分31秒 (岡谷市)
987 4280 渡邉 匡史  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ             2時間20分31秒 (松本市)
988 2988 渡辺 高志  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間20分33秒 (諏訪市)
989 946 船戸 治   ﾌﾅﾄ ｵｻﾑ 宇乃ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  2時間20分40秒 (新潟県)
990 2909 五十嵐 春男 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｵ 共栄電工健美会     2時間20分40秒 (岡谷市)
991 5883 大林 直樹  ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ             2時間20分41秒 (駒ヶ根市)
992 3855 上條 英男  ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ             2時間20分43秒 (下諏訪町)
993 6932 清澤 賢司  ｷﾖｻﾜ ｹﾝｼﾞ             2時間20分45秒 (諏訪市)
994 4062 柳瀬 豊   ﾔﾅｾ ﾕﾀｶ             2時間20分47秒 (東京都)
995 4544 荒井 亮   ｱﾗｲ ﾘｮｳ とよだの杜       2時間20分48秒 (諏訪市)
996 3270 藤井 謙一郎 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ             2時間20分54秒 (東京都)
997 4685 太田 洋一  ｵｵﾀ ﾖｳｲﾁ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間21分01秒 (諏訪市)
998 3575 茅野 勇   ﾁﾉ ｲｻﾑ 諏訪湖畔病院OB    2時間21分08秒 (茅野市)
999 4287 丸山 悦男  ﾏﾙﾔﾏ ｴﾂｵ 山小屋会        2時間21分10秒 (塩尻市)

1000 2380 大川 修司  ｵｵｶﾜ ｼｭｳｼﾞ SWAC横浜      2時間21分12秒 (神奈川県)
1001 6516 松木 勝一  ﾏﾂｷ ｶﾂｲﾁ             2時間21分13秒 (諏訪市)
1002 7029 血脇 秀明  ﾁﾜｷ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間21分13秒 (茅野市)
1003 5296 永田 武   ﾅｶﾞﾀ ﾀｹｼ             2時間21分16秒 (埼玉県)
1004 4043 頃安 高之  ｺﾛﾔｽ ﾀｶﾕｷ 住友生命        2時間21分18秒 (諏訪市)
1005 7099 森本 英樹  ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ             2時間21分24秒 (愛知県)
1006 1466 河西 茂樹  ｶｻｲ ｼｹﾞｷ ﾊｽﾏｲｽﾞ       2時間21分31秒 (箕輪町)
1007 6584 橋本 創   ﾊｼﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ             2時間21分39秒 (東京都)
1008 5571 田中 保彦  ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｺ             2時間21分40秒 (東京都)
1009 6745 海老澤 和真 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾏ ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命     2時間21分40秒 (諏訪市)
1010 1610 畑中 和巳  ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ             2時間21分44秒 (埼玉県)
1011 3717 杉山 倫英  ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾋﾃﾞ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間21分58秒 (神奈川県)
1012 3959 岡村 重治  ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞﾊﾙ             2時間22分00秒 (東京都)
1013 6835 牛山 浩一  ｳｼﾔﾏ ｺｳｲﾁ 牛山会計RC      2時間22分03秒 (茅野市)
1014 4683 五味 武嗣  ｺﾞﾐ ﾀｹｼ ﾁｰﾑ共進       2時間22分09秒 (諏訪市)
1015 4323 毛利 義直  ﾓｳﾘ ﾖｼﾅｵ NOTES       2時間22分16秒 (箕輪町)
1016 3890 小林 弘文  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ             2時間22分22秒 (長野市)
1017 3944 木村 隆広  ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 東泉産業株式会社    2時間22分27秒 (新潟県)
1018 3810 米澤 岳美  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾐ             2時間22分32秒 (箕輪町)
1019 2789 此田 芳生  ｺﾉﾀﾞ ﾖｼｵ             2時間22分33秒 (岡谷市)
1020 6529 三井 正樹  ﾐﾂｲ ﾏｻｷ             2時間22分37秒 (埼玉県)
1021 4977 谷本 順一郎 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛ             2時間22分41秒 (神奈川県)
1022 5240 柴田 洋一  ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｲﾁ ｺｲｽﾞﾐ照明      2時間22分49秒 (愛知県)
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1023 1679 藤田 正樹  ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ             2時間22分52秒 (東京都)
1024 4861 宇多 洋一  ｳﾀ ﾋﾛｶｽﾞ             2時間22分56秒 (神奈川県)
1025 7462 村松 正之  ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾕｷ             2時間22分58秒 (長野市)
1026 3555 浅田 次生  ｱｻﾀﾞ ﾂｸﾞﾀｶ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間22分59秒 (上田市)
1027 2345 植田 文貴  ｳｴﾀﾞ ﾌﾐｷ JA上伊那       2時間23分04秒 (南箕輪村)
1028 5688 金川 隆夫  ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｵ             2時間23分04秒 (茅野市)
1029 3044 星 晶雄   ﾎｼ ｱｷｵ ごまいぬ        2時間23分08秒 (愛知県)
1030 5619 矢彦沢 清  ﾔﾋｺｻﾞﾜ ｷﾖｼ             2時間23分12秒 (東京都)
1031 5908 荒神 文彦  ｺｳｼﾞﾝ ﾌﾐﾋｺ 太陽ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  2時間23分12秒 (岡谷市)
1032 4313 佐藤 修二  ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ             2時間23分15秒 (東京都)
1033 5505 名取 政行  ﾅﾄﾘ ﾏｻﾕｷ             2時間23分22秒 (富士見町)
1034 6291 川浦 貴裕  ｶﾜｳﾗ ﾀｶﾋﾛ JK長野        2時間23分22秒 (伊那市)
1035 6024 上條 力   ｶﾐｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ             2時間23分24秒 (岡谷市)
1036 4060 前島 明   ﾏｴｼﾞﾏ ｱｷﾗ             2時間23分27秒 (岡谷市)
1037 6175 呉本 成浩  ｸﾚﾓﾄ ﾅﾘﾋﾛ 株式会社  三公商事  2時間23分27秒 (長野市)
1038 6948 市原 幸作  ｲﾁﾊﾗ ｺｳｻｸ             2時間23分34秒 (千葉県)
1039 5761 浜 邦雄   ﾊﾏ ｸﾆｵ 太田屋ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ倶楽部 2時間23分50秒 (岡谷市)
1040 6404 熊井 聡   ｸﾏｲ ｻﾄｼ 株式会社岡谷組     2時間23分53秒 (塩尻市)
1041 4660 関口 泰幸  ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ へうげものRC     2時間23分55秒 (東京都)
1042 7015 豊田 修一  ﾄﾖﾀ ｼｭｳｲﾁ             2時間23分55秒 (下諏訪町)
1043 2598 土屋 暢夫  ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞｵ ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ       2時間23分56秒 (岡谷市)
1044 957 宮坂 孝臣  ﾐﾔｻｶ ﾀｶｵﾐ ｵﾐﾔｻﾝ       2時間24分06秒 (東京都)
1045 4115 青木 俊   ｱｵｷ ｼｭﾝ             2時間24分09秒 (東京都)
1046 6329 中村 隆之  ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ             2時間24分10秒 (東京都)
1047 6262 河原 隆一  ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 諏訪山ｸﾗﾌﾞ      2時間24分11秒 (群馬県)
1048 6388 金井 透   ｶﾅｲ ﾄｵﾙ             2時間24分12秒 (諏訪市)
1049 7107 藤井 康弘  ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋﾛ             2時間24分22秒 (伊那市)
1050 4540 保科 浩   ﾎｼﾅ ﾋﾛｼ             2時間24分23秒 (宮田村)
1051 4983 戸谷 英次  ﾄﾔ ｴｲｼﾞ             2時間24分33秒 (東京都)
1052 6372 阪本 佳寛  ｻｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 東邦南信        2時間24分36秒 (松川町)
1053 2485 相澤 光宏  ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 長野県庁        2時間24分42秒 (佐久市)
1054 7473 森泉 力   ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾂﾄﾑ 小諸厚生総合病院    2時間24分45秒 (小諸市)
1055 5104 河野 誠史  ｶﾜﾉ ﾏｻｼ 文化学園長野RC    2時間24分56秒 (長野市)
1056 6007 関塚 健太郎 ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ             2時間25分06秒 (神奈川県)
1057 6518 平沢 春信  ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ             2時間25分06秒 (茅野市)
1058 3840 渡邉 浩之  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 渡辺          2時間25分10秒 (東京都)
1059 6305 渡辺 清二朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ             2時間25分13秒 (東京都)
1060 4101 鈴木 広章  ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 白馬村         2時間25分22秒 (白馬村)
1061 4469 井上 祐二  ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 四五六会        2時間25分24秒 (岡谷市)
1062 1037 中原 秀郎  ﾅｶﾊﾗ ｼｭｳﾛｳ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間25分29秒 (諏訪市)
1063 6046 高見 和宏  ﾀｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間25分37秒 (愛知県)
1064 6654 和田 裕人  ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 長野信用金庫      2時間25分43秒 (長野市)
1065 1121 原 善明   ﾊﾗ ﾖｼｱｷ ﾁｰﾑ  ｸﾞﾛﾘｱ   2時間26分06秒 (富士見町)
1066 6609 小松 智之  ｺﾏﾂ ﾄﾓﾕｷ りきぽん        2時間26分06秒 (辰野町)
1067 5304 芦部 浩二  ｱｼﾍﾞ ｺｳｼﾞ ﾁｰﾑｽｰﾊﾟｰｶｳﾊﾟｰｽﾞ 2時間26分08秒 (下諏訪町)
1068 6197 八幡 正剛  ﾔﾜﾀ ﾏｻﾀｹ             2時間26分10秒 (岡谷市)
1069 7827 関 貞男   ｾｷ ｻﾀﾞｵ             2時間26分13秒 (松本市)
1070 7693 仁泉 大輔  ﾆｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ ﾁｰﾑSNK      2時間26分15秒 (神奈川県)
1071 5151 高木 克知  ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾄﾓ             2時間26分20秒 (山梨県)
1072 3585 河西 健二  ｶｻｲ ｹﾝｼﾞ 鼻曲署         2時間26分41秒 (東京都)
1073 6785 小森 雅幸  ｺﾓﾘ ﾏｻﾕｷ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間26分51秒 (長野市)
1074 5203 坂田 喜昭  ｻｶﾀ ﾖｼｱｷ あたふた        2時間27分01秒 (長野市)
1075 3828 飯田 哲司  ｲｲﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ             2時間27分03秒 (塩尻市)
1076 4770 林 一夫   ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵ             2時間27分04秒 (岡谷市)
1077 7799 浅野 哲雄  ｱｻﾉ ﾃﾂｵ ｷｬｯｽﾙ       2時間27分04秒 (安曇野市)
1078 4563 胡桃沢 稔  ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ ｲｰｽﾀﾝ       2時間27分24秒 (岡谷市)
1079 3825 辻 悦郎   ﾂｼﾞ ｴﾂｵ Team Epson  2時間27分29秒 (松本市)
1080 7529 小栗 研二  ｵｸﾞﾘ ｹﾝｼﾞ             2時間27分49秒 (飯島町)
1081 3583 高橋 博之  ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 鼻曲署         2時間28分00秒 (東京都)
1082 5575 有賀 佳幸  ｱﾙｶﾞ ﾖｼﾕｷ 株式会社ﾋﾞｽﾞ      2時間28分01秒 (東京都)
1083 3842 黒川 達也  ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ             2時間28分02秒 (中野市)
1084 4603 西原 和也  ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 第一生命        2時間28分03秒 (松本市)
1085 5364 伊吹 信哉  ｲﾌﾞｷ ｼﾝﾔ めちゃほり       2時間28分03秒 (愛知県)
1086 3813 矢澤 正之  ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ             2時間28分04秒 (伊那市)
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1087 1814 宮澤 孝聡  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ             2時間28分13秒 (松本市)
1088 5633 常田 英弘  ﾄｷﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 西友          2時間28分15秒 (塩尻市)
1089 6280 大西 一   ｵｵﾆｼ ﾊｼﾞﾒ ｱﾝﾊﾞｰ        2時間28分19秒 (茅野市)
1090 4414 宮坂 英治  ﾐﾔｻｶ ｴｲｼﾞ ｿﾙﾄﾋｯﾌﾟ団     2時間28分24秒 (岡谷市)
1091 4166 村田 裕幸  ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ             2時間28分39秒 (諏訪市)
1092 6585 二村 好憲  ﾆﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ             2時間28分44秒 (千葉県)
1093 1823 高嶋 智弘  ﾀｶｼﾏ ﾄﾓﾋﾛ (株)ｲｰｽﾀﾝ    2時間28分49秒 (茅野市)
1094 6423 吉田 淳一  ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲｰｽﾀﾝ       2時間28分49秒 (茅野市)
1095 6314 山本 直行  ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾕｷ             2時間28分52秒 (埼玉県)
1096 6238 中村 智彦  ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ 東弥生町あきちゃんｽﾞ  2時間28分55秒 (茅野市)
1097 1106 矢崎 友紀  ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 富士見高原病院     2時間28分56秒 (富士見町)
1098 4846 本田 新九郎 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｸﾛｳ             2時間29分02秒 (東京都)
1099 2648 佐野 純一  ｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ             2時間29分04秒 (茅野市)
1100 4347 稲毛 亮太  ｲﾅｹﾞ ﾘｮｳﾀ ﾁｰﾑSNK      2時間29分09秒 (諏訪市)
1101 6023 渡邊 英輝  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ             2時間29分15秒 (東京都)
1102 5366 渡辺 宏   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ             2時間29分31秒 (千葉県)
1103 984 宮坂 哲也  ﾐﾔｻｶ ﾃﾂﾔ 諏訪信用金庫      2時間29分32秒 (岡谷市)
1104 5652 今井 淳之  ｲﾏｲ ｱﾂｼ             2時間29分33秒 (上田市)
1105 2165 藤森 力   ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁｶﾗ nitto       2時間29分39秒 (神奈川県)
1106 6619 齊藤 剛   ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ VRC         2時間29分39秒 (諏訪市)
1107 4354 久保 和彦  ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｺ             2時間29分46秒 (東京都)
1108 6532 杉本 欣也  ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾝﾔ ももすけ        2時間29分50秒 (千葉県)
1109 4382 古田 正彦  ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋｺ ﾏﾙﾆｼ        2時間29分55秒 (辰野町)
1110 7227 坪木 勇   ﾂﾎﾞｷ ｲｻﾑ ｻﾝ工業        2時間29分56秒 (伊那市)
1111 2899 清水 聡一  ｼﾐｽﾞ ｿｳｲﾁ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間30分06秒 (下諏訪町)
1112 4181 小坂 博孝  ｵｻｶ ﾋﾛﾀｶ 四五六会        2時間30分08秒 (岡谷市)
1113 5584 山浦 靖史  ﾔﾏｳﾗ ﾔｽｼ ﾁｰﾑ住材       2時間30分09秒 (埼玉県)
1114 5080 藤森 弘晃  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｱｷ GOGO!渋江!    2時間30分16秒 (諏訪市)
1115 2658 田中 忠重  ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｼｹﾞ NMC陸上部      2時間30分26秒 (岡谷市)
1116 6545 加藤 浩   ｶﾄｳ ﾋﾛｼ             2時間30分27秒 (愛知県)
1117 6047 北村 功   ｷﾀﾑﾗ ｲｻｵ ｴﾌﾟｿﾝ        2時間30分41秒 (岡谷市)
1118 2190 牛山 範安  ｳｼﾔﾏ ﾉﾘﾔｽ 野村ﾕﾆｿﾝ㈱     2時間30分43秒 (静岡県)
1119 7013 辻 恭平   ﾂｼﾞ ｷｮｳﾍｲ             2時間30分43秒 (諏訪市)
1120 7398 菅原 寛   ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾛｼ             2時間31分00秒 (飯島町)
1121 6474 黒澤 哲   ｸﾛｻﾜ ｻﾄﾙ             2時間31分05秒 (塩尻市)
1122 7613 矢島 伸一  ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 岡谷市立湊小学校    2時間31分22秒 (諏訪市)
1123 7476 岩井 崇   ｲﾜｲ ﾀｶｼ ﾁｰﾑ桜        2時間31分31秒 (静岡県)
1124 6170 土屋 和裕  ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄｼﾝﾖｷﾝｺ  2時間31分34秒 (松本市)
1125 7348 片倉 信政  ｶﾀｸﾗ ﾉﾌﾞﾏｻ             2時間31分37秒 (神奈川県)
1126 4506 大平 幹夫  ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾐｷｵ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間31分42秒 (下諏訪町)
1127 4887 横内 義浩  ﾖｺｳﾁ ﾖｼﾋﾛ             2時間31分42秒 (山梨県)
1128 6179 伊藤 孝   ｲﾄｳ ﾀｶｼ 三重大ﾄﾗｲｱｽﾛﾝOB 2時間31分45秒 (岡谷市)
1129 2355 瀬戸 誠   ｾﾄ ﾏｺﾄ ﾏｯｽﾙ伊勢原     2時間31分53秒 (神奈川県)
1130 5091 今井 正裕  ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾛ             2時間32分03秒 (茅野市)
1131 4867 長﨑 淳   ﾅｶﾞｻｷ ｱﾂｼ 諏訪信用金庫      2時間32分08秒 (下諏訪町)
1132 2792 坪井 正人  ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾄ             2時間32分33秒 (静岡県)
1133 5145 鈴木 隆之  ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ             2時間32分35秒 (埼玉県)
1134 998 石川 厚則  ｲｼｶﾜ ｱﾂﾉﾘ 神奈中秦野RC     2時間32分40秒 (神奈川県)
1135 5420 高林 康樹  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｷ 高林ｸﾘﾆｯｸ     2時間32分45秒 (諏訪市)
1136 194 原田 昌幸  ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ﾊﾗﾀﾞ         2時間32分47秒 (岡谷市)
1137 6519 大澤 敬介  ｵｵｻﾜ ｹｲｽｹ             2時間32分50秒 (神奈川県)
1138 5035 佐藤 聡   ｻﾄｳ ｻﾄｼ TEAM音叉      2時間32分56秒 (箕輪町)
1139 5463 境谷 慎吾  ｻｶｲﾀﾞﾆ ｼﾝｺﾞ 負け犬ｻｯｶｰ部    2時間32分59秒 (岐阜県)
1140 6989 根津 浩二  ﾈﾂﾞ ｺｳｼﾞ             2時間33分05秒 (三重県)
1141 7164 福井 博志  ﾌｸｲ ﾋﾛｼ 涸沢大好き       2時間33分05秒 (奈良県)
1142 5311 高木 雅利  ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄｼ 東泉産業株式会社    2時間33分23秒 (愛知県)
1143 4498 遠山 真一郎 ﾄｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ             2時間33分24秒 (東京都)
1144 3802 高藤 良彦  ﾀｶﾄｳ ﾖｼﾋｺ ｻﾞ･おくむら      2時間33分26秒 (東京都)
1145 6658 上條 英雄  ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ             2時間33分28秒 (岡谷市)
1146 2065 木村 修治  ｷﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ             2時間33分29秒 (茅野市)
1147 2480 斉藤 仁也  ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝﾔ ｼｽﾒｯｸｽRA    2時間33分30秒 (諏訪市)
1148 5971 園部 浩司  ｿﾉﾍﾞ ｺｳｼﾞ             2時間33分34秒 (神奈川県)
1149 4366 鈴木 健司  ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ             2時間33分38秒 (愛知県)
1150 6994 近藤 真一  ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ             2時間33分38秒 (長野市)
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1151 6928 嘉瀬 清司  ｶｾ ｷﾖｼ ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ       2時間33分39秒 (茅野市)
1152 3536 小泉 一広  ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 共栄電工健美会     2時間33分55秒 (岡谷市)
1153 7830 淵脇 毅   ﾌﾁﾜｷ ﾂﾖｼ             2時間33分55秒 (松本市)
1154 7690 逸見 清   ﾍﾝﾐ ｷﾖｼ             2時間33分58秒 (諏訪市)
1155 6657 小林 英二  ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ             2時間34分23秒 (岡谷市)
1156 6622 西村 修   ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ             2時間34分25秒 (諏訪市)
1157 2985 進藤 実   ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ うじせい        2時間34分32秒 (諏訪市)
1158 1110 小林 大輔  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 富士見高原病院     2時間34分36秒 (富士見町)
1159 5932 松村 一公  ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ             2時間34分47秒 (東京都)
1160 5150 梯 圭    ｶｹﾊｼ ｹｲ             2時間34分52秒 (徳島県)
1161 4288 川窪 裕   ｶﾜｸﾎﾞ ﾕﾀｶ 山小屋会        2時間34分53秒 (塩尻市)
1162 5343 斎藤 武文  ｻｲﾄｳ ﾀｹﾌﾐ             2時間34分54秒 (長野市)
1163 5946 三田地 実  ﾐﾀﾁ ﾐﾉﾙ ｱｸｻ生命保険(株)  2時間34分54秒 (松本市)
1164 5305 赤羽 直利  ｱｶﾊﾈ ﾅｵﾄｼ             2時間35分15秒 (岡谷市)
1165 7840 中島 茂幸  ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞﾕｷ             2時間35分15秒 (岐阜県)
1166 6607 山崎 晴貴  ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｷ             2時間35分16秒 (東京都)
1167 3777 服部 宜剛  ﾊｯﾄﾘ ﾉﾌﾞﾀｹ             2時間35分23秒 (愛知県)
1168 3203 南波 智治  ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓﾊﾙ             2時間35分26秒 (神奈川県)
1169 5466 中村 敦   ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 負け犬ｻｯｶｰ部    2時間35分27秒 (岐阜県)
1170 1525 濵 国英   ﾊﾏ ｸﾆﾋﾃﾞ             2時間35分29秒 (茅野市)
1171 3798 中山 健一  ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ AKH61       2時間35分32秒 (伊那市)
1172 4376 米山 大   ﾖﾈﾔﾏ ﾀﾞｲ             2時間35分39秒 (岡谷市)
1173 5829 清水 敬祐  ｼﾐｽﾞ ｹｲﾕｳ             2時間35分41秒 (石川県)
1174 6019 宮腰 良明  ﾐﾔｺｼ ﾖｼｱｷ             2時間35分45秒 (神奈川県)
1175 2456 榎田 誠   ｴﾉｷﾀﾞ ﾏｺﾄ ﾁｰﾑ惇之介      2時間35分49秒 (諏訪市)
1176 7347 望月 守   ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾓﾙ             2時間35分52秒 (埼玉県)
1177 4696 田島 幸秀  ﾀｼﾞﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ ﾁｰﾑ共進       2時間36分04秒 (茅野市)
1178 6184 高木 隆   ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ (株)ｷｯﾂ      2時間36分04秒 (千葉県)
1179 1352 石川 撤二  ｲｼｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 長野ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ    2時間36分10秒 (長野市)
1180 7325 渡邉 勝俊  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ             2時間36分16秒 (東京都)
1181 4507 藤森 俊幸  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｼﾕｷ ｽﾜﾃｯｸ建設株式会社 2時間36分19秒 (諏訪市)
1182 2847 松崎 勇一  ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ             2時間36分23秒 (上田市)
1183 6331 岩月 善宣  ｲﾜﾂｷ ﾖｼﾉﾌﾞ             2時間36分37秒 (上田市)
1184 3854 三原 基弘  ﾐﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ             2時間36分45秒 (諏訪市)
1185 6342 金尾 敦彦  ｶﾅｵ ｱﾂﾋｺ             2時間37分07秒 (松本市)
1186 1676 佐々木 信博 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ             2時間37分14秒 (神奈川県)
1187 6578 成澤 龍   ﾅﾙｻﾜ ﾘｭｳ             2時間37分14秒 (下諏訪町)
1188 3523 萩原 良典  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 早太郎伝説       2時間37分29秒 (安曇野市)
1189 7002 山下 和宏  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ       2時間37分29秒 (松本市)
1190 6902 小口 博靖  ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾔｽ             2時間37分30秒 (下諏訪町)
1191 3969 中村 和勇  ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 東信鋼鉄        2時間37分42秒 (辰野町)
1192 6207 伊藤 剛   ｲﾄｳ ﾂﾖｼ             2時間37分43秒 (茅野市)
1193 1119 吉久 正明  ﾖｼﾋｻ ﾏｻｱｷ ﾁｰﾑ  ｸﾞﾛﾘｱ   2時間37分49秒 (富山県)
1194 4249 本保 武俊  ﾎﾝﾎﾟ ﾀｹﾄｼ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間38分04秒 (松本市)
1195 4623 黒岩 ちあき ｸﾛｲﾜ ﾁｱｷ             2時間38分33秒 (諏訪市)
1196 4632 黒岩 千浩  ｸﾛｲﾜ ﾁﾋﾛ             2時間38分33秒 (諏訪市)
1197 4955 田中 隆行  ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ ﾌﾞﾘｶﾏRC      2時間38分34秒 (東京都)
1198 7764 伊東 信義  ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 57桜会3-9ﾏﾗｿﾝ部 2時間38分45秒 (駒ヶ根市)
1199 1506 常田 範仁  ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ             2時間39分13秒 (千曲市)
1200 259 石田 崇宏  ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ             2時間39分40秒 (東京都)
1201 1210 川原 一郎  ｶﾜﾊﾗ ｲﾁﾛｳ             2時間39分42秒 (埼玉県)
1202 3253 清水 則宏  ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾋﾛ             2時間39分46秒 (諏訪市)
1203 6265 花輪 裕一  ﾊﾅﾜ ﾕｳｲﾁ             2時間39分46秒 (長野市)
1204 6458 中村 浩康  ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ             2時間39分47秒 (長野市)
1205 5675 岡本 修一  ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｲ             2時間39分49秒 (松本市)
1206 5322 戸澤 裕司  ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ             2時間39分51秒 (大町市)
1207 2516 宮島 直樹  ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵｷ             2時間39分56秒 (高森町)
1208 4686 関 功    ｾｷ ｲｻｵ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間39分59秒 (諏訪市)
1209 5263 加藤 久幸  ｶﾄｳ ﾋｻﾕｷ             2時間40分16秒 (愛知県)
1210 4958 小松 政弘  ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 東京3T        2時間40分27秒 (岡谷市)
1211 5465 木村 恵太郎 ｷﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 負け犬ｻｯｶｰ部    2時間40分47秒 (岐阜県)
1212 6292 中山 始   ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ             2時間40分50秒 (東京都)
1213 7608 望月 幸一  ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ             2時間41分06秒 (松本市)
1214 4487 西澤 陽平  ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 長野信用金庫      2時間41分09秒 (長野市)
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1215 7629 丸山 聡智  ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ             2時間41分13秒 (岡谷市)
1216 7808 木下 直樹  ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ             2時間41分14秒 (岡谷市)
1217 6015 金子 亮太郎 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀﾛｳ 諏訪保険相談室     2時間41分47秒 (諏訪市)
1218 5585 井上 博行  ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ住材       2時間41分48秒 (東京都)
1219 6941 渡辺 裕一  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ             2時間42分10秒 (東京都)
1220 6260 榊原 智幸  ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ             2時間42分18秒 (飯田市)
1221 7788 田中 保幸  ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ 山洋電気        2時間42分25秒 (愛知県)
1222 5907 内田 賢明  ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｱｷ             2時間42分51秒 (松本市)
1223 6073 松山 信一  ﾏﾂﾔﾏ ｼﾝｲﾁ             2時間42分53秒 (愛知県)
1224 5144 佐藤 紀宏  ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ             2時間43分06秒 (東京都)
1225 1435 南澤 裕次  ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｼﾞ             2時間43分09秒 (安曇野市)
1226 3701 齊藤 祐一  ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ             2時間43分14秒 (神奈川県)
1227 7178 河西 徹   ｶｻｲ ﾄｵﾙ             2時間43分15秒 (下諏訪町)
1228 6466 中出 哲也  ﾅｶﾃﾞ ﾃﾂﾔ             2時間43分29秒 (茅野市)
1229 4895 北原 俊明  ｷﾀﾊﾗ ﾄｼｱｷ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ甲府   2時間43分48秒 (山梨県)
1230 3063 鮎沢 光寿  ｱﾕｻﾞﾜ ﾐﾂﾄｼ 阿部興業㈱       2時間44分07秒 (埼玉県)
1231 6976 網野 守   ｱﾐﾉ ﾏﾓﾙ 3.11復興ﾗﾝ★   2時間44分10秒 (伊那市)
1232 1168 飯澤 貴清  ｲｲｻﾞﾜ ﾀｶｷﾖ ﾋﾟｽｺ         2時間44分29秒 (松本市)
1233 4829 篠原 健夫  ｼﾉﾊﾗ ﾀｹｵ             2時間44分37秒 (諏訪市)
1234 5780 瀬戸 雅三  ｾﾄ ﾏｻﾐ             2時間44分42秒 (辰野町)
1235 3204 吉田 英治  ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ くりむく堂       2時間44分46秒 (下諏訪町)
1236 6454 小澤 一城  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ             2時間44分59秒 (岡谷市)
1237 6706 林 峰彦   ﾊﾔｼ ﾐﾈﾋｺ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間45分12秒 (岡谷市)
1238 7212 長野 寛隆  ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾀｶ             2時間45分15秒 (駒ヶ根市)
1239 6093 高橋 和行  ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ             2時間45分31秒 (諏訪市)
1240 6124 星野 政典  ﾎｼﾉ ﾏｻﾉﾘｰ             2時間45分32秒 (伊那市)
1241 7489 鈴木 清   ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ ﾁｰﾑさみぞ      2時間45分57秒 (諏訪市)
1242 2901 石川 忠   ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 諏訪信用金庫      2時間46分11秒 (原村)
1243 1549 林 英幸   ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ             2時間46分12秒 (岡谷市)
1244 6091 渡邊 正   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ             2時間46分17秒 (箕輪町)
1245 3803 窪田 満   ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾙ ﾁｮｯｶﾘ`88    2時間46分34秒 (岡谷市)
1246 2900 矢崎 恒武  ﾔｻﾞｷ ﾂﾈﾀｹ 諏訪信用金庫      2時間46分37秒 (茅野市)
1247 1513 宮坂 孝志  ﾐﾔｻｶ ﾀｶｼ             2時間46分44秒 (茅野市)
1248 4898 竹村 考太  ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ みみずくｸﾗﾌﾞ     2時間46分47秒 (東京都)
1249 7109 二木 利之  ﾌﾀﾂｷﾞ ﾄｼﾕｷ             2時間47分03秒 (愛知県)
1250 6728 Ｊｅｒｒｙ Ｂ ｼﾞｪﾘｰ ﾍﾞﾙﾅﾙ ｲｰｽﾀﾝ       2時間47分12秒 (茅野市)
1251 6477 西川 博文  ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ             2時間47分33秒 (神奈川県)
1252 6777 吉川 敏雄  ﾖｼｶﾜ ﾄｼｵ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間47分53秒 (新潟県)
1253 6247 有賀 善紀  ｱﾙｶﾞ ﾖｼﾉﾘ             2時間48分25秒 (箕輪町)
1254 2267 平林 英治  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 豊平小学校       2時間48分28秒 (茅野市)
1255 6806 北村 寿彦  ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 諏訪警察署       2時間48分39秒 (諏訪市)
1256 6497 畔上 隆一  ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｭｳｲﾁ 酒々ﾗﾝﾗﾝ      2時間48分42秒 (中野市)
1257 1605 渡辺 基史  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾌﾐ 裾野市役所       2時間48分47秒 (静岡県)
1258 7562 三木 威   ﾐｷ ﾀｹｼ             2時間48分50秒 (神奈川県)
1259 6864 石川 秀幸  ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡谷ｾｲｹﾝ株式会社  2時間48分51秒 (岡谷市)
1260 1115 鬼崎 正則  ｵﾉｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 富士見高原病院     2時間48分58秒 (富士見町)
1261 6761 伊藤 孝   ｲﾄｳ ﾀｶｼ ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命     2時間49分00秒 (下諏訪町)
1262 6374 横山 誉将  ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 東邦南信        2時間49分42秒 (駒ヶ根市)
1263 4819 小口 真弘  ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ             2時間49分55秒 (下諏訪町)
1264 5732 滝沢 正己  ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 宮下建設        2時間50分10秒 (駒ヶ根市)
1265 6851 藤森 淳史  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂｼ ﾋﾟｽｺ         2時間50分21秒 (茅野市)
1266 7786 酒井 信幸  ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ ｻﾝ工業株式会社    2時間50分31秒 (伊那市)
1267 7500 堀内 佐武  ﾎﾘｳﾁ ｻﾌﾞ ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙZ   2時間50分39秒 (岡谷市)
1268 4561 吉澤 和彦  ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ ｲｰｽﾀﾝ       2時間50分44秒 (茅野市)
1269 5447 小山 満   ｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ らんふれっちぇ     2時間50分52秒 (安曇野市)
1270 6600 萩元 緑朗  ﾊｷﾞﾓﾄ ﾛｸﾛｳ IMH         2時間50分54秒 (飯田市)
1271 6784 鹿野 剛   ｼｶﾉ ﾂﾖｼ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間51分03秒 (長野市)
1272 7087 飯田 克彦  ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾋｺ ﾁｰﾑらっきｰ     2時間51分04秒 (茅野市)
1273 7185 古厩 達也  ﾌﾙﾏﾔ ﾀﾂﾔ             2時間51分05秒 (塩尻市)
1274 7239 轟 宏章   ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾛｱｷ             2時間51分10秒 (松本市)
1275 3838 津田 博昭  ﾂﾀﾞ ﾋﾛｱｷ             2時間51分19秒 (兵庫県)
1276 2920 赤岩 徹   ｱｶｲﾜ ﾄｵﾙ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 2時間51分21秒 (塩尻市)
1277 4601 宇賀 洋一  ｳｶﾞ ﾖｳｲﾁ ｷｯﾂ         2時間51分30秒 (諏訪市)
1278 2492 福田 健次  ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間51分38秒 (奈良県)
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1279 3853 堀木 信一  ﾎﾘｷ ｼﾝｲﾁ 堀木製作所       2時間51分44秒 (東京都)
1280 6135 伊藤 誠二  ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ             2時間51分44秒 (茅野市)
1281 5109 廣瀬 光彦  ﾋﾛｾ ﾐﾂﾋｺ             2時間51分49秒 (長野市)
1282 7409 進藤 肇   ｼﾝﾄｳ ﾊｼﾞﾒ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間52分04秒 (松本市)
1283 7551 中原 孝之  ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾕｷ ｷｬﾗﾁｰﾑ  湯ﾋﾞﾝ 2時間52分44秒 (茅野市)
1284 5111 伊東 祐一  ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ TEAM GUN    2時間52分57秒 (茅野市)
1285 7092 松尾 峰明  ﾏﾂｵ ﾐﾈｱｷ (株)ｺｶﾞﾈｲ     2時間53分06秒 (駒ヶ根市)
1286 7648 熊田 弘之  ｸﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間53分25秒 (諏訪市)
1287 4654 永嶋 稔   ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾉﾙ 鼻曲署         2時間53分42秒 (埼玉県)
1288 4707 藤原 剛志  ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｹｼ             2時間53分49秒 (茅野市)
1289 4964 三浦 栄一  ﾐｳﾗ ｴｲｲﾁ 泉のっ子ｸﾗﾌﾞ     2時間54分22秒 (茅野市)
1290 1641 小口 哲也  ｵｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 鴨居歯科医院      2時間54分32秒 (岡谷市)
1291 7010 今井 健   ｲﾏｲ ﾀｹｼ ﾏﾀﾞﾑﾌﾛｲﾄ     2時間54分35秒 (岡谷市)
1292 5175 吉田 雅光  ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ             2時間54分47秒 (松本市)
1293 6949 武居 真一  ﾀｹｲ ｼﾝｲﾁ 活心術峰丈流護身武道  2時間54分59秒 (塩尻市)
1294 6332 棚田 祐作  ﾀﾅﾀﾞ ﾕｳｻｸ             2時間55分05秒 (小諸市)
1295 7481 池戸 健介  ｲｹﾄﾞ ｹﾝｽｹ             2時間55分06秒 (愛知県)
1296 4470 中村 靖   ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ ｾﾞﾌｧｰ魂       2時間55分07秒 (下諏訪町)
1297 7773 小島 正徳  ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ             2時間55分35秒 (東京都)
1298 6702 岩波 博文  ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾌﾐ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間55分43秒 (茅野市)
1299 5636 竹村 操一郎 ﾀｹﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             2時間55分51秒 (茅野市)
1300 6680 水野 貴文  ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾌﾐ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間56分06秒 (愛知県)
1301 7051 小松 寿久  ｺﾏﾂ ﾄｼﾋｻ ｺﾏｯﾃｨ&ﾏﾕﾀﾝ  2時間56分21秒 (下諏訪町)
1302 1703 古川 健太郎 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 八王子南ﾛｰﾀﾘｰ   2時間56分33秒 (東京都)
1303 6848 小穴 恭司  ｺｱﾅ ｷｮｳｼﾞ ｶﾐ  ﾔﾏｺ     2時間56分34秒 (諏訪市)
1304 7014 梅野 和義  ｳﾒﾉ ｶｽﾞﾖｼ こら!走らん会     2時間56分35秒 (愛知県)
1305 7565 柴田 浩一  ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ             2時間56分39秒 (埼玉県)
1306 6938 小池 毅   ｺｲｹ ﾂﾖｼ             2時間56分40秒 (飯田市)
1307 4182 白木 貴紀  ｼﾗｷ ﾀｶﾉﾘ 四五六会        2時間56分47秒 (岡谷市)
1308 2652 秋田 眞吾  ｱｷﾀ ｼﾝｺﾞ 岡谷市民病院      2時間56分52秒 (岡谷市)
1309 5516 小林 由之介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉｽｹ             2時間57分11秒 (富士見町)
1310 2568 花俣 幸彦  ﾊﾅﾏﾀ ﾕｷﾋｺ             2時間57分26秒 (千曲市)
1311 6605 永谷 洋   ﾅｶﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 信濃ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾘﾝ   2時間57分37秒 (諏訪市)
1312 6912 小松 隆   ｺﾏﾂ ﾀｶｼ             2時間57分44秒 (岡谷市)
1313 3822 久保村 昌弘 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間57分49秒 (岡谷市)
1314 7718 佐々木 一彦 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｺ ｺﾞｰｺﾞｰﾏｯｽﾙ    2時間58分00秒 (神奈川県)
1315 7097 高嶋 主喜  ﾀｶｼﾏ ﾓﾄｷ             2時間58分09秒 (東京都)
1316 7158 溝口 孝   ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ ﾁｰﾑ住材       2時間58分20秒 (諏訪市)
1317 4463 山田 典毅  ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 日本ﾙｰﾌ株式会社   2時間58分28秒 (諏訪市)
1318 7485 滝井 祝幸  ﾀｷｲ ﾉﾘﾕｷ ㈱川西水道機器     2時間58分44秒 (埼玉県)
1319 7602 横内 久徳  ﾖｺｳﾁ ﾋｻﾉﾘ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間59分03秒 (伊那市)
1320 5128 大坪 新治  ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 南陽          2時間59分44秒 (松本市)
1321 7494 平野 秀雄  ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 日本ﾃﾚｺﾑ      2時間59分50秒 (東京都)
1322 6077 山岸 孝   ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶｼ             2時間59分51秒 (茅野市)
1323 7807 北澤 豊   ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 諏訪地方事務所     2時間59分53秒 (中川村)
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男子５０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 134 守屋 智春  ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ ｷﾗｸQ        1時間15分27秒 (伊那市)
2 157 根岸 啓治  ﾈｷﾞｼ ｹｲｼﾞ 大田区陸協       1時間19分03秒 (東京都)
3 285 谷川 秀樹  ﾀﾆｶﾜ ﾋﾃﾞｷ DSK諏訪       1時間21分34秒 (諏訪市)
4 408 宮沢 浩   ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 北野JC        1時間22分16秒 (長野市)
5 543 丸山 修樹  ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ             1時間23分26秒 (大町市)
6 273 太田 正明  ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ ｵﾘｵﾝ機械      1時間23分30秒 (長野市)
7 639 名取 典明  ﾅﾄﾘ ﾉﾘｱｷ             1時間23分47秒 (塩尻市)
8 142 野竹 文彦  ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ ｲﾅﾘｻｰﾁ      1時間23分56秒 (箕輪町)
9 345 進藤 信   ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  1時間24分37秒 (諏訪市)

10 827 永井 恒   ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ             1時間24分40秒 (静岡県)
11 307 鍵田 修   ｶｷﾞﾀ ｵｻﾑ SECつじや      1時間25分34秒 (松本市)
12 545 奥永 俊哉  ｵｸﾅｶﾞ ﾄｼﾔ             1時間26分12秒 (埼玉県)
13 294 小野 均   ｵﾉ ﾋﾄｼ ﾁｰﾑおのさん     1時間26分24秒 (辰野町)
14 564 吉沢 昌男  ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｵ JVCｹﾝｳｯﾄﾞ長野  1時間26分53秒 (辰野町)
15 713 浅井 康浩  ｱｻｲ ﾔｽﾋﾛ             1時間27分18秒 (埼玉県)
16 530 西宮 成幸  ﾆｼﾐﾔ ﾅﾘﾕｷ 東京陸協        1時間27分28秒 (東京都)
17 221 村松 直昭  ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｱｷ             1時間27分34秒 (飯山市)
18 686 塩島 匡信  ｼｵｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ             1時間27分42秒 (塩尻市)
19 567 布施谷 広樹 ﾌｾﾔ ﾋﾛｷ ｷｯﾂ         1時間28分05秒 (山梨県)
20 497 坂本 祐二  ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 野村ﾕﾆｿﾝ      1時間28分17秒 (諏訪市)
21 412 長岩 尚寿  ﾅｶﾞｲﾜ ﾀｶﾋﾛ             1時間28分38秒 (長野市)
22 790 小川 均   ｵｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 下野市         1時間29分10秒 (栃木県)
23 329 伊藤 健一  ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 茅野楽走会       1時間29分51秒 (茅野市)
24 410 山崎 宝久  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋｻ 須坂陸協        1時間29分55秒 (須坂市)
25 577 原 宏之   ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ             1時間29分55秒 (神奈川県)
26 326 戸田 義美  ﾄﾀﾞ ﾖｼﾐ ちいむもみじ      1時間30分14秒 (伊那市)
27 310 諸藤 康弘  ﾓﾛﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 警視庁九自ら隊     1時間31分06秒 (東京都)
28 587 鵜崎 彰   ｳｻﾞｷ ｱｷﾗ 自由人         1時間31分38秒 (神奈川県)
29 274 石井 俊久  ｲｼｲ ﾄｼﾋｻ 石井ｸﾗﾌﾞ       1時間31分40秒 (富士見町)
30 579 見上 孝一  ﾐｶﾐ ｺｳｲﾁ ◆浦木塾◆       1時間31分44秒 (神奈川県)
31 229 友廣 道夫  ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾁｵ 旭化成富士       1時間31分53秒 (静岡県)
32 693 倉沢 幸男  ｸﾗｻﾜ ｻﾁｵ ちいむもみじ      1時間32分14秒 (伊那市)
33 469 加藤 義雄  ｶﾄｳ ﾖｼｵ             1時間32分39秒 (静岡県)
34 1273 大澤 俊秀  ｵｵｻﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ なんなんなんRC    1時間32分43秒 (塩尻市)
35 624 河原 義治  ｶﾜﾊﾗ  ﾖｼﾊﾙ ｲｰｽﾀﾝ       1時間33分03秒 (諏訪市)
36 590 山本 稔   ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ やまこうRC      1時間33分09秒 (筑北村)
37 665 平澤 敏樹  ﾋﾗｻﾜ ﾄｼｷ             1時間33分19秒 (伊那市)
38 661 高山 清一  ﾀｶﾔﾏ ｾｲｲﾁ ﾀｶﾁｬﾝﾌｧｰﾑ   1時間33分30秒 (伊那市)
39 563 高木 博美  ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾐ 川崎市陸協       1時間33分33秒 (神奈川県)
40 467 フィルコックス ﾌｨﾙｺｯｸｽ ｵﾘﾊﾞ             1時間33分39秒 (伊那市)
41 815 甕 潔    ﾓﾀｲ ｷﾖｼ             1時間33分44秒 (北海道)
42 872 三好 克弥  ﾐﾖｼ ｶﾂﾔ 鉄道警察隊       1時間33分47秒 (長野市)
43 832 田所 靖弘  ﾀﾄﾞｺﾛ ﾔｽﾋﾛ             1時間34分24秒 (兵庫県)
44 542 荻野 修一  ｵｷﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ 多摩湖RC       1時間34分32秒 (東京都)
45 706 白井 敬二  ｼﾗｲ ｹｲｼﾞ 藤沢陸協        1時間34分44秒 (神奈川県)
46 1109 牛山 寿宏  ｳｼﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 原小学校        1時間34分52秒 (茅野市)
47 2289 横山 秋一  ﾖｺﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ 白馬花舎AC      1時間34分54秒 (白馬村)
48 1282 林 隆俊   ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ 新ゆり走遊会      1時間35分01秒 (神奈川県)
49 778 田畑 博規  ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 千葉陸連        1時間35分08秒 (千葉県)
50 902 唐澤 道雄  ｶﾗｻﾜ ﾐﾁｵ             1時間35分18秒 (伊那市)
51 4885 南湖 規至  ﾅﾝｺﾞ ﾉﾘﾕｷ             1時間35分28秒 (山梨県)
52 280 山本 富夫  ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾐｵ 共栄電工健美会     1時間35分34秒 (新潟県)
53 561 吉澤 英和  ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 駒ヶ根RDC      1時間35分35秒 (山梨県)
54 825 藤岡 守   ﾌｼﾞｵｶ ﾏﾓﾙ             1時間35分35秒 (駒ヶ根市)
55 555 唐沢 文生  ｶﾗｻﾜ ﾌﾐｵ ちいむもみじ      1時間35分40秒 (箕輪町)
56 1919 坂詰 俊介  ｻｶﾂﾞﾒ ｼｭﾝｽｹ 大林組         1時間35分48秒 (神奈川県)
57 557 小宮山 武  ｺﾐﾔﾏ ﾀｹｼ ◆信州八千穂◆     1時間35分53秒 (佐久穂町)
58 1771 黒田 豊   ｸﾛﾀﾞ ﾕﾀｶ 駒沢公園ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ   1時間36分04秒 (東京都)
59 473 川上 裕司  ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ             1時間36分06秒 (東京都)
60 653 坂井 一正  ｻｶｲ ｶｽﾞﾏｻ 松本すすき川走る会   1時間36分16秒 (松本市)
61 869 北沢 喜一  ｷﾀｻﾞﾜ ｷｲﾁ TeamEpson   1時間36分35秒 (茅野市)
62 1752 松田 英一郎 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ HATRIC      1時間36分41秒 (埼玉県)
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63 834 中村 正樹  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ   1時間36分47秒 (神奈川県)
64 1419 吉岡 毅   ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間37分04秒 (奈良県)
65 764 村山 強   ﾑﾗﾔﾏ ﾂﾖｼ ﾄﾏﾄﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 1時間37分13秒 (松本市)
66 558 橋本 純一  ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｶﾊﾞﾀ         1時間37分18秒 (東京都)
67 186 河西 明   ｶｻｲ ｱｷﾗ ﾏﾙﾆｼ        1時間37分25秒 (岡谷市)
68 801 中窪 淳   ﾅｶｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ NSSMC名古屋    1時間37分27秒 (愛知県)
69 854 大内 孝司  ｵｵｳﾁ ﾀｶｼ             1時間37分29秒 (岡谷市)
70 682 松下 弘   ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｼ ちいむもみじ      1時間37分39秒 (阿南町)
71 378 笠原 昭二  ｶｻﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ ﾊﾟﾘﾃｷ陸上部     1時間37分45秒 (諏訪市)
72 1682 大井 修   ｵｵｲ ｵｻﾑ             1時間37分50秒 (茅野市)
73 1864 斎藤 淳二  ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ             1時間37分52秒 (群馬県)
74 1980 矢部 正秋  ﾔﾍﾞ ﾏｻｱｷ             1時間38分14秒 (東京都)
75 480 佐藤 栄樹  ｻﾄｳ ｴｲｷ 長野県警察       1時間38分22秒 (佐久市)
76 1491 大日方 正憲 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｻﾉﾘ ｲｺｰﾙｾﾞﾛ      1時間38分23秒 (長野市)
77 2294 加藤 孝   ｶﾄｳ ﾀｶｼ 尾北走友会       1時間38分23秒 (愛知県)
78 1961 鷹取 努   ﾀｶﾄﾘ ﾂﾄﾑ             1時間38分27秒 (神奈川県)
79 826 山本 利彦  ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋｺ TOEX        1時間38分31秒 (埼玉県)
80 1213 浦野 章彦  ｳﾗﾉ ｱｷﾋｺ ちいむもみじ      1時間38分59秒 (箕輪町)
81 1181 黒川 正彦  ﾌﾛｶﾜ ﾏｻﾋｺ ｴｱﾗﾝ東京      1時間39分05秒 (東京都)
82 1778 藤沢 貞   ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾀﾞｼ ｻﾝｷﾖｳRTF    1時間39分12秒 (新潟県)
83 644 守屋 秀一  ﾓﾘﾔ ｼｭｳｲﾁ             1時間39分14秒 (伊那市)
84 629 中村 好孝  ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 岡谷市役所ﾗﾝﾅｰｽﾞ  1時間39分31秒 (岡谷市)
85 838 有賀 秀雄  ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞｵ ?ﾒｶﾞﾈのﾅｶﾞﾀ?   1時間39分40秒 (箕輪町)
86 1275 洞口 恭一  ﾎﾗｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ             1時間39分42秒 (松本市)
87 1292 大石 昭弘  ｵｵｲｼ ｱｷﾋﾛ             1時間39分42秒 (岐阜県)
88 806 布施 功   ﾌｾ ｲｻｵ 共栄電工健美会     1時間39分43秒 (新潟県)
89 874 小田切 正  ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀﾀﾞｼ 日東ﾎﾞﾀﾝAC     1時間39分44秒 (小諸市)
90 945 古屋 強   ﾌﾙﾔ ﾂﾖｼ             1時間39分54秒 (東京都)
91 779 平沢 進一  ﾋﾗｻﾜ ｼﾝｲﾁ             1時間39分56秒 (東京都)
92 875 白鳥 明彦  ｼﾗﾄﾘ ｱｷﾋｺ よっしｰRC      1時間40分02秒 (東京都)
93 4407 村松 康弘  ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ             1時間40分12秒 (阿南町)
94 1772 粟野 智久  ｱﾜﾉ ﾉﾘﾋｻ             1時間40分23秒 (東京都)
95 1997 平島 聡史  ﾋﾗｼﾏ ｻﾄｼ             1時間40分32秒 (松本市)
96 1139 牛山 孝彦  ｳｼﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 諏訪湖畔病院      1時間40分34秒 (下諏訪町)
97 322 鈴木 卓也  ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 八乙女RC       1時間40分37秒 (箕輪町)
98 662 守屋 郁男  ﾓﾘﾔ ｲｸｵ ﾁｰﾑMOR      1時間40分40秒 (上田市)
99 1897 常田 聡   ﾄｷﾀﾞ ｻﾄﾙ NISSEI      1時間40分40秒 (松本市)

100 1274 宮脇 博一  ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｶｽﾞ 駒ヶ根RC亀      1時間40分47秒 (駒ヶ根市)
101 1236 麦島 則和  ﾑｷﾞｼﾏ ﾉﾘｶｽﾞ ﾁｰﾑ鈴ﾗﾝ      1時間40分51秒 (駒ヶ根市)
102 1935 柳沢 潤一  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲ 長野運送        1時間40分58秒 (長野市)
103 1809 渡邉 雅仁  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ ｱﾃﾞｨﾒｯｸ      1時間41分05秒 (東京都)
104 1940 佐野 賢二  ｻﾉ ｹﾝｼﾞ 御嵩走友会､南山西RC 1時間41分07秒 (岐阜県)
105 5791 岡部 政博  ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 会社員         1時間41分08秒 (松本市)
106 738 松尾 弘毅  ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ FLAT        1時間41分15秒 (飯田市)
107 835 国井 栄二  ｸﾆｲ ｴｲｼﾞ             1時間41分19秒 (神奈川県)
108 421 加藤 正久  ｶﾄｳ ﾏｻﾋｻ ﾁｰﾑK        1時間41分20秒 (駒ヶ根市)
109 809 松井 良介  ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 駒ヶ根RDC      1時間41分20秒 (東京都)
110 1579 田中 康洋  ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ ARC         1時間41分20秒 (愛知県)
111 403 天野 貴夫  ｱﾏﾉ ﾀｶｵ             1時間41分24秒 (静岡県)
112 916 伊藤 浩幸  ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ             1時間41分25秒 (東京都)
113 1328 茂澄 修   ﾓｽﾞﾐ ｵｻﾑ ｲﾅｰﾒ信濃山形    1時間41分30秒 (松本市)
114 3843 小林 謙二  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ             1時間41分34秒 (中野市)
115 1797 伊藤 健志  ｲﾄｳ ﾀｹｼ             1時間41分35秒 (東京都)
116 675 小林 龍雄  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ ｴﾑｱｲ        1時間41分38秒 (神奈川県)
117 215 松倉 隆義  ﾏﾂｸﾗ ﾀｶﾖｼ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間41分43秒 (東京都)
118 1663 前澤 毅   ﾏｴｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ★前澤病院★      1時間41分56秒 (駒ケ根市)
119 2374 山崎 修二  ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ             1時間41分57秒 (松本市)
120 2414 三ツ井 文雄 ﾐﾂｲ ﾌﾐｵ             1時間41分58秒 (長野市)
121 1783 伊藤 文一  ｲﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ             1時間42分02秒 (伊那市)
122 1845 土屋 寛   ﾂﾁﾔ ﾋﾛｼ             1時間42分07秒 (御代田町)
123 1204 堀内 一彦  ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 鹿島ﾘｿﾞｰﾄ      1時間42分17秒 (原村)
124 2023 貫井 道高  ﾇｸｲ ﾐﾁﾀｶ ☆SandS☆     1時間42分21秒 (東京都)
125 2750 樋口 昌之  ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ             1時間42分34秒 (東京都)
126 2330 加藤 和貴  ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ             1時間42分37秒 (原村)
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127 532 生駒 圭一  ｲｺﾏ ｹｲｲﾁ いこまｸﾗﾌﾞ      1時間42分41秒 (上田市)
128 929 平沢 浩司  ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 八十二銀行       1時間42分47秒 (長野市)
129 2042 林 伸一   ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ ｱﾐﾉ☆長野      1時間42分53秒 (松本市)
130 2953 小野 敦   ｵﾉ ｱﾂｼ             1時間42分57秒 (愛知県)
131 297 堀内 康   ﾎﾘｳﾁ ﾔｽｼ ﾄﾞﾗｺﾞﾝAC      1時間43分02秒 (山梨県)
132 1791 佐藤 二郎  ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ 東村山太郎ｸﾗﾌﾞ    1時間43分14秒 (東京都)
133 879 鎌田 裕己  ｶﾏﾀ ﾋﾛｷ ARC         1時間43分24秒 (東京都)
134 1646 赤羽 修   ｱｶﾊﾈ ｵｻﾑ SAWC        1時間43分25秒 (塩尻市)
135 1885 下田 哲矢  ｼﾓﾀﾞ ﾃﾂﾔ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     1時間43分25秒 (飯田市)
136 2087 須崎 賢一  ｽｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ             1時間43分27秒 (安曇野市)
137 1270 鰻池 昇   ｳﾅｷﾞｲｹ ﾉﾎﾞﾙ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   1時間43分50秒 (辰野町)
138 1612 林 晃一   ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ             1時間43分54秒 (塩尻市)
139 423 根本 良三  ﾈﾓﾄ ﾖｼﾐ MSDRC       1時間43分56秒 (埼玉県)
140 2836 小林 和輝  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ             1時間43分58秒 (富士見町)
141 651 木川 健次  ｷｶﾜ ｹﾝｼﾞ 豊平小学校       1時間44分00秒 (茅野市)
142 1806 酒井 啓介  ｻｶｲ ｹｲｽｹ 埼玉陸連        1時間44分01秒 (松本市)
143 1894 柴田 英雄  ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 信濃のそよ風      1時間44分01秒 (埼玉県)
144 7744 佐野 俊明  ｻﾉ ﾄｼｱｷ 竜王走ろう会      1時間44分02秒 (山梨県)
145 3370 西風 勇人  ﾆｼｶｾﾞ ﾊﾔﾄ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間44分04秒 (松本市)
146 679 川添 安紀  ｶﾜｿﾞｴ ﾔｽﾉﾘ Team EPSON  1時間44分11秒 (安曇野市)
147 1776 長江 和仁  ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋﾄ 尼崎市役所       1時間44分14秒 (兵庫県)
148 2578 武田 郁夫  ﾀｹﾀﾞ ｲｸｵ             1時間44分18秒 (神奈川県)
149 3275 湯本 永一  ﾕﾓﾄ ｴｲｲﾁ             1時間44分27秒 (千曲市)
150 2049 太田 隆   ｵｵﾀ ﾀｶｼ             1時間44分35秒 (茅野市)
151 2117 増田 光明  ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 共栄電工健美会     1時間44分35秒 (埼玉県)
152 2413 涌井 元博  ﾜｸｲ ﾓﾄﾋﾛ 猫山宮尾病院      1時間44分37秒 (新潟県)
153 2642 野村 朋宏  ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ             1時間44分38秒 (愛知県)
154 2671 波多野 守男 ﾊﾀﾉ ﾓﾘｵ             1時間44分39秒 (松本市)
155 3894 岩崎 雅彦  ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋｺ 歴程          1時間44分45秒 (神奈川県)
156 626 樋口 尚宏  ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 茅野市役所RC     1時間44分48秒 (茅野市)
157 1315 台 真一   ﾀﾞｲ ｼﾝｲﾁ りょうやまAC     1時間44分58秒 (東京都)
158 912 北澤 克昭  ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ WRC         1時間44分59秒 (長野市)
159 1566 浜 雅治   ﾊﾏ ﾏｻﾊﾙ             1時間45分03秒 (諏訪市)
160 2098 土屋 雅彦  ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ             1時間45分03秒 (塩尻市)
161 3302 谷内田 益義 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｽﾖｼ             1時間45分08秒 (神奈川県)
162 707 服部 雅一  ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｶｽﾞ ﾗﾝﾗﾊﾞｰｽﾞ      1時間45分19秒 (静岡県)
163 910 山崎 裕史  ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ ☆駝鳥倶楽部☆     1時間45分23秒 (長野市)
164 2766 唐澤 利文  ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾌﾐ             1時間45分24秒 (辰野町)
165 2232 速水 和郎  ﾊﾔﾐ ｶｽﾞｵ             1時間45分26秒 (東京都)
166 1271 平澤 雅敏  ﾋﾗｻﾜ ﾏｻﾄｼ ﾈｵｼﾃｨ       1時間45分30秒 (愛知県)
167 344 笠原 祐司  ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 笠原建設陸上部     1時間45分37秒 (茅野市)
168 1912 小林 秀章  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間45分39秒 (岡谷市)
169 1881 赤羽 房雄  ｱｶﾊﾈ ﾌｻｵ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    1時間45分44秒 (松本市)
170 1949 浦野 昭彦  ｳﾗﾉ ｱｷﾋｺ             1時間45分45秒 (伊那市)
171 1366 鈴木 克典  ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ             1時間45分53秒 (東京都)
172 1259 山本 伸一  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 共栄電工健美会     1時間45分56秒 (新潟県)
173 2551 小林 重雄  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ             1時間46分04秒 (長野市)
174 2573 山辺 重敏  ﾔﾏﾍﾞ ｼｹﾞﾄｼ             1時間46分05秒 (上田市)
175 1834 黒岩 一也  ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ             1時間46分06秒 (安曇野市)
176 2102 山田 敏之  ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ﾃｸﾃｸｸﾗﾌﾞ     1時間46分06秒 (愛知県)
177 839 長谷川 洋一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ ?ﾒｶﾞﾈのﾅｶﾞﾀ?   1時間46分09秒 (愛知県)
178 1003 田中 繁実  ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾐ JA共済  駅伝部   1時間46分17秒 (伊那市)
179 2336 藤井 竜太郎 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰ     1時間46分21秒 (神奈川県)
180 1258 黒田 栄作  ｸﾛﾀﾞ ｴｲｻｸ             1時間46分23秒 (松本市)
181 2245 布施 次郎  ﾌｾ ｼﾞﾛｳ 岡谷酸素株式会社    1時間46分23秒 (長野市)
182 1325 加藤 充男  ｶﾄｳ ﾐﾂｵ             1時間46分24秒 (長野市)
183 741 浅田 達夫  ｱｻﾀﾞ ﾀﾂｵ             1時間46分26秒 (松本市)
184 2068 中嶋 光隆  ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾀｶ 長野信用金庫      1時間46分27秒 (長野市)
185 802 北原 幸長  ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾅｶﾞ 諏訪中央病院      1時間46分29秒 (原村)
186 3248 木下 謙一  ｷﾉｼﾀ ｹﾝｲﾁ ヴｨヴｧﾝ       1時間46分34秒 (東京都)
187 836 唐澤 敏次  ｶﾗｻﾜ ﾄｼｼﾞ ちぃむ もみじ     1時間46分36秒 (宮田村)
188 1775 田島 裕三  ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｿﾞｳ NISSEI★MAX  1時間46分43秒 (長野市)
189 1903 堀内 克彦  ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾋｺ             1時間46分45秒 (茅野市)
190 2545 中舘 文也  ﾅｶﾀﾞﾃ ﾌﾐﾔ             1時間46分50秒 (伊那市)
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191 1932 宮下 淳   ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 上養ｽﾃｨｯﾁﾏﾝ   1時間46分54秒 (東御市)
192 2368 高木 秀夫  ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ HKMCM       1時間46分56秒 (長野市)
193 2406 橋本 隆男  ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 相澤病院神内      1時間46分57秒 (松本市)
194 2596 太田 隆   ｵｵﾀ ﾀｶｼ             1時間47分05秒 (安曇野市)
195 1451 粕谷 一正  ｶｽﾔ ｲｯｾｲ             1時間47分09秒 (茅野市)
196 2597 和田 泉   ﾜﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 蓼科ﾋﾞﾚｯｼﾞ      1時間47分10秒 (茅野市)
197 1208 倉嶋 隆雄  ｸﾗｼﾏ ﾀｶｵ ★ﾁｰﾑ倉ちゃん★   1時間47分17秒 (上田市)
198 3350 田村 純一  ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 柳町STC       1時間47分20秒 (長野市)
199 3395 下田 眞平  ｼﾓﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 一度会競走倶楽部    1時間47分21秒 (神奈川県)
200 1532 宮下 五郎  ﾐﾔｼﾀ ｺﾞﾛｳ             1時間47分28秒 (箕輪町)
201 1358 松本 智仁  ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾄ             1時間47分37秒 (静岡県)
202 2400 山口 昌彦  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ ☆諏訪地事農政課    1時間47分41秒 (松本市)
203 736 遠藤 洋和  ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 静岡走ろう会      1時間47分44秒 (静岡県)
204 3598 井上 馨   ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ ﾒｶﾞﾛｽ八王子     1時間47分45秒 (東京都)
205 2092 下平 胤寿  ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀﾈﾄｼ             1時間47分49秒 (伊那市)
206 1890 松本 浩   ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 瞳子ちゃんRC     1時間47分54秒 (長野市)
207 2531 梶原 徳人  ｶｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾋﾄ             1時間48分05秒 (山梨県)
208 1941 小山 浩   ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ             1時間48分18秒 (東京都)
209 1428 三村 茂   ﾐﾑﾗ ｼｹﾞﾙ             1時間48分22秒 (岡谷市)
210 3641 徳永 一人  ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ             1時間48分22秒 (松本市)
211 991 柏川 弘行  ｶｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 共栄電工健美会     1時間48分23秒 (新潟県)
212 2073 市川 洋成  ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾅﾘ 賛美歌13番      1時間48分24秒 (長野市)
213 1611 髙橋 洋一  ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ             1時間48分27秒 (岡谷市)
214 1835 千野 浩   ﾁﾉ ﾋﾛｼ             1時間48分27秒 (神奈川県)
215 2918 星野 篤   ﾎｼﾉ ｱﾂｼ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     1時間48分31秒 (諏訪市)
216 1838 伊東 徳   ｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ             1時間48分34秒 (千曲市)
217 3916 和田 義宣  ﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 千曲市役所RC     1時間48分34秒 (茅野市)
218 2229 五味 修   ｺﾞﾐ ｵｻﾑ             1時間48分40秒 (諏訪市)
219 444 山崎 吉治  ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｼﾞ 東春近小学校      1時間48分45秒 (小布施町)
220 992 中澤 孝志  ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ 共栄電工健美会     1時間48分46秒 (新潟県)
221 2307 白鳥 健一  ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｲﾁ             1時間48分47秒 (伊那市)
222 363 林 勝弘   ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ ﾁｰﾑ★SKY     1時間48分49秒 (伊那市)
223 3967 遠藤 甚   ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ             1時間48分51秒 (東京都)
224 2198 麻田 政弘  ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｾﾞﾛじゃない      1時間48分52秒 (長野市)
225 2200 大前 一雄  ｵｵﾏｴ ｶｽﾞｵ ｾﾞﾛじゃない      1時間48分53秒 (長野市)
226 2477 飯田 定行  ｲｲﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 太田屋りんごの会J倶楽部 1時間48分59秒 (諏訪市)
227 896 数本 正男  ｶｽﾞﾓﾄ ﾏｻｵ             1時間49分11秒 (長野市)
228 1173 唐澤 洋之  ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ ★税理士法人三澤会計RC 1時間49分12秒 (岡谷市)
229 1353 木島 好禅  ｷｼﾞﾏ ｺｳｾﾞﾝ 木島社会保険労務士事務所 1時間49分14秒 (上田市)
230 1370 内藤 隆   ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 下諏訪南小学校     1時間49分15秒 (諏訪市)
231 1219 山田 宰久  ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 安曇野市役所      1時間49分17秒 (安曇野市)
232 4151 渡村 久志  ﾜﾀﾑﾗ ﾋｻｼ             1時間49分17秒 (塩尻市)
233 822 中野 博文  ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ             1時間49分18秒 (松本市)
234 3249 有賀 正和  ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ             1時間49分20秒 (東京都)
235 3165 松岡 基博  ﾏﾂｵｶ ﾓﾄﾋﾛ ｱｼｽﾄ        1時間49分21秒 (神奈川県)
236 2458 川村 吉徳  ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 倉田病院        1時間49分25秒 (松本市)
237 1362 和田 毅   ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野都市ｶﾞｽ      1時間49分36秒 (長野市)
238 2541 霜鳥 勉   ｼﾓﾄﾘ ﾂﾄﾑ ﾁｰﾑはくな      1時間50分14秒 (長野市)
239 1808 桜井 誠一  ｻｸﾗｲ ｾｲｲﾁ 富士製薬工業(株)   1時間50分18秒 (松本市)
240 1609 早川 明彦  ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾋｺ ちゃﾈとら       1時間50分24秒 (岐阜県)
241 2984 春日 一郎  ｶｽｶﾞ ｲﾁﾛｳ ｲｸｻｷ･ﾋﾞｰｱｲ   1時間50分26秒 (東京都)
242 3192 峰尾 淳   ﾐﾈｵ ｱﾂｼ ☆陵南ｾﾐﾅｰ☆    1時間50分26秒 (長野市)
243 3282 湯本 修   ﾕﾓﾄ ｵｻﾑ             1時間50分27秒 (塩尻市)
244 3697 高木 秀幸  ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ             1時間50分31秒 (埼玉県)
245 4889 角田 要   ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ甲府   1時間50分35秒 (山梨県)
246 2359 菅沼 行徳  ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ ﾔﾝｷｰ        1時間50分38秒 (長野市)
247 5521 杉本 英樹  ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ             1時間50分46秒 (茅野市)
248 3448 山口 高志  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ RUNJOY      1時間50分47秒 (伊那市)
249 907 有賀 智昭  ｱﾙｶﾞ ﾉﾘｱｷ 島人会         1時間50分50秒 (伊那市)
250 2421 唐沢 幸広  ｶﾗｻﾜ ﾕｷﾋﾛ 八十二銀行       1時間50分56秒 (長野市)
251 2956 伊藤 孝弘  ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 1時間50分57秒 (諏訪市)
252 3170 水野 哲男  ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 長谷小学校       1時間50分58秒 (箕輪町)
253 2329 矢崎 哲也  ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ             1時間51分00秒 (東京都)
254 2431 三澤 直也  ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 町田ﾄﾗｲ       1時間51分01秒 (神奈川県)
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255 1060 佐藤 文敏  ｻﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 共栄電工健美会     1時間51分04秒 (新潟県)
256 2416 鬼久保 賢治 ｵﾆｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ             1時間51分06秒 (宮田村)
257 781 関 誠    ｾｷ ﾏｺﾄ             1時間51分15秒 (伊那市)
258 840 佐藤 吉昭  ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 長野銀行G       1時間51分29秒 (塩尻市)
259 942 世古 信治  ｾｺ ｼﾝｼﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ        1時間51分29秒 (三重県)
260 1340 片桐 秀樹  ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ ﾀｶﾉ         1時間51分38秒 (駒ヶ根市)
261 2343 福澤 一成  ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ JA上伊那       1時間51分42秒 (南箕輪村)
262 379 塩崎 孝夫  ｼｵｻﾞｷ ﾀｶｵ 山登魂         1時間51分45秒 (飯島町)
263 2860 土屋 茂一  ﾂﾁﾔ ｼｹﾞｶｽﾞ えんどれす       1時間51分50秒 (東御市)
264 576 内山 孝幸  ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾕｷ WHYSKY      1時間51分55秒 (朝日村)
265 3338 関 克浩   ｾｷ ｶﾂﾉﾘ 高嶺走友会       1時間51分58秒 (長野市)
266 391 久保田 典良 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 東弥生あきちゃんｽﾞ   1時間52分00秒 (下諏訪町)
267 3042 伊藤 英実  ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ             1時間52分01秒 (東京都)
268 3646 竹歳 一博  ﾀｹﾄｼ ｶｽﾞﾋﾛ             1時間52分01秒 (東京都)
269 219 小飼 英紀  ｺｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ ﾁｰﾑK        1時間52分02秒 (千葉県)
270 3174 平川 琢也  ﾋﾗｶﾜ ﾀｸﾔ CJﾗﾝﾅｰｽﾞ     1時間52分04秒 (神奈川県)
271 2409 山城 雅郎  ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｵ TTRC        1時間52分07秒 (埼玉県)
272 2428 小林 哲之  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾕｷ             1時間52分07秒 (東京都)
273 1964 松下 滋   ﾏﾂｼﾀ ｼｹﾞﾙ 京ｾﾗ         1時間52分12秒 (下諏訪町)
274 1764 宮田 輝男  ﾐﾔﾀ ﾃﾙｵ             1時間52分13秒 (諏訪市)
275 6402 五味 祐一  ｺﾞﾐ ﾕｳｲﾁ ｵﾘﾝﾊﾟｽ       1時間52分14秒 (東京都)
276 3308 千葉 浩典  ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾉﾘ             1時間52分16秒 (東京都)
277 1866 大曽根 一勝 ｵｵｿﾈ ｶｽﾞﾏｻ 長谷工ｸﾗﾌﾞ      1時間52分17秒 (東京都)
278 1217 唐澤 良二  ｶﾜｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ             1時間52分19秒 (神奈川県)
279 2104 日比 達義  ﾋﾋﾞ ﾀﾂﾖｼ ヱﾋﾞｽ高速ﾊﾞｽ     1時間52分19秒 (箕輪町)
280 1623 小林 三千男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｵ ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ   1時間52分27秒 (茅野市)
281 3435 細井 良彦  ﾎｿｲ ﾖｼﾋｺ             1時間52分45秒 (塩尻市)
282 3595 清水 香樹  ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 岡谷酸素株式会社    1時間52分49秒 (岡谷市)
283 2970 小松 厚   ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 岡谷市役所RC     1時間52分54秒 (岡谷市)
284 671 山本 朋樹  ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｷ             1時間52分55秒 (神奈川県)
285 1760 小口 弘晃  ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 湊建設(有)      1時間52分59秒 (岡谷市)
286 3807 折井 浩治  ｵﾘｲ ｺｳｼﾞ 藤森土木建設㈱     1時間53分00秒 (富士見町)
287 680 笠原 靖   ｶｻﾊﾗ ﾔｽｼ ﾊﾟﾘﾃｷ        1時間53分07秒 (埼玉県)
288 3341 北澤 純   ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ BBH         1時間53分09秒 (東京都)
289 2125 渡辺 正則  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 共栄電工健美会     1時間53分11秒 (新潟県)
290 2863 高橋 直樹  ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ             1時間53分16秒 (東京都)
291 2399 松澤 義和  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 山の音楽家       1時間53分18秒 (小谷村)
292 3119 松中 健二  ﾏﾂﾅｶ ｹﾝｼﾞ ｴﾌﾟｿﾝ        1時間53分22秒 (福岡県)
293 2665 澤木 章二  ｻﾜｷ ｼｮｳｼﾞ 松本市立病院      1時間53分32秒 (松本市)
294 3346 清野 忠司  ｷﾖﾉ ﾀﾀﾞｼ MOTOQ       1時間53分36秒 (小諸市)
295 2309 高木 隆   ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ             1時間53分43秒 (岡谷市)
296 3182 山上 茂治  ﾔﾏｶﾐ ｼｹﾞﾊﾙ 仁科工業走友会     1時間53分45秒 (須坂市)
297 1976 井口 由孝  ｲｸﾞﾁ ﾕﾀｶ             1時間53分46秒 (松本市)
298 3088 寺澤 泰則  ﾃﾗｻﾜ ﾔｽﾉﾘ             1時間53分50秒 (長野市)
299 4213 元尾 哲也  ﾓﾄｵ ﾃﾂﾔ             1時間53分52秒 (神奈川県)
300 4088 蘆澤 則文  ｱｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ             1時間53分54秒 (上松町)
301 818 小林 正志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 湖南ﾏﾗｿﾝC     1時間53分59秒 (大阪府)
302 1418 江川 雅基  ｴｶﾞﾜ ﾏｻｷ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間53分59秒 (諏訪市)
303 2078 唐沢 忍   ｶﾗｻﾜ ｼﾉﾌﾞ             1時間54分02秒 (長野市)
304 2270 赤沼 治   ｱｶﾇﾏ ｵｻﾑ 長野宅建諏訪支部RC  1時間54分03秒 (岡谷市)
305 666 石坂 健一  ｲｼｻﾞｶ ｹﾝｲﾁ 綿半RC        1時間54分04秒 (長野市)
306 3144 大久保 清彦 ｵｵｸﾎﾞ ｷﾖﾋｺ あみかな09      1時間54分12秒 (神奈川県)
307 3472 工木 大造  ｸｷﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ ｲｰﾄﾞ         1時間54分23秒 (東京都)
308 3260 桑原 裕二  ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ             1時間54分32秒 (新潟県)
309 7089 笠井 陽一  ｶｻｲ ﾖｳｲﾁ BornToRun   1時間54分33秒 (箕輪町)
310 5239 笹井 英臣  ｻｻｲ ﾋﾃﾞｵﾐ ｺｲｽﾞﾐ照明      1時間54分36秒 (愛知県)
311 2549 二木 和隆  ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞﾀｶ 篠ﾉ井RC       1時間54分41秒 (長野市)
312 1251 萩原 雄造  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｿﾞｳ ﾁｰﾑ3E       1時間54分47秒 (神奈川県)
313 4274 花岡 英樹  ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞｷ             1時間54分53秒 (岡谷市)
314 2405 石橋 直樹  ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｷ SMAP        1時間54分54秒 (塩尻市)
315 1469 永井 左千夫 ﾅｶﾞｲ ｻﾁｵ             1時間54分55秒 (上田市)
316 3455 谷田部 真  ﾔﾀﾍﾞ ﾏｺﾄ 流山 洋食亭 ﾗ･ﾎﾟﾝﾑ 1時間54分56秒 (千葉県)
317 2447 瀬川 隆司  ｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ             1時間54分57秒 (神奈川県)
318 2369 大久保 光男 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾂｵ ｴｱﾗﾝ東京      1時間55分02秒 (東京都)
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319 3181 三浦 勝   ﾐｳﾗ ｽｸﾞﾙ             1時間55分02秒 (伊那市)
320 4117 小口 匡   ｵｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ             1時間55分06秒 (諏訪市)
321 2352 徳田 泰信  ﾄｸﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ ｴﾌﾟｿﾝ        1時間55分08秒 (岡谷市)
322 2656 山村 正司  ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ JIJIｸﾗﾌﾞ     1時間55分09秒 (下諏訪町)
323 1329 中島 秀樹  ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ｲﾅｰﾒ信濃山形    1時間55分10秒 (塩尻市)
324 1616 加藤 浩之  ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｶｼﾞﾏ         1時間55分16秒 (東京都)
325 3117 鈴木 徹   ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ ﾃｸﾃｸｸﾗﾌﾞ     1時間55分19秒 (埼玉県)
326 1853 三ツ橋 実  ﾐﾂﾊｼ ﾐﾉﾙ 大和電機工業㈱     1時間55分21秒 (諏訪市)
327 2039 池谷 達也  ｲｹｶﾞﾔ ﾀﾂﾔ 長谷工         1時間55分22秒 (神奈川県)
328 4159 石田 方哉  ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ             1時間55分24秒 (原村)
329 4251 望月 博史  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｼ             1時間55分29秒 (山梨県)
330 3141 加藤 和宏  ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ﾃｸﾃｸｸﾗﾌﾞ     1時間55分31秒 (愛知県)
331 1423 平手 正義  ﾋﾗﾃ ﾏｻﾖｼ             1時間55分35秒 (愛知県)
332 2422 服部 美秀  ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾋﾃﾞ 健和会病院RC     1時間55分39秒 (飯田市)
333 3159 辻 俊司   ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ             1時間55分45秒 (愛知県)
334 405 鈴木 泰幸  ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ             1時間55分46秒 (静岡県)
335 2044 林 秀昭   ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ             1時間55分51秒 (富山県)
336 3278 中村 曉   ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 速星RC        1時間55分51秒 (岡谷市)
337 2542 古川 実   ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ             1時間55分55秒 (千曲市)
338 3440 小松 三郎  ｺﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ             1時間55分56秒 (東京都)
339 2778 村松 秀一  ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳｲﾁ             1時間55分59秒 (長野市)
340 2395 大西 英樹  ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｷ             1時間56分09秒 (塩尻市)
341 2226 河西 繁   ｶｻｲ ｼｹﾞﾙ             1時間56分10秒 (下諏訪町)
342 2706 高島 永光  ﾀｶｼﾏ ﾅｶﾞﾐﾂ ｴﾌﾟｿﾝ        1時間56分12秒 (岡谷市)
343 3020 小口 吉信  ｵｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ             1時間56分12秒 (岡谷市)
344 1921 赤羽目 豊  ｱｶﾊﾞﾒ ﾕﾀｶ             1時間56分17秒 (松本市)
345 4029 中村 宗二  ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼﾞ             1時間56分19秒 (千曲市)
346 3371 屋宮 康信  ｵｸﾐﾔ ﾔｽﾉﾌﾞ 日走会         1時間56分20秒 (東京都)
347 3045 伊藤 宗明  ｲﾄｳ ﾑﾈｱｷ             1時間56分21秒 (池田町)
348 1868 徳永 洋一  ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ ★駝鳥倶楽部★     1時間56分23秒 (長野市)
349 864 荒井 信一  ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ ﾁｰﾑ多摩ﾗﾝ     1時間56分24秒 (東京都)
350 3509 堀内 千太郎 ﾎﾘｳﾁ ｾﾝﾀﾛｳ             1時間56分25秒 (諏訪市)
351 3533 山本 茂   ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ             1時間56分30秒 (松本市)
352 3782 秋山 英紀  ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ             1時間56分32秒 (神奈川県)
353 4312 両田 暁彦  ﾘｮｳﾀ ｱｷﾋｺ             1時間56分33秒 (駒ヶ根市)
354 3692 三橋 知行  ﾐﾊｼ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間56分35秒 (神奈川県)
355 3046 木下 寿秀  ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ すまいるﾗﾝﾅｰｽﾞ   1時間56分38秒 (駒ヶ根市)
356 2820 市川 孝   ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ             1時間56分45秒 (塩尻市)
357 2173 大瀧 洋一  ｵｵﾀｷ ﾖｳｲﾁ 共栄電工健美会     1時間56分47秒 (新潟県)
358 2502 佐々木 修  ｻｻｷ ｵｻﾑ             1時間56分47秒 (岡谷市)
359 4091 森川 俊一郎 ﾓﾘｶﾜ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ IHI回転機械     1時間57分00秒 (千葉県)
360 630 小河原 義友 ｵｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾄﾓ 岡谷市役所ﾗﾝﾅｰｽﾞC 1時間57分06秒 (下諏訪町)
361 2435 宮下 昭久  ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋｻ お仙の茶や       1時間57分07秒 (麻績村)
362 6667 逸見 正巳  ﾍﾝﾐ ﾏｻﾐ             1時間57分08秒 (諏訪市)
363 247 堀内 仁   ﾎﾘｳﾁ ﾋﾄｼ             1時間57分09秒 (信濃町)
364 2066 白砂 一也  ｼﾗｽﾅ ｶｽﾞﾔ 共栄電工健美会     1時間57分17秒 (辰野町)
365 2260 倉島 秀夫  ｸﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｵ             1時間57分26秒 (上田市)
366 3191 飯田 淳一  ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ERC         1時間57分26秒 (神奈川県)
367 1116 矢澤 和虎  ﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ ﾁｰﾑ虎        1時間57分30秒 (諏訪市)
368 996 北原 俊   ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｼ 松本信用金庫      1時間57分34秒 (埼玉県)
369 2683 宮坂 泰彦  ﾐﾔｻｶ ﾔｽﾋｺ ﾁｰﾑ36       1時間57分34秒 (池田町)
370 1768 松岡 俊行  ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾕｷ どすこい        1時間57分57秒 (松本市)
371 3722 山口 隆典  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ ｵﾑﾛﾝ        1時間58分00秒 (愛知県)
372 1218 唐澤 久樹  ｶﾗｻﾜ ﾋｻｷ 高遠中RC       1時間58分02秒 (箕輪町)
373 3013 北沢 俊二  ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 心ひとつに       1時間58分02秒 (長野市)
374 2473 宮入 純一  ﾐﾔｲﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ おくすりﾎﾝﾎﾟ     1時間58分06秒 (松本市)
375 2334 伊東 直樹  ｲﾄｳ ﾅｵｷ             1時間58分08秒 (東京都)
376 3097 足立 正   ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ ｴﾑｱｲ友の会     1時間58分14秒 (千葉県)
377 1021 室原 博   ﾑﾛﾊﾗ ﾋﾛｼ 富士見高原病院     1時間58分15秒 (富士見町)
378 3721 林 義和   ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ ﾁｰﾑK        1時間58分17秒 (愛知県)
379 4299 百瀬 克彦  ﾓﾓｾ ｶﾂﾋｺ             1時間58分18秒 (辰野町)
380 1962 山本 龍浩  ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 1時間58分19秒 (兵庫県)
381 3617 林 聡    ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 小平IN諏訪湖ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1時間58分21秒 (埼玉県)
382 3178 高野 義男  ﾀｶﾉ ﾖｼｵ 高嶺走友会       1時間58分23秒 (長野市)
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383 1564 田村 浩   ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ Club-T      1時間58分30秒 (山梨県)
384 5235 宮尾 信輝  ﾐﾔｵ ﾉﾌﾞﾃﾙ             1時間58分31秒 (長野市)
385 780 原 浩美   ﾊﾗ ﾋﾛﾐ 森林労連長野      1時間58分35秒 (伊那市)
386 3344 宮嶋 邦治  ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾆﾊﾙ             1時間58分39秒 (東京都)
387 1214 梅澤 貞彰  ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾀﾞｱｷ             1時間58分44秒 (松本市)
388 3217 竹内 正志  ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼ             1時間58分46秒 (長野市)
389 3151 西澤 潔   ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾖｼ ★ののらら★      1時間58分50秒 (千曲市)
390 3259 西澤 奈緒樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ             1時間58分53秒 (川上村)
391 2816 金井 敬一  ｶﾅｲ ｹｲｲﾁ 脱☆貧脚友の会     1時間58分59秒 (飯島町)
392 4011 片桐 明   ｶﾀｷﾞﾘ ｱｷﾗ (有)明成ﾏｼﾝ    1時間58分59秒 (飯田市)
393 5716 牧野 隆司  ﾏｷﾉ ﾀｶｼ 飯田市         1時間58分59秒 (千曲市)
394 1528 須田 泰之  ｽﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 駒ヶ根RDC      1時間59分02秒 (駒ヶ根市)
395 2697 白石 正彦  ｼﾗｲｼ ﾏｻﾋｺ 松代道走会       1時間59分05秒 (長野市)
396 1996 小林 正孝  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ             1時間59分09秒 (富士見町)
397 2320 有賀 宏   ｱﾙｶﾞ ﾋﾛｼ   有賀ﾌｧﾐﾘｰ   1時間59分11秒 (南箕輪村)
398 6961 多和田 徹人 ﾀﾜﾀﾞ ﾃﾂﾋﾄ             1時間59分14秒 (岐阜県)
399 1016 三澤 秀夫  ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞｵ JA共済  駅伝部   1時間59分16秒 (安曇野市)
400 3313 山口 雄司  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ             1時間59分17秒 (愛知県)
401 2605 菅沼 昭男  ｽｶﾞﾇﾏ ｱｷｵ             1時間59分19秒 (神奈川県)
402 3912 山岸 禎一  ﾔﾏｷﾞｼ ﾃｲｲﾁ ARC         1時間59分19秒 (駒ヶ根市)
403 2151 柳 慎一   ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁ             1時間59分20秒 (東京都)
404 1160 梅垣 和彦  ｳﾒｶﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 株式会社ｺｰｴｷ    1時間59分21秒 (岡谷市)
405 1250 角田 哲也  ｶｸﾀ ﾃﾂﾔ ﾁｰﾑ3E       1時間59分27秒 (神奈川県)
406 3709 小林 健二  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ HIOKI       1時間59分29秒 (千曲市)
407 1521 平 昭司   ﾀｲﾗ ｼｮｳｼﾞ 大町駅伝部       1時間59分34秒 (長野市)
408 877 徳原 嗣久  ﾄｸﾊﾞﾗ ﾂｷﾞﾋｻ ﾁｰﾑとくばﾗﾝ    1時間59分40秒 (大町市)
409 3758 岡根谷 利一 ｵｶﾈﾔ ﾄｼｶｽﾞ とら          1時間59分46秒 (須坂市)
410 3771 小関 和彦  ｵｾﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ             1時間59分46秒 (東京都)
411 2754 川路 泰三  ｶﾜｼﾞ ﾀｲｿﾞｳ ﾁｰﾑ住材       1時間59分48秒 (東京都)
412 4254 出井 良弘  ｲﾃﾞｲ ﾖｼﾋﾛ             1時間59分49秒 (千葉県)
413 1948 荻上 隆   ｵｷﾞｳｴ ﾀｶｼ             1時間59分52秒 (塩尻市)
414 6521 萩原 章司  ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ             1時間59分53秒 (山梨県)
415 2979 河西 稔   ｶｻｲ ﾐﾉﾙ             1時間59分54秒 (下諏訪町)
416 7343 寺尾 佳樹  ﾃﾗｵ ﾖｼｷ 福高          2時間00分06秒 (東京都)
417 3330 池上 智   ｲｹｶﾞﾐ ｻﾄｼ             2時間00分08秒 (伊那市)
418 4165 小林 誠   ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ﾀﾇ吉饅頭       2時間00分16秒 (群馬県)
419 1848 笠原 和彦  ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ             2時間00分18秒 (岡谷市)
420 4100 伊佐山 隆  ｲｻﾔﾏ ﾀｶｼ             2時間00分18秒 (下諏訪町)
421 1819 佐藤 良人  ｻﾄｳ ﾖｼﾄ 共栄電工健美会     2時間00分27秒 (岡谷市)
422 2993 新村 隆   ﾆｲﾑﾗ ﾀｶｼ             2時間00分29秒 (東京都)
423 2650 樋口 幸人  ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾄ             2時間00分30秒 (諏訪市)
424 1909 小林 清一  ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ きたながのRC     2時間00分31秒 (長野市)
425 1164 両角 鉄男  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 富士見町商工会     2時間00分32秒 (原村)
426 4339 木下 浩   ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ ﾁｰﾑぐうでん     2時間00分33秒 (宮田村)
427 5713 小林 信敏  ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾄｼ 京ｾﾗ㈱        2時間00分41秒 (北海道)
428 3688 大宮 雅登  ｵｵﾐﾔ ﾏｻﾄ ﾁｰﾑつみれ      2時間00分48秒 (駒ヶ根市)
429 5609 笹本 秀一  ｻｻﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ             2時間00分51秒 (東京都)
430 2859 芦田 広美  ｱｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ HCﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間01分00秒 (神奈川県)
431 5160 相馬 元治  ｿｳﾏ ﾓﾄﾊﾙ 東洋精機工業      2時間01分03秒 (茅野市)
432 4936 西條 広悦  ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾛﾖｼ             2時間01分12秒 (長野市)
433 3986 よしだ はじめ ﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ             2時間01分15秒 (神奈川県)
434 4206 植松 耕三  ｳｴﾏﾂ ｺｳｿﾞｳ             2時間01分19秒 (山梨県)
435 2247 武井 逸夫  ﾀｹｲ ｲﾂｵ             2時間01分22秒 (岡谷市)
436 2357 中村 明博  ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ NAS港北       2時間01分24秒 (神奈川県)
437 3115 塩井 実   ｼｵｲ ﾐﾉﾙ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間01分28秒 (兵庫県)
438 4349 御子柴 文敏 ﾐｺｼﾊﾞ ﾌﾐﾄｼ ☆ｱｽﾞｰﾛｶｲﾛ☆   2時間01分33秒 (岡谷市)
439 3762 寺澤 政俊  ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾄｼ ｽｻﾉｵ        2時間01分41秒 (長野市)
440 3909 綱嶋 良一  ﾂﾅｼﾏ ﾘｮｳｲﾁ 西友          2時間01分43秒 (上田市)
441 2975 稲葉 宏   ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｼ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺｰｹﾝ 2時間01分50秒 (長野市)
442 5063 井澤 逸男  ｲｻﾞﾜ ｲﾂｵ 千栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間01分52秒 (飯田市)
443 4430 江間 龍彦  ｴﾏ ﾀﾂﾋｺ             2時間01分55秒 (東京都)
444 2137 加藤 正彦  ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ ﾐﾏｶ         2時間02分01秒 (東京都)
445 3568 大澤 康宏  ｵｵｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 太陽ｲﾝｷ製造     2時間02分06秒 (松本市)
446 3921 舩坂 昭文  ﾌﾅｻｶ ｱｷﾌﾐ             2時間02分06秒 (埼玉県)
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447 3941 木村 茂富  ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾐ ㈱ｻﾝﾃﾑ       2時間02分11秒 (諏訪市)
448 3630 武川 明広  ﾑｶﾜ ｱｷﾋﾛ 三樂          2時間02分13秒 (東京都)
449 3320 浜 高志   ﾊﾏ ﾀｶｼ             2時間02分19秒 (岡谷市)
450 4079 斉藤 政幸  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ             2時間02分26秒 (群馬県)
451 5180 河西 正訓  ｶｻｲ ﾏｻﾉﾘ             2時間02分27秒 (下諏訪町)
452 3047 小木曽 文彦 ｵｷﾞｿ ﾌﾐﾋｺ 走る父ちゃんの会@信州 2時間02分30秒 (駒ヶ根市)
453 1125 菅原 敏光  ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾐﾂ ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ      2時間02分37秒 (東京都)
454 4164 丸山 斉   ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ             2時間02分40秒 (長野市)
455 2852 加藤 孝夫  ｶﾄｳ ﾀｶｵ ﾁｰﾑちゃ塾      2時間02分52秒 (岡谷市)
456 2831 松澤 敦士  ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾂｼ             2時間02分54秒 (長野市)
457 3473 跡部 徹   ｱﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 穂高商業高校      2時間03分00秒 (安曇野市)
458 5506 三澤 雅芳  ﾐｻﾜ ﾏｻﾖｼ             2時間03分07秒 (伊那市)
459 4098 花岡 均   ﾊﾅｵｶ ﾋﾄｼ             2時間03分08秒 (東京都)
460 3990 花岡 進   ﾊﾅｵｶ ｽｽﾑ 諏訪共立病院      2時間03分09秒 (下諏訪町)
461 3713 山崎 康二  ﾔﾏｻｷ ﾔｽｼﾞ EPSON       2時間03分12秒 (茅野市)
462 649 高橋 寿彦  ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ             2時間03分13秒 (茅野市)
463 3132 天野 学   ｱﾏﾉ ﾏﾅﾌﾞ 高嶺走友会       2時間03分14秒 (塩尻市)
464 3329 佐野 和人  ｻﾉ ｶｽﾞﾋﾄ 心友会         2時間03分16秒 (山梨県)
465 1307 森本 正法  ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰ     2時間03分28秒 (東京都)
466 3760 山口 卓己  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ             2時間03分29秒 (埼玉県)
467 6237 有賀 貴志  ｱﾙｶﾞ ﾀｶｼ             2時間03分33秒 (富士見町)
468 1283 柴田 昌則  ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ IIDAWAVE    2時間03分40秒 (飯田市)
469 3221 山岸 俊之  ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ             2時間03分40秒 (長野市)
470 1267 山崎 雅男  ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ             2時間03分44秒 (小布施町)
471 2506 宮沢 正明  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ             2時間03分46秒 (岡谷市)
472 4152 山本 修一  ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ ﾘｺｰJ長野      2時間03分46秒 (上田市)
473 3668 大森 敦   ｵｵﾓﾘ ｱﾂｼ             2時間03分54秒 (富山県)
474 5681 林 勝    ﾊﾔｼ ﾏｻﾙ ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ    2時間04分01秒 (千葉県)
475 3028 藤森 公彦  ﾌｼﾞﾓﾘ ｷﾐﾋｺ 98会         2時間04分05秒 (諏訪市)
476 1952 小田切 清一 ｵﾀｷﾞﾘ ｾｲｲﾁ 中野市AC       2時間04分08秒 (中野市)
477 4264 百瀬 寛   ﾓﾓｾ ﾋﾛｼ             2時間04分11秒 (池田町)
478 4949 高山 明博  ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 松本市屋上RC     2時間04分14秒 (松本市)
479 1257 佐藤 英明  ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ﾁｰﾑ3E       2時間04分16秒 (神奈川県)
480 3965 濱野 紀幸  ﾊﾏﾉ ﾉﾘﾕｷ             2時間04分17秒 (松本市)
481 2592 小山 正文  ｺﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 長野県信用保証協会   2時間04分18秒 (麻績村)
482 3316 高田 美秋  ﾀｶﾀ ﾖｼｱｷ 太陽の子有志      2時間04分20秒 (神奈川県)
483 3169 前田 和哉  ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ﾘｽﾀｰﾄ       2時間04分22秒 (埼玉県)
484 4009 清水 慶久  ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｻ AVASYS      2時間04分24秒 (東御市)
485 5225 中村 孝夫  ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｵ ﾁｰﾑぴっかり     2時間04分24秒 (埼玉県)
486 7729 中澤 肇   ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ             2時間04分28秒 (千曲市)
487 3773 蔵野 正司  ｸﾗﾉ ﾏｻｼ 新山手病院       2時間04分30秒 (埼玉県)
488 4073 佐藤 寧   ｻﾄｳ ﾔｽｼ TTRC        2時間04分31秒 (東京都)
489 5996 谷口 仁   ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｼ             2時間04分31秒 (東京都)
490 3896 沖野 吉王  ｵｷﾉ ﾖｼｷﾐ             2時間04分34秒 (愛知県)
491 4216 清水 和宏  ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾁｰｽﾞとﾐﾙｸ     2時間04分35秒 (山梨県)
492 5189 川尻 徹夫  ｶﾜｼﾞﾘ ﾃﾂｵ ㈱ﾏﾙﾔｽ       2時間04分48秒 (岡谷市)
493 3133 小黒 進   ｺｸﾞﾛ ｽｽﾑ             2時間04分56秒 (大町市)
494 2761 角田 紀久夫 ﾂﾉﾀﾞ ｷｸｵ             2時間05分07秒 (大阪府)
495 612 清水 茂美  ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾐ 諏訪湖走友会      2時間05分08秒 (諏訪市)
496 4268 池田 泰   ｲｹﾀﾞ ﾔｽｼ             2時間05分09秒 (千葉県)
497 3830 橋本 秀昭  ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間05分11秒 (長野市)
498 2659 三輪 史郎  ﾐﾜ ｼﾛｳ             2時間05分12秒 (茨城県)
499 4171 佐渡 茂   ｻﾄﾞ ｼｹﾞﾙ             2時間05分12秒 (岡谷市)
500 4196 網谷 雄生  ｱﾐﾔ ﾕｳｷ             2時間05分15秒 (東京都)
501 3504 石田 健一  ｲｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 共栄電工健美会     2時間05分24秒 (岡谷市)
502 3958 柳沢 明宣  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾉﾘ わしや         2時間05分24秒 (長野市)
503 950 林 靖    ﾊﾔｼ ﾔｽｼ Hadeco      2時間05分27秒 (神奈川県)
504 3022 上條 一晃  ｶﾐｼﾞｮｳ ｶｽﾞｱｷ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 2時間05分27秒 (茅野市)
505 3292 丹羽 健二  ﾆﾜ ｹﾝｼﾞ             2時間05分32秒 (箕輪町)
506 4726 宮﨑 茂男  ﾐﾔｻﾞｷ ｼｹﾞｵ             2時間05分38秒 (長野市)
507 3233 金子 元幸  ｶﾈｺ ﾓﾄﾕｷ 宮下建設        2時間05分41秒 (伊那市)
508 5248 成田 昌広  ﾅﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野市民病院RC    2時間05分47秒 (長野市)
509 1958 西村 修二  ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ             2時間06分02秒 (東京都)
510 6259 柴原 一弘  ｼﾊﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東海地方ひとりﾏﾗｿﾝ部 2時間06分14秒 (愛知県)
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511 3265 梅本 庄治  ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ             2時間06分19秒 (長野市)
512 1344 佐藤 出   ｻﾄｳ ｲｽﾞﾙ             2時間06分32秒 (茅野市)
513 3408 古川 淳   ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝ ﾁｰﾑKan's    2時間06分37秒 (京都府)
514 4247 小平 茂雄  ｺﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞｵ             2時間06分49秒 (山梨県)
515 3733 原山 一哉  ﾊﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ             2時間06分54秒 (山梨県)
516 2443 藤森 知雄  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓｵ             2時間06分55秒 (諏訪市)
517 893 今村 俊一  ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 今村耳鼻科       2時間07分00秒 (山梨県)
518 2175 蔵地 徳彦  ｸﾗﾁ ﾉﾘﾋｺ 共栄電工健美会     2時間07分04秒 (岡谷市)
519 4365 三浦 信彦  ﾐｳﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ             2時間07分08秒 (愛知県)
520 5390 大橋 誠   ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ             2時間07分08秒 (愛知県)
521 3084 山本 浩之  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 昭和建物        2時間07分10秒 (中野市)
522 1414 中島 清人  ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾄ ﾊﾞｲｴﾙ        2時間07分37秒 (松本市)
523 3867 宮澤 聡志  ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾄｼ             2時間07分48秒 (辰野町)
524 5844 山寺 博幸  ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ             2時間08分00秒 (長野市)
525 238 藤田 由紀男 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｵ             2時間08分19秒 (新潟県)
526 2324 田中 耕太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ ﾁｰﾑ3E       2時間08分20秒 (神奈川県)
527 3485 諸星 昇   ﾓﾛﾎｼ ﾉﾎﾞﾙ             2時間08分20秒 (神奈川県)
528 3520 濱田 史朗  ﾊﾏﾀﾞ ｼﾛｳ             2時間08分24秒 (岡山県)
529 3926 片田 哲利  ｶﾀﾀﾞ ﾀｶﾄｼ             2時間08分29秒 (静岡県)
530 2604 金子 明弘  ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ すわっこAC      2時間08分33秒 (下諏訪町)
531 5645 大久保 純男 ｵｵｸﾎﾞ ｽﾐｵ 下諏訪向陽高校職員   2時間08分34秒 (茅野市)
532 5427 大久保 雅章 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｱｷ             2時間08分36秒 (神奈川県)
533 2026 村上 泰隆  ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾀｶ ★常磐町★       2時間08分39秒 (上田市)
534 3726 城田 かつひろ ｼﾛﾀ ｶﾂﾋﾛ ｷﾔﾉﾝRC      2時間08分48秒 (神奈川県)
535 4802 小原 悟   ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ             2時間08分48秒 (長野市)
536 3662 瀬戸 弘敏  ｾﾄ ﾋﾛﾄｼ             2時間09分03秒 (諏訪市)
537 3481 中村 正嘉  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾖｼ             2時間09分07秒 (千曲市)
538 2747 野口 博行  ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ             2時間09分10秒 (東京都)
539 3670 両角 正春  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾊﾙ IOC:ｲｽﾞﾐﾉｱｳﾄﾄﾞ 2時間09分14秒 (茅野市)
540 3015 山崎 悟郎  ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾞﾛｳ             2時間09分18秒 (飯田市)
541 4203 鴬巣 宏臣  ｳｸﾞｲｽ ﾋﾛｵﾐ ﾛｰｷｭｰｼﾞｰ     2時間09分18秒 (泰阜村)
542 5323 落合 雄介  ｵﾁｱｲ ﾕｳｽｹ             2時間09分19秒 (東京都)
543 652 小林 高志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ             2時間09分23秒 (岡谷市)
544 4426 森田 寿樹  ﾓﾘﾀ ﾄｼｷ             2時間09分30秒 (東京都)
545 4908 山田 義明  ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ             2時間09分34秒 (新潟県)
546 3869 芦部 邦晴  ｱｼﾍﾞ ｸﾆﾊﾙ JA上伊那       2時間09分35秒 (飯島町)
547 3272 青木 伸夫  ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ 鳥居坂競走部'     2時間09分41秒 (神奈川県)
548 3812 藤森 哲司  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾃﾂｼﾞ             2時間09分43秒 (茅野市)
549 4214 山本 修身  ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾐ             2時間09分58秒 (静岡県)
550 4866 細川 浩   ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ             2時間09分59秒 (富士見町)
551 166 上原 弘行  ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ             2時間10分06秒 (神奈川県)
552 3296 北村 茂利  ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾄｼ 朝日村         2時間10分06秒 (朝日村)
553 5673 大坪 秀行  ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ             2時間10分24秒 (東京都)
554 5012 大澤 修   ｵｵｻﾜ ｵｻﾑ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間10分25秒 (松川町)
555 5310 内貴 保久  ﾅｲｷ ﾔｽﾋｻ             2時間10分35秒 (諏訪市)
556 3114 南部 真也  ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝﾔ SAIKO       2時間10分37秒 (東京都)
557 1427 小林 光男  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ くらぶ鬼島       2時間10分39秒 (飯山市)
558 7050 大久保 旭  ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾗ             2時間10分42秒 (松本市)
559 4337 竹澤 隆幸  ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ             2時間10分53秒 (伊那市)
560 3197 花岡 勇   ﾊﾅｵｶ ｲｻﾑ 倉田病院        2時間10分57秒 (松本市)
561 2321 西澤 隆   ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ             2時間11分03秒 (岡谷市)
562 5617 中島 敏彦  ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ             2時間11分04秒 (諏訪市)
563 4725 守屋 政春  ﾓﾘﾔ ﾏｻﾊﾙ 岡谷酸素株式会社    2時間11分08秒 (茅野市)
564 6002 榎本 充宏  ｴﾉﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 福高50s       2時間11分19秒 (東京都)
565 6553 輿 幸明   ｺｼ ﾖｼｱｷ             2時間11分29秒 (松本市)
566 5875 西川 功   ﾆｼｶﾜ ｲｻｵ             2時間11分37秒 (東京都)
567 3718 小高 雅昭  ｺﾀﾞｶ ﾏｻｱｷ SWAC横浜      2時間11分57秒 (神奈川県)
568 3865 小泉 公夫  ｺｲｽﾞﾐ ｷﾐｵ 湖北自動車       2時間12分00秒 (諏訪市)
569 3590 髙木 賢一  ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ ﾋﾟｽｺ         2時間12分03秒 (岡谷市)
570 878 和泉 秀樹  ｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ             2時間12分06秒 (長野市)
571 4391 水谷 高弘  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ LBC         2時間12分13秒 (愛知県)
572 3995 波間 正裕  ﾊﾏ ﾏｻﾋﾛ             2時間12分16秒 (茅野市)
573 4205 北原 進   ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾑ             2時間12分18秒 (松本市)
574 2111 北島 寛之  ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ★☆★☆ﾁｰﾑﾘﾊﾋﾞﾘ 2時間12分23秒 (岡谷市)
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575 6156 籾井 達夫  ﾓﾐｲ ﾀﾂｵ 福高50's      2時間12分23秒 (東京都)
576 4240 深見 晴彦  ﾌｶﾐ ﾊﾙﾋｺ 天狗          2時間12分41秒 (中野市)
577 3185 新井 義雄  ｱﾗｲ ﾖｼｵ             2時間12分53秒 (塩尻市)
578 4031 川添 仁朗  ｶﾜｿﾞｴ ﾋｻｵ 旭硝子         2時間12分54秒 (塩尻市)
579 5245 佐藤 真吾  ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ             2時間12分54秒 (長野市)
580 2239 折山 文之  ｵﾘﾔﾏ ﾌﾐﾕｷ             2時間12分58秒 (松本市)
581 4105 森田 邦雄  ﾓﾘﾀ ｸﾆｵ             2時間12分59秒 (木曽町)
582 3105 阿部 久男  ｱﾍﾞ ﾋｻｵ ﾐﾖﾀAC       2時間13分00秒 (御代田町)
583 4338 小山 信温  ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱﾂ             2時間13分04秒 (東京都)
584 5270 渡辺 薫   ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾙ             2時間13分04秒 (東京都)
585 5833 岡部 顕一  ｵｶﾍﾞ ｹﾝｲﾁ             2時間13分08秒 (静岡県)
586 6111 増澤 忠利  ﾏｽｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾄｼ ﾁｰﾑSBY      2時間13分09秒 (長野市)
587 3852 中澤 君範  ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ さくら         2時間13分14秒 (松本市)
588 3998 近藤 仁   ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ             2時間13分14秒 (千曲市)
589 3744 丸山 晃生  ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ             2時間13分20秒 (安曇野市)
590 4582 近藤 幹雄  ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｷｵ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間13分21秒 (岡谷市)
591 5233 小熊 浩   ｵｸﾞﾏ ﾋﾛｼ てぃｰだﾗﾝﾅｰｽﾞ   2時間13分25秒 (東京都)
592 178 藤森 章夫  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷｵ EPSON       2時間13分30秒 (諏訪市)
593 3459 青木 政範  ｱｵｷ ﾏｻﾉﾘ             2時間13分31秒 (松本市)
594 4331 中村 卓也  ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 黒部ｻﾌﾞｽﾘｰ     2時間13分33秒 (富山県)
595 4170 宮阪 圭哉  ﾐﾔｻｶ ｹｲﾔ             2時間13分43秒 (諏訪市)
596 3695 下田 保志  ｼﾓﾀ ﾔｽｼ             2時間13分53秒 (山ノ内町)
597 3510 宮坂 俊郎  ﾐﾔｻｶ ﾄｼﾛｳ 諏訪信用金庫      2時間13分56秒 (諏訪市)
598 4097 矢田 哲也  ﾔﾀ ﾃﾂﾔ 日特建設        2時間14分00秒 (埼玉県)
599 4860 橋本 茂次  ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾂｸﾞ             2時間14分05秒 (愛知県)
600 7312 中村 一郎  ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ ｾﾙﾎﾞ         2時間14分06秒 (岐阜県)
601 3694 振田 仁   ﾌｯﾀ ﾋﾄｼ             2時間14分08秒 (大桑村)
602 1765 平野 秀一  ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間14分10秒 (東京都)
603 3508 藤森 昌雄  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻｵ 諏訪市役所陸上部    2時間14分27秒 (諏訪市)
604 5767 赤羽 利彦  ｱｶﾊﾈ ﾄｼﾋｺ 天竜川RUN歩     2時間14分29秒 (南箕輪村)
605 5818 立川 昌秋  ﾀﾁｶﾜ ﾏｻｱｷ CJﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間14分30秒 (神奈川県)
606 6903 亘 浩幸   ﾜﾀﾘ ﾋﾛﾕｷ             2時間14分35秒 (長野市)
607 4185 鈴木 英夫  ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 諏訪警察署       2時間14分41秒 (諏訪市)
608 6406 加藤 秀規  ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｷ あよたや        2時間14分41秒 (愛知県)
609 2402 長田 喜秀  ｵｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ             2時間14分42秒 (岡谷市)
610 3682 小川 達也  ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ Nidec  SANKY 2時間14分42秒 (山梨県)
611 4221 河西 辰雄  ｶｻｲ ﾀﾂｵ ﾆﾚｺ         2時間14分52秒 (東京都)
612 6054 野澤 大司  ﾉｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼ             2時間15分02秒 (辰野町)
613 4401 古屋 真一  ﾌﾙﾔ ｼﾝｲﾁ ﾐﾂﾜ         2時間15分07秒 (富士見町)
614 2536 中村 雅彦  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 松本市立病院      2時間15分15秒 (松本市)
615 856 笠原 一敏  ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾄｼ ★税理士法人三澤会計RC 2時間15分20秒 (諏訪市)
616 4984 波田野 明弘 ﾊﾀﾉ ｱｷﾋﾛ             2時間15分21秒 (愛知県)
617 4708 石倉 秀二  ｲｼｸﾗ ﾋﾃﾞｼﾞ             2時間15分31秒 (埼玉県)
618 2079 荒木 和弘  ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ             2時間15分37秒 (愛知県)
619 3851 宮城 敏幸  ﾐﾔｷﾞ ﾄｼﾕｷ はりｷｯｽﾞ       2時間15分37秒 (千曲市)
620 2082 江口 哲也  ｴｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ Aｰ1笹塚       2時間15分43秒 (東京都)
621 3134 太田 和彦  ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋｺ 長野ろうきん      2時間15分46秒 (長野市)
622 4890 山根 健二  ﾔﾏﾈ ｹﾝｼﾞ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間15分49秒 (神奈川県)
623 7554 古瀬 昌司  ﾌﾙｾ ｼｮｳｼﾞ KOP走好会      2時間15分50秒 (東京都)
624 4488 小林 増男  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｽｵ 長野信用金庫      2時間15分54秒 (長野市)
625 2606 植木 訓   ｳｴｷ ｻﾄｼ 九段711       2時間15分55秒 (新潟県)
626 4373 田中 光   ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ             2時間16分25秒 (諏訪市)
627 3074 宮原 武司  ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 竜王走ろう会      2時間16分30秒 (山梨県)
628 2483 村越 彰   ﾑﾗｺｼ ｱｷﾗ ﾘｽﾀｰﾄ       2時間16分31秒 (東京都)
629 3043 加納 剛之  ｶﾉｳ ﾀｹﾕｷ 八十二銀行       2時間16分32秒 (長野市)
630 7351 宮坂 邦廣  ﾐﾔｻｶ ｸﾆﾋﾛ             2時間16分34秒 (下諏訪町)
631 3213 野原 直樹  ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ             2時間16分50秒 (東京都)
632 2475 矢澤 博司  ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ             2時間17分00秒 (諏訪市)
633 7108 北林 浩光  ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ             2時間17分03秒 (伊那市)
634 3837 林 幸一郎  ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁﾛｳ             2時間17分07秒 (東京都)
635 3032 齊藤 久雄  ｻｲﾄｳ ﾋｻｵ             2時間17分14秒 (箕輪町)
636 1749 吉岡 和男  ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｵ             2時間17分24秒 (飯綱町)
637 4428 後藤 忠   ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ             2時間17分26秒 (東京都)
638 6096 飯島 康晴  ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ ﾛｰﾝ保証       2時間17分29秒 (神奈川県)
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639 2867 平野 茂   ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾙ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間17分32秒 (富士見町)
640 7011 五味 優   ｺﾞﾐ ﾕﾀｶ 有限会社ﾐｻﾔﾏ    2時間17分40秒 (富士見町)
641 5381 宮澤 人至  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄｼ ﾁｰﾑ唐変木      2時間17分42秒 (上田市)
642 3720 片山 勝伸  ｶﾀﾔﾏ ｶﾂﾉﾌﾞ TTRC        2時間17分53秒 (東京都)
643 4878 清沢 弘幸  ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾕｷ             2時間17分55秒 (朝日村)
644 5940 米村 明利  ﾖﾈﾑﾗ ｱｷﾄｼ             2時間18分05秒 (駒ヶ根市)
645 2976 伊藤 祐臣  ｲﾄｳ ﾋﾛﾄﾐ             2時間18分09秒 (岡谷市)
646 5102 藤澤 幸雄  ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷｵ 文化学園長野RC    2時間18分12秒 (長野市)
647 6610 上畑 勝彦  ｳｴﾊﾀ ｶﾂﾋｺ             2時間18分21秒 (原村)
648 2771 兼子 正男  ｶﾈｺ ﾏｻｵ             2時間18分23秒 (茅野市)
649 5612 二木 栄次  ﾌﾀﾂｷﾞ ｴｲｼﾞ             2時間18分24秒 (伊那市)
650 4301 甲斐 雅規  ｶｲ ﾏｻﾉﾘ             2時間18分29秒 (東京都)
651 2423 影山 秀夫  ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ             2時間18分34秒 (埼玉県)
652 3883 鈴木 健悟  ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 清水走快汗ｸﾗﾌﾞ    2時間18分35秒 (静岡県)
653 5229 小林 裕行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ TRC         2時間18分37秒 (飯田市)
654 6251 高木 富士夫 ﾀｶｷﾞ ﾌｼﾞｵ 日立AMS       2時間18分38秒 (神奈川県)
655 3318 笹岡 喬   ｻｻｵｶ ﾀｶｼ 長野県信用組合     2時間18分39秒 (箕輪町)
656 5706 奥嶋 基敦  ｵｸｼﾏ ﾓﾄｱﾂ             2時間18分41秒 (箕輪町)
657 6235 久林 英夫  ﾋｻﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ ひょうたんず      2時間18分42秒 (愛知県)
658 3761 佐藤 忠明  ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ             2時間18分49秒 (長野市)
659 5816 松井 隆   ﾏﾂｲ ﾀｶｼ             2時間18分50秒 (長野市)
660 4293 西村 浩   ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ             2時間18分53秒 (東京都)
661 4281 坂田 洋輔  ｻｶﾀ ﾖｳｽｹ 五光社         2時間19分03秒 (東京都)
662 6947 浅野 守吉  ｱｻﾉ ｽﾖｼ             2時間19分08秒 (岡谷市)
663 841 関口 豊   ｾｷｸﾞﾁ ﾕﾀｶ ☆駝鳥倶楽部☆     2時間19分09秒 (東京都)
664 4835 山本 喜章  ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ             2時間19分09秒 (松川村)
665 5283 熊野 聡   ｸﾏﾉ ｻﾄｼ             2時間19分09秒 (長野市)
666 2814 高島 浩   ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｼ             2時間19分12秒 (東京都)
667 2080 青木 雅志  ｱｵｷ ﾏｻｼ             2時間19分14秒 (神奈川県)
668 6312 小塲 利長  ｺﾊﾞ ﾄｼﾅｶﾞ 多摩ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  2時間19分16秒 (東京都)
669 2099 木村 圭一  ｷﾑﾗ ｹｲｲﾁ             2時間19分24秒 (愛知県)
670 7187 早川 克彦  ﾊﾔｶﾜ ｶﾂﾋｺ なかよしｸﾗﾌﾞ     2時間19分24秒 (神奈川県)
671 2212 平出 信次  ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾝｼﾞ 茅野市役所RC     2時間19分29秒 (岡谷市)
672 7293 滝澤 友二  ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ KCP         2時間19分29秒 (原村)
673 4956 橋本 俊彦  ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋｺ ﾌﾞﾘｶﾏRC      2時間19分35秒 (埼玉県)
674 6064 古川 昌志  ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｼ             2時間19分37秒 (南箕輪村)
675 3827 北原 裕次  ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ             2時間19分42秒 (千葉県)
676 3699 仲村 雅巳  ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ甲府   2時間19分54秒 (山梨県)
677 2632 青木 正   ｱｵｷ ﾀﾀﾞｼ             2時間19分58秒 (松本市)
678 6083 小林 次男  ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｷﾞｵ ｶﾅｴ         2時間20分07秒 (長野市)
679 2056 松本 隆幸  ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ほぐゆるRC      2時間20分11秒 (長野市)
680 3775 大西 覚   ｵｵﾆｼ ｻﾄﾙ             2時間20分18秒 (愛知県)
681 4452 須田 賢二  ｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 長野信用金庫      2時間20分30秒 (長野市)
682 1046 宮坂 健二  ﾐﾔｻｶ ｹﾝｼﾞ ｴｽｲｰｴﾑ      2時間20分34秒 (諏訪市)
683 4716 岩崎 岳   ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ TEAM  YAMANI 2時間20分59秒 (下諏訪町)
684 4781 宮阪 直央  ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾋﾛ             2時間21分01秒 (諏訪市)
685 6097 横田 英史  ﾖｺﾀ ｴｲｼﾞ 日経BPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 2時間21分08秒 (神奈川県)
686 4137 宮坂 重寿  ﾐﾔｻｶ ｼｹﾞﾋｻ             2時間21分11秒 (新潟県)
687 6092 春日 裕司  ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞ             2時間21分12秒 (伊那市)
688 3849 丸山 誉之  ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ             2時間21分17秒 (上田市)
689 7640 小松 勝彦  ｺﾏﾂ ｶﾂﾋｺ SKF         2時間21分30秒 (上田市)
690 3719 小林 正明  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ ﾆﾚｺ         2時間21分38秒 (東京都)
691 5037 藤井 義久  ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋｻ ｵﾑﾛﾝ        2時間21分53秒 (神奈川県)
692 5008 山岸 久武  ﾔﾏｷﾞｼ ﾋｻﾀｹ             2時間22分08秒 (須坂市)
693 4902 吉松 弥三吉 ﾖｼﾏﾂ ﾔｿｷﾁ YKK         2時間22分10秒 (富山県)
694 6698 田中 茂   ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ S･E･M(TES)  2時間22分13秒 (茅野市)
695 5687 屋代 敦也  ﾔｼﾛ ｱﾂﾔ             2時間22分15秒 (東京都)
696 857 小泉 一男  ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｵ 諏訪市役所陸上部    2時間22分26秒 (諏訪市)
697 5124 土井 良之  ﾄﾞｲ ﾖｼﾕｷ             2時間22分30秒 (神奈川県)
698 5683 樋口 哲郎  ﾋｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ             2時間22分38秒 (神奈川県)
699 7488 南澤 健治  ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ      2時間22分52秒 (長野市)
700 3776 宮島 武志  ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ             2時間22分55秒 (東京都)
701 7567 宮下 通弘  ﾐﾔｼﾀ ﾐﾁﾋﾛ             2時間23分03秒 (長野市)
702 5494 塚原 賢一  ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ             2時間23分07秒 (奈良県)
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703 6310 吉澤 要祐  ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ             2時間23分08秒 (宮田村)
704 3354 湯田坂 福治 ﾕﾀﾞｻｶ ﾌｸﾊﾙ             2時間23分13秒 (茅野市)
705 5582 伊藤 哲   ｲﾄｳ ﾃﾂ ﾁｰﾑ住材       2時間23分19秒 (諏訪市)
706 5959 川妻 達則  ｶﾜﾂﾞﾏ ﾀﾂﾉﾘ             2時間23分50秒 (埼玉県)
707 6022 宮尾 宗太郎 ﾐﾔｵ ｿｳﾀﾛｳ             2時間23分57秒 (千曲市)
708 4475 田中 輝明  ﾀﾅｶ ﾃﾙｱｷ 諏訪信用金庫      2時間23分58秒 (下諏訪町)
709 5699 高村 薫   ﾀｶﾑﾗ ｶｵﾙ 株式会社IHI     2時間23分58秒 (東京都)
710 6550 林 宏    ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ             2時間24分02秒 (東京都)
711 5892 朴 成圭   ﾊﾟｸ ｿﾝｷｭ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間24分05秒 (岡谷市)
712 5808 森泉 祐輔  ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 小金井走友会      2時間24分06秒 (東京都)
713 3848 竹内 秀樹  ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ             2時間24分08秒 (東御市)
714 1345 木下 隆之  ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾕｷ             2時間24分15秒 (下諏訪町)
715 6541 矢田 明   ﾔﾀﾞ ｱｷﾗ ﾜｲﾝ         2時間24分18秒 (神奈川県)
716 5334 冨吉 修   ﾄﾐﾖｼ ｵｻﾑ             2時間24分22秒 (東京都)
717 1843 原 良元   ﾊﾗ ﾖｼﾓﾄ nittohBatam 2時間24分28秒 (茅野市)
718 3030 大澤 浩司  ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ             2時間24分31秒 (原村)
719 3218 宮澤 富男  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾐｵ             2時間24分33秒 (茅野市)
720 5941 藤澤 和幸  ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ             2時間24分33秒 (長野市)
721 1415 山口 浩一  ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ             2時間24分34秒 (愛知県)
722 6567 岩垂 廣樹  ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾛｷ             2時間24分50秒 (佐久市)
723 6602 浜 謙一   ﾊﾏ ｹﾝｲﾁ             2時間24分58秒 (岡谷市)
724 5176 塚田 善夫  ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｵ ｼﾅﾉｹﾝｼ      2時間25分04秒 (東御市)
725 6153 加藤 敏明  ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ 大林組         2時間25分07秒 (埼玉県)
726 3968 志村 彰敏  ｼﾑﾗ ｱｷﾄｼ             2時間25分11秒 (東京都)
727 2438 上野 雅芳  ｳｴﾉ ﾏｻﾖｼ             2時間25分23秒 (安曇野市)
728 3457 松崎 正次  ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾂｸﾞ pumarc      2時間25分29秒 (埼玉県)
729 5254 飯ヶ浜 安司 ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾔｽｼﾞ 高嶺走友会       2時間25分31秒 (飯田市)
730 2853 小川 多々雄 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 綿半RC        2時間25分36秒 (茅野市)
731 4286 小林 輝親  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙﾁｶ             2時間25分36秒 (長野市)
732 6613 松澤 芳治  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ ｲｰｽﾀﾝ       2時間25分55秒 (岡谷市)
733 5171 宮本 敏明  ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｱｷ ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ    2時間26分03秒 (長野市)
734 3714 笹 広男   ｻｻ ﾋﾛｵ             2時間26分40秒 (長野市)
735 6154 井口 雅文  ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ             2時間26分56秒 (諏訪市)
736 4865 中山 陵二  ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ             2時間27分00秒 (下諏訪町)
737 5092 飯田 秀平  ｲｲﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ RUNJOY      2時間27分04秒 (伊那市)
738 6061 金子 晃   ｶﾈｺ ｱｷﾗ 長谷工ﾗﾝﾅ-ｽﾞ    2時間27分09秒 (神奈川県)
739 3222 渡辺 隆雄  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ       2時間27分16秒 (松本市)
740 2439 荒木 和彦  ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋｺ ｱｯﾌﾟﾙﾛｰﾄﾞ     2時間27分20秒 (飯田市)
741 3507 本多 透   ﾎﾝﾀﾞ ﾄｵﾙ ﾁｰﾑKR       2時間27分24秒 (神奈川県)
742 3129 山口 浩司  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ             2時間27分25秒 (長野市)
743 3160 榎本 修   ｴﾉﾓﾄ ｵｻﾑ 長谷工         2時間27分31秒 (埼玉県)
744 4027 前出 禎造  ﾏｴﾃﾞ ﾃｲｿﾞｳ             2時間27分40秒 (東京都)
745 452 矢島 伊千久 ﾔｼﾞﾏ ｲﾁﾋｻ HAPPY RC    2時間27分47秒 (辰野町)
746 5532 高木 信正  ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ ﾁｰﾑ千ﾍﾞﾛ      2時間27分51秒 (東京都)
747 6580 森 秀雄   ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ 島人会         2時間27分51秒 (伊那市)
748 5432 菅野 文雄  ｶﾝﾉ ﾌﾐｵ             2時間28分03秒 (東京都)
749 4556 松尾 勲   ﾏﾂｵ ｲｻｵ 共栄電工健美会     2時間28分18秒 (新潟県)
750 6069 八木 充   ﾔｷﾞ ﾐﾂﾙ             2時間28分19秒 (東京都)
751 5847 小口 雄二  ｵｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 関東          2時間28分24秒 (神奈川県)
752 1120 鵜澤 明夫  ｳｻﾞﾜ ｱｷｵ ﾁｰﾑ  ｸﾞﾛﾘｱ   2時間28分25秒 (茅野市)
753 7453 若林 郁生  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ             2時間28分25秒 (諏訪市)
754 5292 白石 義実  ｼﾗｲｼ ﾖｼﾐ             2時間28分28秒 (中野市)
755 5373 佐々木 文夫 ｻｻｷ ﾌﾐｵ             2時間28分29秒 (愛知県)
756 4003 樋口 吉弘  ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ             2時間28分35秒 (富士見町)
757 4763 宮坂 富男  ﾐﾔｻｶ ﾄﾐｵ 湯小路亀遊会  営業ﾌﾞ 2時間28分36秒 (諏訪市)
758 805 牛山 量博  ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間28分40秒 (茅野市)
759 5836 桑原 正   ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞｼ ちｰむ ﾌｧ~･    2時間28分52秒 (岡谷市)
760 4630 成瀬 一実  ﾅﾙｾ ｶｽﾞﾐ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間28分58秒 (岡谷市)
761 4920 両角 徹生  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾃｯｾｲ             2時間29分09秒 (茅野市)
762 5437 桐生 徹   ｷﾘｭｳ ﾄｵﾙ             2時間29分10秒 (飯田市)
763 2905 最賀 一久  ｻｲｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ 共栄電工㈱  健美会  2時間29分11秒 (新潟県)
764 2719 宮坂 利之  ﾐﾔｻｶ ﾄｼﾕｷ DME         2時間29分16秒 (神奈川県)
765 4929 佐野 順一  ｻﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾁｰﾑおしりかじり虫  2時間29分28秒 (山梨県)
766 5246 佐藤 和美  ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 大沢電機        2時間29分36秒 (長野市)
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767 6276 石島 憲彦  ｲｼｼﾞﾏ ﾉﾘﾋｺ ☆HATRIC     2時間29分46秒 (東京都)
768 4353 西巻 智   ﾆｼﾏｷ ｻﾄｼ 三芳屋         2時間30分04秒 (東京都)
769 4404 綱島 俊幸  ﾂﾅｼﾏ ﾄｼﾕｷ 麻布新陸上部51    2時間30分06秒 (東京都)
770 6937 大石 季由  ｵｵｲｼ ｷﾖｼ             2時間30分21秒 (静岡県)
771 5976 半田 光吉  ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ             2時間30分26秒 (須坂市)
772 5262 島田 勝彦  ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ ﾁｰﾑ ゆとり     2時間30分32秒 (長野市)
773 2076 平戸 喜一郎 ﾋﾗﾄ ｷｲﾁﾛｳ ﾁｰﾑはしかみ     2時間30分44秒 (千葉県)
774 7052 正岡 義也  ﾏｻｵｶ ﾖｼﾔ NAS茅ヶ崎      2時間31分00秒 (神奈川県)
775 6288 平松 鉄夫  ﾋﾗﾏﾂ ﾃﾂｵ ｱﾝﾊﾞｰ        2時間31分16秒 (茅野市)
776 7703 湯澤 匡彦  ﾕｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 早太郎伝説       2時間31分16秒 (飯田市)
777 3677 伊藤 真之  ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 商工ｻｰﾋﾞｽ      2時間31分24秒 (東京都)
778 4195 浜 活秀   ﾊﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ             2時間31分24秒 (岡谷市)
779 5358 新山 司   ﾆｲﾔﾏ ﾂｶｻ             2時間31分32秒 (東京都)
780 3671 米山 善明  ﾖﾈﾔﾏ ﾖｼｱｷ 興和工業㈱ﾏﾗｿﾝ同好会 2時間31分33秒 (下諏訪町)
781 5192 千村 浩   ﾁﾑﾗ ﾋﾛｼ             2時間31分41秒 (埼玉県)
782 2862 藤森 和孝  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾀｶ 岡谷やまびこ走友会   2時間31分50秒 (岡谷市)
783 5230 木戸岡 定利 ｷﾄﾞｵｶ ｻﾀﾞﾄｼ             2時間31分52秒 (松本市)
784 4914 大島 雄二  ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ             2時間31分56秒 (長野市)
785 2554 北村 良明  ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ ☆★☆★☆       2時間32分07秒 (須坂市)
786 7754 石原 八州司 ｲｼﾊﾗ ﾔｽｼ 須坂市         2時間32分09秒 (須坂市)
787 1118 坂本 清隆  ｻｶﾓﾄ ｷﾖﾀｶ ﾁｰﾑ  ｸﾞﾛﾘｱ   2時間32分14秒 (茅野市)
788 4228 千賀 研治  ﾁｶﾞ ｹﾝｼﾞ             2時間32分15秒 (松本市)
789 2299 笹木 広一  ｻｻｷ ｺｳｲﾁ             2時間32分22秒 (長野市)
790 4859 秋元 豊   ｱｷﾓﾄ ﾕﾀｶ 早太郎伝説       2時間32分42秒 (飯田市)
791 2335 石橋 八郎  ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾁﾛｳ             2時間32分52秒 (愛知県)
792 5755 伊集院 正行 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾏｻﾕｷ             2時間33分03秒 (東京都)
793 6334 指田 茂夫  ｻｼﾀﾞ ｼｹﾞｵ             2時間33分03秒 (東京都)
794 6055 丸山 弘志  ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ             2時間33分04秒 (安曇野市)
795 3624 小林 正興  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵｷ             2時間33分06秒 (佐久市)
796 5212 小林 義美  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐ             2時間33分08秒 (飯島町)
797 5848 李 岳久   ﾘ ﾀｶﾋｻ 高麗大学校OB     2時間33分17秒 (諏訪市)
798 1862 古屋 亮   ﾌﾙﾔ ﾘｮｳ JIHO        2時間33分18秒 (神奈川県)
799 1363 山本 浩太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ｵﾊﾟﾚｯｸｽ      2時間33分40秒 (愛知県)
800 4481 河西 秀樹  ｶｻｲ ﾋﾃﾞｷ 諏訪市役所陸上部    2時間33分43秒 (諏訪市)
801 6967 五木田 敬次 ｺﾞｷﾀ ｹｲｼﾞ             2時間33分57秒 (千葉県)
802 6321 オオタニ ミツ ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾏｻ             2時間34分00秒 (松本市)
803 6604 西川原 賢治 ﾆｼｶﾜﾗ ｹﾝｼﾞ ﾃｨｰ･ｴﾙ･ｼｰ   2時間34分13秒 (愛知県)
804 4741 大坂 龍司  ｵｵｻｶ ﾘｭｳｼﾞ 農中ﾗﾝﾆﾝｸﾞ愛好会  2時間34分14秒 (東京都)
805 6717 三澤 博英  ﾐｻﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ             2時間34分22秒 (諏訪市)
806 5500 宮本 洋一  ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｲﾁ             2時間34分26秒 (塩尻市)
807 4393 市川 亮   ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ             2時間34分33秒 (宮城県)
808 6168 北澤 哲   ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ             2時間34分43秒 (長野市)
809 4383 志賀 敏彦  ｼｶﾞ ﾄｼﾋｺ 茅野市役所RC     2時間34分47秒 (茅野市)
810 6933 伊藤 慎一  ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ             2時間34分59秒 (松本市)
811 5994 伊藤 武   ｲﾄｳ ﾀｹｼ             2時間35分07秒 (箕輪町)
812 6853 仲尾 徳男  ﾅｶｵ ﾉﾘｵ ﾎﾃﾙ紅や       2時間35分08秒 (諏訪市)
813 4868 畠中 宏和  ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 飯田信用金庫      2時間35分13秒 (飯田市)
814 2077 浜浦 清美  ﾊﾏｳﾗ ｷﾖﾐ ﾁｰﾑはしかみ     2時間35分24秒 (神奈川県)
815 5664 小谷 良平  ｺﾀﾆ ﾘｮｳﾍｲ そごう         2時間35分28秒 (神奈川県)
816 7241 若林 宏正  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 下野市役所       2時間35分32秒 (栃木県)
817 4410 東福寺 守  ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾏﾓﾙ             2時間36分12秒 (長野市)
818 3953 内山 純一  ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間36分17秒 (埼玉県)
819 1450 細川 純夫  ﾎｿｶﾜ ｽﾐｵ             2時間36分20秒 (諏訪市)
820 3066 松川 義和  ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ             2時間36分29秒 (茅野市)
821 7710 白岩 源史  ｼﾗｲﾜ ﾓﾄﾌﾐ             2時間36分38秒 (塩尻市)
822 2486 川端 竜也  ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ             2時間36分43秒 (松本市)
823 7147 吉井 勝行  ﾖｼｲ ｶﾂﾕｷ             2時間36分43秒 (長野市)
824 2557 徳武 美喜男 ﾄｸﾀｹ ﾐｷｵ (株)竹村製作所    2時間36分49秒 (長野市)
825 6598 田中 努   ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ             2時間37分03秒 (千葉県)
826 6100 岩下 英一  ｲﾜｼﾀ ｴｲｲﾁ             2時間37分26秒 (長野市)
827 5187 小林 博司  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ ｽﾜｶﾞｽ        2時間37分32秒 (諏訪市)
828 6843 小坂 英之  ｵｻｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡谷市役所       2時間38分08秒 (岡谷市)
829 6467 片桐 充至  ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ MSRC        2時間38分34秒 (松本市)
830 4398 安藤 昭義  ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ             2時間39分47秒 (愛知県)
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831 6625 小松 康裕  ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 凌羽の祖父       2時間40分21秒 (諏訪市)
832 3327 海野 輝彦  ｳﾐﾉ ﾃﾙﾋｺ nittoh      2時間40分34秒 (茅野市)
833 6239 宮沢 孝至  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 小平六中野球部     2時間40分40秒 (東京都)
834 3234 柳澤 秀一  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳｲﾁ             2時間40分45秒 (伊那市)
835 5822 高田 雅彦  ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ             2時間40分54秒 (静岡県)
836 5958 宮下 淳   ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 綿半RC        2時間40分55秒 (池田町)
837 6284 小出 敬一  ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶｽﾞ HIRO&KANA   2時間41分34秒 (岡谷市)
838 6286 亀谷 清和  ｶﾒﾀﾆ ｷﾖｶｽﾞ             2時間41分39秒 (松本市)
839 5213 岩垂 弘佳  ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾛﾖｼ             2時間41分53秒 (南箕輪村)
840 6505 佐藤 暢裕  ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ ★ｵﾘｵﾝ★      2時間41分56秒 (長野市)
841 4209 小澤 英広  ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ ﾁｰﾑとすぽ      2時間41分59秒 (辰野町)
842 5139 磯村 謙治  ｲｿﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 長谷工ﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間42分12秒 (神奈川県)
843 5155 高柳 一仁  ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾄ             2時間42分15秒 (富山県)
844 1114 村田 友光  ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾐﾂ ﾊﾄﾔﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 2時間42分19秒 (下諏訪町)
845 6017 赤羽 洋一  ｱｶﾊﾈ ﾖｳｲﾁ             2時間42分52秒 (諏訪市)
846 3524 五味 正仁  ｺﾞﾐ ﾏｻﾋﾄ 早太郎伝説       2時間42分59秒 (諏訪市)
847 3328 柴田 直樹  ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ             2時間43分01秒 (愛知県)
848 7508 高崎 研二  ﾀｶｻｷ ｹﾝｼﾞ 福岡50        2時間43分04秒 (東京都)
849 6483 佐藤 義彦  ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ             2時間43分52秒 (東御市)
850 450 堀内 正昭  ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｱｷ             2時間43分57秒 (長野市)
851 6376 笠原 隆一  ｶｻﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 康安          2時間45分04秒 (神奈川県)
852 2460 加藤 道   ｶﾄｳ ﾄｵﾙ 献血協力願い隊!    2時間45分05秒 (愛知県)
853 6234 塚原 英俊  ﾂｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ             2時間45分09秒 (神奈川県)
854 5643 中田 久弥  ﾅｶﾀ ﾋｻﾔ             2時間45分16秒 (愛知県)
855 7008 太田 正法  ｵｵﾀ ﾏｻﾉﾘ             2時間45分30秒 (東京都)
856 5404 中村 健治  ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ             2時間45分36秒 (岡谷市)
857 6149 田口 浩一郎 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ             2時間45分47秒 (木曽町)
858 4579 髙木 克彦  ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾋｺ 丸眞製作所       2時間46分00秒 (岡谷市)
859 1494 中山 博久  ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ             2時間46分20秒 (愛知県)
860 5279 鈴木 隆明  ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ             2時間46分39秒 (長野市)
861 7238 畑谷 芳功  ﾊﾀﾔ ﾖｼﾉﾘ             2時間46分40秒 (松本市)
862 4350 宮坂 享   ﾐﾔｻｶ ﾄｵﾙ ◆◆岡谷小学校◆◆   2時間46分46秒 (諏訪市)
863 6227 木下 強   ｷﾉｼﾀ ﾂﾖｼ             2時間46分49秒 (原村)
864 7630 小平 伸一郎 ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｵｶﾔｸﾞﾐ       2時間47分04秒 (茅野市)
865 5036 志賀 正典  ｼｶﾞ ﾏｻﾉﾘ TEAM音叉      2時間47分53秒 (箕輪町)
866 5918 神戸 正純  ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｻｽﾞﾐ ﾁｰﾑSNK      2時間47分58秒 (諏訪市)
867 5539 広瀬 真   ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ             2時間48分02秒 (山梨県)
868 5370 峰村 政造  ﾐﾈﾑﾗ ｾｲｿﾞｳ 脱☆貧脚友の会     2時間48分32秒 (千曲市)
869 5429 横山 雅訳  ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾁｰﾑこっちゃん    2時間48分55秒 (静岡県)
870 6842 中島 洋一  ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｲﾁ             2時間48分56秒 (岡谷市)
871 7349 山村 宜男  ﾔﾏﾑﾗ ﾖｼｵ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    2時間49分09秒 (兵庫県)
872 5372 竹本 隆文  ﾀｹﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ             2時間49分38秒 (静岡県)
873 5967 青木 誠   ｱｵｷ ﾏｺﾄ ﾁｰﾑきゃう♪     2時間49分48秒 (神奈川県)
874 6491 川野上 雅識 ｶﾜﾉｳｴ ﾏｻｼ ﾊﾟｾﾘ         2時間50分02秒 (東京都)
875 3806 白川 進   ｼﾗｶﾜ ｽｽﾑ ちｰむﾌｧｰ      2時間50分03秒 (松本市)
876 2701 下平 克己  ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾐ             2時間50分14秒 (飯田市)
877 6269 松尾 聡   ﾏﾂｵ ｻﾄｼ             2時間50分18秒 (愛知県)
878 572 矢島 勝広  ﾔｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾛ             2時間50分24秒 (茅野市)
879 6700 中田 憲夫  ﾅｶﾀ ﾉﾘｵ             2時間50分30秒 (諏訪市)
880 5265 大井 英治  ｵｵｲ ｴｲｼﾞ             2時間50分40秒 (長野市)
881 3736 篠田 幸宏  ｼﾉﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ             2時間50分50秒 (長野市)
882 6633 小川 憲男  ｵｶﾞﾜ ﾉﾘｵ ﾅｺﾞﾔ         2時間50分57秒 (愛知県)
883 5006 小畠 良和  ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ             2時間51分03秒 (諏訪市)
884 3970 三澤 浩行  ﾐｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 東信鋼鉄        2時間51分09秒 (下諏訪町)
885 6599 平島 孝人  ﾋﾗｼﾏ ﾀｶﾋﾄ ｷｯﾂ         2時間51分19秒 (諏訪市)
886 6103 沼澤 将夫  ﾇﾏｻﾞﾜ ﾏｻｵ             2時間51分24秒 (東京都)
887 4535 渡辺 隆博  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ JA信州諏訪      2時間51分41秒 (富士見町)
888 6985 古川 忠人  ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞﾄ ☆陵南ｾﾐﾅｰ☆    2時間52分06秒 (東京都)
889 5938 名取 憲   ﾅﾄﾘ ｹﾝ 非ﾋﾟﾘﾝ系       2時間52分43秒 (富士見町)
890 7380 秋山 治彦  ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ 株式会社ｷｯﾂ     2時間52分51秒 (山梨県)
891 6638 近田 拓也  ﾁｶﾀﾞ ﾀｸﾔ DICﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 2時間52分57秒 (茅野市)
892 6661 小林 敏浩  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ 共栄電工健美会     2時間52分57秒 (新潟県)
893 6956 澤 伸恭   ｻﾜ ﾉﾌﾞﾔｽ ﾍﾟﾝｼｮﾝわっ!!   2時間53分25秒 (山梨県)
894 6547 折井 豊彦  ｵﾘｲ ﾄﾖﾋｺ             2時間54分01秒 (埼玉県)
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895 4049 高野 裕嗣  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾂｸﾞ             2時間54分10秒 (岡谷市)
896 6268 小野寺 和一郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞｲﾁﾛ             2時間54分32秒 (埼玉県)
897 7571 召田 芳宏  ﾒｽﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ちｰむ･ﾌｧ~     2時間54分40秒 (松本市)
898 4482 三嶋 暁義  ﾐｼﾏ ｱｷﾖｼ ㈱京ｾﾗﾗﾝﾆﾝｸﾞC  2時間54分42秒 (東京都)
899 6041 中山 照夫  ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙｵ             2時間54分45秒 (諏訪市)
900 5937 石坂 和三  ｲｼｻﾞｶ ｶｽﾞﾐ 日本郵便株式会社三条局 2時間55分25秒 (新潟県)
901 5389 山田 和明  ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ             2時間55分32秒 (東京都)
902 7510 佐々木 徹  ｻｻｷ ﾄｵﾙ             2時間56分00秒 (伊那市)
903 6313 山本 和義  ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ             2時間56分02秒 (埼玉県)
904 5206 矢崎 廣   ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ             2時間56分09秒 (岡谷市)
905 6762 伊東 敏隆  ｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命     2時間56分19秒 (諏訪市)
906 7004 森 弘    ﾓﾘ ﾋﾛｼ 2NDWIND     2時間56分38秒 (愛知県)
907 5327 唐木 一男  ｶﾗｷ ｶｽﾞｵ             2時間56分57秒 (長野市)
908 205 神保 一男  ｼﾞﾝﾎﾞ ｶｽﾞｵ ﾋﾟｴﾛのﾊﾟﾊﾟﾗﾌﾞﾗﾌﾞｺﾞｰ 2時間57分07秒 (諏訪市)
909 5587 山田 明徳  ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ﾁｰﾑ住材       2時間57分10秒 (長野市)
910 6973 大森 隆生  ｵｵﾓﾘ ﾀｶｵ             2時間57分15秒 (東京都)
911 6918 横田 浩之  ﾖｺﾀ ﾋﾛﾕｷ             2時間57分17秒 (大阪府)
912 7440 宮口 茂樹  ﾐﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ             2時間57分50秒 (栃木県)
913 7357 三澤 智行  ﾐｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 福祉ﾀｸｼｰともゆき  2時間57分59秒 (岡谷市)
914 7539 東田 外史  ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｹﾞｯｼ 株式会社TAOS研究所 2時間57分59秒 (東京都)
915 7199 丸田 政博  ﾏﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾍﾙｼｱ        2時間58分27秒 (松本市)
916 3379 内山 茂晴  ｳﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾊﾙ             2時間58分41秒 (諏訪市)
917 7131 伊藤 正樹  ｲﾄｳ ｾｲｷ ﾋﾞｽﾞ          2時間58分52秒 (東京都)
918 7423 永田 貴実男 ﾅｶﾞﾀ ｷﾐｵ ゆきﾊﾟﾊﾟ        2時間59分07秒 (埼玉県)
919 5115 今井 均   ｲﾏｲ ﾋﾄｼ 岡谷市消防団第1分団RC 2時間59分19秒 (岡谷市)
920 6683 小口 新一  ｵｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ             2時間59分37秒 (下諏訪町)
921 4803 石田 達男  ｲｼﾀﾞ ﾀﾂｵ             2時間59分45秒 (松本市)
922 1171 小池 佐良  ｺｲｹ ｻﾖｼ             3時間00分00秒 (岡谷市)

71/80



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（男子）

男子６０歳以上
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 308 仙石 光男  ｾﾝｺﾞｸ ﾐﾂｵ 植草水産ｸﾗﾌﾞ     1時間24分34秒 (東京都)
2 571 中込 茂   ﾅｶｺﾞﾐ ｼｹﾞﾙ ﾄﾞﾗｺﾞﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1時間28分49秒 (山梨県)
3 566 木之下 成二 ｷﾉｼﾀ ｾｲｼﾞ             1時間32分43秒 (諏訪市)
4 440 竹入 平治  ﾀｹｲﾘ ﾍｲｼﾞ ちいむもみじ      1時間33分02秒 (箕輪町)
5 870 谷内 法秀  ﾀﾆｳﾁ ﾉﾘﾋﾃﾞ しらびそ山の会     1時間33分54秒 (茅野市)
6 820 上原 勝美  ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾐ 高崎城山走友会     1時間33分58秒 (群馬県)
7 1192 仲川 三郎  ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 湘南OISO      1時間34分39秒 (神奈川県)
8 562 岩佐 徹   ｲﾜｻ ﾄｵﾙ 東京陸協        1時間35分22秒 (東京都)
9 1223 鶴田 利秋  ﾂﾙﾀ ﾄｼｱｷ 富士通ｴﾌｻｽ     1時間36分00秒 (東京都)

10 1787 貝沼 俊秋  ｶｲﾇﾏ ﾄｼｱｷ 名城ARC       1時間36分14秒 (愛知県)
11 582 小澤 祐治  ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ ちいむもみじ      1時間36分24秒 (箕輪町)
12 894 片桐 裕二  ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ             1時間37分14秒 (岡谷市)
13 1781 榊原 靖通  ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽﾐﾁ eA愛知        1時間37分24秒 (愛知県)
14 718 丸山 邦男  ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆｵ 吏健雄         1時間37分41秒 (東京都)
15 703 雨宮 俊雄  ｱﾒﾐﾔ ﾄｼｵ 竜王走ろう会      1時間38分28秒 (山梨県)
16 645 三枝 正幸  ｻｴｸﾞｻ ﾏｻﾕｷ 花職人         1時間38分40秒 (岡谷市)
17 1884 小島 徹   ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ TTRC        1時間38分43秒 (愛知県)
18 1310 高澤 寛   ﾀｶｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 入間市東金子RC    1時間38分51秒 (埼玉県)
19 1477 坪根 健夫  ﾂﾎﾞﾈ ﾀﾃｵ 清水走快汗ｸﾗﾌﾞ    1時間38分59秒 (静岡県)
20 956 矢崎 昌一  ﾔｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ ｲﾅｾﾔ        1時間39分14秒 (東京都)
21 2362 大総 正篤  ｵｵﾌｻ ﾏｻｱﾂ             1時間40分10秒 (富山県)
22 533 中野 敏廣  ﾅｶﾉ ﾄｼﾋﾛ 下諏訪町役場      1時間40分37秒 (岡谷市)
23 1762 坂本 次夫  ｻｶﾓﾄ ﾂｷﾞｵ 相模原弥栄RC     1時間41分17秒 (神奈川県)
24 788 小林 肇   ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ             1時間41分26秒 (茅野市)
25 814 東城 是夫  ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｵ りいむもみじ      1時間42分16秒 (箕輪町)
26 1080 大田 三七十 ｵｵﾀ ﾐﾅﾄ ㈱宏大         1時間42分19秒 (辰野町)
27 2631 両角 三代次 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾖｼﾞ             1時間42分53秒 (神奈川県)
28 1832 髙橋 岩男  ﾀｶﾊｼ ｲﾜｵ 信州中野楽走会     1時間42分54秒 (中野市)
29 540 金子 章   ｶﾈｺ ｱｷﾗ 八十二BS       1時間42分57秒 (諏訪市)
30 145 菊池 晃   ｷｸﾁ ｱｷﾗ 古賀ｵｰﾙ       1時間43分28秒 (東京都)
31 1234 今井 勝志  ｲﾏｲ ｶﾂｼ             1時間43分32秒 (岡谷市)
32 1277 寺本 誠一  ﾃﾗﾓﾄ ｾｲｲﾁ 静岡走ろう会      1時間44分20秒 (静岡県)
33 3613 小松 敬明  ｺﾏﾂ ﾀｶｱｷ 諏美湖の風       1時間44分46秒 (伊那市)
34 756 一本木 想吉 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｿｳｷﾁ             1時間44分49秒 (東京都)
35 1779 望月 秀明  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ ｱｽﾛﾝｽﾞ       1時間45分45秒 (東京都)
36 1945 伊藤 博   ｲﾄｳ ﾋﾛｼ             1時間45分55秒 (長野市)
37 2296 井口 裕治  ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ｸﾗﾌﾞとびっくら    1時間46分00秒 (松本市)
38 654 大森 均   ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ ちいむもみじ      1時間46分01秒 (伊那市)
39 1503 高木 春男  ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｵ 日本ﾌﾞﾗﾊﾟﾚｯﾄ    1時間46分14秒 (上田市)
40 684 上保 龍志  ｳﾜﾎﾞ ﾀﾂｼ A-1笹塚       1時間46分25秒 (東京都)
41 1445 柏木 憲修  ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝｼｭｳ             1時間46分29秒 (飯田市)
42 2015 門馬 通   ﾓﾝﾏ ﾄｵﾙ 横浜金沢走友会     1時間46分30秒 (神奈川県)
43 414 今井 兼義  ｲﾏｲ ｶﾈﾖｼ             1時間46分33秒 (岡谷市)
44 1209 井口 幸夫  ｲｸﾞﾁ ﾕｷｵ ちいむもみじ      1時間46分35秒 (箕輪町)
45 1753 榊原 靖   ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽｼ AVRC        1時間46分55秒 (茅野市)
46 1992 羽場崎 幸尋 ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ 鼎小          1時間47分11秒 (飯田市)
47 1226 清水 好幸  ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾕｷ ｴﾑﾜｲｼｽﾃﾑ    1時間47分16秒 (下諏訪町)
48 2225 田畑 加久司 ﾀﾊﾞﾀ ｶｸｼﾞ 諏訪湖畔病院      1時間47分19秒 (岡谷市)
49 1288 神保 博幸  ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ ㈱丸水長野県水     1時間47分40秒 (長野市)
50 195 浅利 良紀  ｱｻﾘ ﾖｼﾉﾘ 京田辺走ろう会     1時間47分44秒 (京都府)
51 2758 片桐 卓   ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ             1時間47分55秒 (東京都)
52 1773 唐沢 鉄造  ｶﾗｻﾜ ﾃﾂｿﾞｳ 朱遥花JI-JI    1時間48分03秒 (岡谷市)
53 2103 岩月 悦雄  ｲﾜﾂｷ ｴﾂｵ             1時間48分16秒 (愛知県)
54 1265 佐藤 政雄  ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会       1時間48分18秒 (千葉県)
55 1839 藤森 勝夫  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾂｵ ﾁｰﾑやきにく     1時間48分29秒 (諏訪市)
56 2035 倉島 新二  ｸﾗｼﾏ ｼﾝｼﾞ ｼﾅﾉｹﾝｼ      1時間48分31秒 (上田市)
57 616 近藤 一美  ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾐ 太田屋りんごの会JC  1時間48分38秒 (諏訪市)
58 2258 三島 文一  ﾐｼﾏ ﾌﾞﾝｲﾁ 小金井公園走友会    1時間48分51秒 (東京都)
59 1812 小林 慶二  ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ ﾁｰﾑ絶好調      1時間49分02秒 (長野市)
60 3018 神谷 幸男  ｶﾐﾔ ﾕｷｵ ごろにゃんず      1時間49分08秒 (愛知県)
61 2120 小林 幸人  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾄ 諏訪市役所陸上部OB  1時間49分16秒 (富士見町)
62 3082 佐々木 学  ｻｻｷ ﾏﾅﾌﾞ 橋老獪         1時間49分25秒 (茅野市)
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63 3979 伊藤 昌一  ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ             1時間49分33秒 (新潟県)
64 2469 島田 修作  ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳｻｸ ｼｭﾋﾞｷｽﾄTG-RC 1時間49分44秒 (東京都)
65 3846 池 登志邦  ｲｹ ﾄｼｸﾆ             1時間49分53秒 (東京都)
66 2842 高橋 武久  ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋｻ 長野赤十字病院     1時間50分05秒 (長野市)
67 1877 山川 明仁  ﾔﾏｶﾜ ｱｷﾋﾄ             1時間50分13秒 (愛知県)
68 489 宮澤 隆光  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶﾐﾂ ﾁｰﾑ追手町      1時間50分14秒 (飯田市)
69 1990 飯塚 忠弘  ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ 表木下小出       1時間50分18秒 (伊那市)
70 2487 小林 悟   ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 桔梗屋         1時間50分21秒 (中野市)
71 3118 岸本 正治  ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ             1時間50分24秒 (神奈川県)
72 1279 柴 定良   ｼﾊﾞ ｻﾀﾞﾖｼ             1時間50分28秒 (辰野町)
73 3017 佐竹 敏一  ｻﾀｹ ﾄｼｶｽﾞ 茅野楽走会       1時間51分02秒 (茅野市)
74 1863 伊藤 耕一  ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ ﾏｸﾞﾅﾑ        1時間51分09秒 (東京都)
75 3023 伊藤 次男  ｲﾄｳ ﾂｷﾞｵ             1時間51分13秒 (塩尻市)
76 2339 若林 光夫  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ 玉川上水RC      1時間51分16秒 (東京都)
77 3439 中村 正   ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 竜王走ろう会      1時間51分23秒 (山梨県)
78 2779 新藤 茂男  ｼﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ ﾁｰﾑｼﾝﾄﾞｳ     1時間51分45秒 (松本市)
79 3927 高橋 邦彦  ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｺ             1時間51分51秒 (岐阜県)
80 3209 渋谷 栄一  ｼﾌﾞﾔ ｴｲｲﾁ 善福寺ﾗﾝｸﾗﾌﾞ    1時間52分05秒 (東京都)
81 1833 山岸 淳   ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ I  LOVE  YOU 1時間52分24秒 (三重県)
82 3048 増田 克己  ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾐ SRCｲｾ       1時間52分24秒 (長野市)
83 2851 田原 一人  ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾄ ずくだし駒       1時間52分29秒 (駒ヶ根市)
84 1850 荻原 勝   ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾙ 軽井沢ﾗﾝﾅｰｽﾞ    1時間52分31秒 (軽井沢町)
85 3180 矢崎 勝正  ﾔｻﾞｷ ｶﾂﾏｻ JIJI        1時間52分35秒 (茅野市)
86 2282 木村 義治  ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ             1時間53分04秒 (諏訪市)
87 2370 五味渕 寿昭 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾄｼｱｷ UVA         1時間53分17秒 (栃木県)
88 1306 山田 敏勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｶﾂ             1時間53分27秒 (大阪府)
89 1212 浦野 仁里  ｳﾗﾉ ﾆｻﾄ 飯山市立木島小学校教員 1時間53分28秒 (中野市)
90 1847 新津 孝夫  ﾆｲﾂ ﾀｶｵ 佐久ﾗﾝﾅｰｽﾞ     1時間53分40秒 (佐久市)
91 2752 生田 健二  ｲｸﾀ ｹﾝｼﾞ             1時間54分00秒 (千葉県)
92 5369 大河戸 正巳 ｵｵｺｳﾄﾞ ﾏｻﾐ 三井住友海上      1時間54分03秒 (千葉県)
93 866 中村 信夫  ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ             1時間54分15秒 (伊那市)
94 3606 角田 洋和  ｶｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ             1時間54分25秒 (山梨県)
95 362 有賀 武彦  ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾋｺ ﾁｰﾑ★SKY     1時間54分31秒 (伊那市)
96 1331 竹田 圭吾  ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ SMAP        1時間54分47秒 (茨城県)
97 3123 濱田 辰男  ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂｵ じょんのび       1時間54分47秒 (諏訪市)
98 773 原 友美   ﾊﾗ ﾄﾓﾐ 駒ヶ根警察署早太郎走友会 1時間55分05秒 (箕輪町)
99 2263 三島 和美  ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾐ 大阪走友会       1時間55分10秒 (大阪府)

100 1878 佐々木 宏行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ ﾁｰﾑ☆SKY     1時間55分12秒 (宮田村)
101 3452 広岡 孝一  ﾋﾛｵｶ ﾀｶｶｽﾞ 扇川ﾗﾝﾅｰｽﾞ     1時間55分14秒 (愛知県)
102 3128 有田 誠   ｱﾘﾀ ﾏｺﾄ びわ湖 堅田      1時間55分30秒 (滋賀県)
103 4340 松浦 洋治  ﾏﾂｳﾗ ﾖｳｼﾞ             1時間55分34秒 (島根県)
104 3104 仙洞田 典雄 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾉﾘｵ             1時間55分37秒 (松本市)
105 1196 新井 宏道  ｱﾗｲ ﾋﾛﾐﾁ             1時間55分39秒 (飯田市)
106 3740 小笠原 一夫 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｵ             1時間55分42秒 (伊那市)
107 3857 飯島 忠次  ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾂｸﾞ             1時間56分11秒 (上田市)
108 1707 本島 清   ﾓﾄｼﾞﾏ ｷﾖｼ             1時間56分26秒 (飯田市)
109 2681 伊東 安俊  ｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ             1時間56分36秒 (売木村)
110 1398 進藤 正利  ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ ﾁｰﾑどん呑      1時間57分08秒 (諏訪市)
111 3090 座光寺 均  ｻﾞｺｳｼﾞ ﾋﾄｼ 尾瀬楽走        1時間57分12秒 (群馬県)
112 2498 中西 行男  ﾅｶﾆｼ ﾕｷｵ 亀           1時間57分14秒 (岐阜県)
113 3895 祖山 和也  ｿﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 篠ﾉ井RC       1時間57分21秒 (千曲市)
114 2067 原 好弘   ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 諏訪湖走友会      1時間57分32秒 (下諏訪町)
115 3033 佐々木 正成 ｻｻｷ ﾏｻﾅﾘ             1時間57分52秒 (塩尻市)
116 1544 藤田 人司  ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ ｱｲﾌﾟﾗｽ       1時間57分53秒 (神奈川県)
117 2700 熊谷 稔   ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾉﾙ             1時間57分59秒 (飯田市)
118 2308 小林 俊彦  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ STUDIO  KOBA 1時間58分07秒 (茅野市)
119 3138 市村 和志  ｲﾁﾑﾗ ｶｽﾞｼ TSIJ        1時間58分15秒 (三重県)
120 2517 上浪 冬実  ｳｴﾅﾐ ﾌﾕﾐ ｴﾙﾓ         1時間58分17秒 (東京都)
121 4483 太田 利幸  ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ TANBE  SVBC 1時間58分18秒 (諏訪市)
122 2478 浦野 不二雄 ｳﾗﾉ ﾌｼﾞｵ くらぶ鬼島       1時間58分19秒 (飯山市)
123 1759 原 英充   ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐﾂ 諏訪湖走友会      1時間58分23秒 (諏訪市)
124 2097 宮坂 節勇  ﾐﾔｻｶ ｾﾂｵ 信州松本ﾗﾝﾅｰｽﾞ宮  1時間58分25秒 (松本市)
125 2341 石渡 明   ｲｼﾜﾀﾘ ｱｷﾗ             1時間58分28秒 (神奈川県)
126 3131 知見 扶公  ﾁｹﾝ ﾓﾄﾋﾄ ﾃｸﾃｸﾅｺﾞﾔ     1時間58分35秒 (愛知県)
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127 3029 横井 明   ﾖｺｲ ｱｷﾗ 日野走友会       1時間58分40秒 (東京都)
128 3478 赤津 幸雄  ｱｶﾂ ｻﾁｵ             1時間58分40秒 (塩尻市)
129 3655 島田 洪三  ｼﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 天馬会         1時間58分46秒 (長野市)
130 2714 北澤 芳人  ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾄ RC亀         1時間58分48秒 (飯島町)
131 246 倉澤 昌秀  ｸﾗｻﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 長野走ろう会      1時間58分50秒 (長野市)
132 3850 田中 均   ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 積水ﾊｳｽ       1時間58分53秒 (長野市)
133 3262 鈴木 康圓  ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏﾙ AVRC長野      1時間59分02秒 (喬木村)
134 7697 城田 三代司 ｼﾛﾀ ﾐﾖｼ             1時間59分02秒 (松本市)
135 3558 五味 孝幸  ｺﾞﾐ ﾀｶﾕｷ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 1時間59分10秒 (原村)
136 4411 石渡 篤仁  ｲｼﾜﾀ ｱﾂﾋﾄ             1時間59分31秒 (山梨県)
137 2864 辻村 正男  ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻｵ             1時間59分32秒 (岡谷市)
138 4163 髙橋 由紀夫 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 仙台SMC       1時間59分35秒 (宮城県)
139 2838 斉藤 和良  ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 森林公園AC      1時間59分37秒 (静岡県)
140 3454 駒崎 隆   ｺﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ でんき館        1時間59分41秒 (上田市)
141 1931 湯本 昭夫  ﾕﾓﾄ ｱｷｵ 篠ﾉ井RC       1時間59分51秒 (上田市)
142 4048 伊藤 房吉  ｲﾄｳ ﾌｻｷﾁ             1時間59分53秒 (諏訪市)
143 808 小口 稔   ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 岡谷やまびこ走友会   1時間59分58秒 (岡谷市)
144 2033 清澤 直也  ｷﾖｻﾜ ﾅｵﾔ 今井郵便局RRC    1時間59分59秒 (松本市)
145 3735 猿田 堯之  ｻﾙﾀ ﾀｶﾕｷ             2時間00分12秒 (栃木県)
146 3187 佐々木 秀明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ             2時間00分34秒 (飯田市)
147 5491 水上 寛明  ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛｱｷ             2時間00分35秒 (長野市)
148 2819 丸 誠一郎  ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ 一度会競走倶楽部    2時間00分39秒 (東京都)
149 4328 小川 正男  ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ TOYOSK      2時間00分41秒 (茅野市)
150 7748 下澤 利昭  ｼﾓｻﾜ ﾄｼｱｷ             2時間00分50秒 (松川町)
151 2381 倉田 光治  ｸﾗﾀ ﾐﾂﾊﾙ             2時間01分05秒 (東京都)
152 4161 中平 善叙  ﾅｶﾋﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ             2時間01分08秒 (愛知県)
153 3177 河部 弘行  ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ ㈲清河         2時間01分11秒 (東京都)
154 2942 加藤 洋二  ｶﾄｳ ﾖｳｼﾞ ｲｰｽﾀﾝ       2時間01分29秒 (茅野市)
155 2029 藤沢 隆夫  ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｵ             2時間01分40秒 (松本市)
156 3019 飯沼 裕   ｲｲﾇﾏ ﾋﾛｼ             2時間01分51秒 (東京都)
157 3064 内田 将巳  ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ             2時間01分53秒 (茅野市)
158 1276 鈴木 利朗  ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ ﾔﾏﾊﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間01分54秒 (静岡県)
159 211 三村 貞夫  ﾐﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 京ｾﾗKCD      2時間01分59秒 (岡谷市)
160 4226 渋谷 義雄  ｼﾌﾞﾔ ﾖｼｵ             2時間02分06秒 (神奈川県)
161 4200 田上 孝   ﾀｶﾞﾐ ﾀｶｼ             2時間02分10秒 (栃木県)
162 4201 上原 賢敬  ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ             2時間02分44秒 (飯島町)
163 3961 久保村 功一 ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳｲﾁ             2時間02分46秒 (伊那市)
164 2850 宮坂 一朗  ﾐﾔｻｶ ｲﾁﾛｳ             2時間02分57秒 (諏訪市)
165 4158 北村 英世  ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾖ             2時間03分02秒 (長野市)
166 2826 中島 澄彦  ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐﾋｺ 三鷹市役所       2時間03分12秒 (富山県)
167 4416 梅井 裕晃  ｳﾒｲ ﾋﾛｱｷ 富山走ろうKAI    2時間03分12秒 (東京都)
168 1036 小林 巻雄  ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷｵ             2時間03分13秒 (茅野市)
169 4025 小川 俊一  ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ あかね台 ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 2時間03分46秒 (神奈川県)
170 2062 二木 槇人  ﾌﾀｷ ﾏｷﾄ             2時間03分51秒 (諏訪市)
171 3877 佐藤 恵久夫 ｻﾄｳ ｴｸｵ こら!走らん会     2時間03分55秒 (東京都)
172 1509 瀧澤 房茂  ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｻｼｹﾞ 聖身山岳会       2時間03分59秒 (長野市)
173 3456 北原 重信  ｷﾀﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 城南小名取学級     2時間04分15秒 (千葉県)
174 1188 田中 節雄  ﾀﾅｶ ｾﾂｵ             2時間04分16秒 (諏訪市)
175 2300 髙木 幹雄  ﾀｶｷﾞ ﾐｷｵ ORC         2時間04分48秒 (岐阜県)
176 3479 両角 正太郎 ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 新井JIJI      2時間04分49秒 (茅野市)
177 4394 府川 宏   ﾌｶﾜ ﾋﾛｼ             2時間04分51秒 (山梨県)
178 1618 吉野 貞幸  ﾖｼﾉ ｻﾀﾞﾕｷ 昭島かけっこ      2時間05分02秒 (東京都)
179 3214 鎌田 繁美  ｶﾏﾀ ｼｹﾞﾐ             2時間05分05秒 (神奈川県)
180 3902 金井 三平  ｶﾅｲ ｻﾝﾍﾟｲ ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂｼｯｸ  2時間05分11秒 (長野市)
181 3759 菊池 清久  ｷｸﾁ ｷﾖﾋｻ             2時間05分14秒 (原村)
182 1268 沼田 正美  ﾇﾏﾀ ﾏｻﾐ WAWAWA      2時間05分18秒 (愛知県)
183 2291 三井 芳章  ﾐﾂｲ ﾖｼｱｷ             2時間05分29秒 (富士見町)
184 2677 竹渕 秀俊  ﾀｹﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ             2時間05分29秒 (辰野町)
185 1934 須江 邦男  ｽｴ ｸﾆｵ 佐久のﾗﾝﾅｰ     2時間05分36秒 (佐久市)
186 3631 野村 忠実  ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞﾐ みわ楽走会       2時間05分41秒 (阿南町)
187 6382 有賀 泰成  ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾅﾘ 日本電産ｻﾝｷｮｰ   2時間05分46秒 (東京都)
188 3910 赤羽 稔   ｱｶﾊﾈ ﾐﾉﾙ             2時間06分07秒 (南箕輪村)
189 3770 西澤 健司  ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ★ｴｺｰﾊﾞﾚｰ     2時間06分09秒 (上田市)
190 4746 川口 幸雄  ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷｵ 安曇野1人旅      2時間06分10秒 (安曇野市)
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191 3056 宮坂 孝明  ﾐﾔｻｶ ﾀｶｱｷ             2時間06分25秒 (岡谷市)
192 3085 小平 伯満  ｺﾀﾞｲﾗ ｵｻﾐﾂ 国分寺走ろう会     2時間06分28秒 (東京都)
193 3763 舘山 道昭  ﾀﾃﾔﾏ ﾐﾁｱｷ             2時間06分42秒 (東京都)
194 5596 篠原 清治郎 ｼﾉﾊﾗ ｾｲｼﾞﾛｳ             2時間06分43秒 (下諏訪町)
195 2411 野口 伴行  ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ             2時間06分46秒 (諏訪市)
196 4425 三村 博一  ﾐﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ             2時間06分52秒 (東京都)
197 5269 長谷 和俊  ﾊｾ ｶｽﾞﾄｼ             2時間06分53秒 (静岡県)
198 3669 樋口 賢一  ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 信州名鉄運送㈱     2時間07分10秒 (伊那市)
199 7213 岸田 信   ｷｼﾀﾞ ｼﾝ             2時間07分20秒 (岐阜県)
200 5411 久木宮 満  ｸｷﾐﾔ ﾐﾂﾙ 川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  2時間07分26秒 (埼玉県)
201 2197 三浦 保昇  ﾐｳﾗ ﾔｽﾉﾘ 茅野市楽走会㈲ﾐｳﾗ商事 2時間07分35秒 (茅野市)
202 2721 守矢 孝二  ﾓﾘﾔ ｺｳｼﾞ             2時間07分35秒 (茅野市)
203 3335 土屋 幸雄  ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ             2時間07分46秒 (諏訪市)
204 4706 酒井 良雄  ｻｶｲ ﾖｼｵ 岡谷やまびこ走友会   2時間07分50秒 (岡谷市)
205 3787 藤垣 要一  ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾖｳｲﾁ             2時間07分52秒 (岡谷市)
206 3027 岩垂 英行  ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾃﾞﾕｷ 小井川ｸﾗﾌﾞ      2時間07分56秒 (岡谷市)
207 4255 清水 節雄  ｼﾐｽﾞ ｾﾂｵ             2時間07分58秒 (飯綱町)
208 1751 市川 直   ｲﾁｶﾜ ﾅｵｼ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間07分59秒 (東京都)
209 3687 入谷 憲二  ｲﾘﾔ ｹﾝｼﾞ 駒ヶ根市RC亀     2時間08分02秒 (駒ヶ根市)
210 3016 市川 一雄  ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｵ 茅野楽走会       2時間08分05秒 (茅野市)
211 3705 花村 朝一  ﾊﾅﾑﾗ ｱｻｲﾁ             2時間08分06秒 (松本市)
212 6070 森 競    ﾓﾘ ｷｿｳ 横東戸         2時間08分07秒 (神奈川県)
213 4168 清水 義夫  ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 清水走快汗ｸﾗﾌﾞ    2時間08分27秒 (静岡県)
214 1836 戸嶋 清房  ﾄｼﾏ ｷﾖﾌｻ             2時間08分33秒 (富士見町)
215 3808 三井 博之  ﾐﾂｲ ﾋﾛﾕｷ ｸﾗﾌﾞ三井       2時間08分36秒 (神奈川県)
216 5337 重住 純   ｼｹﾞｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ くにたちR       2時間08分57秒 (東京都)
217 4713 丸山 道弘  ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ ﾁｰﾑ師弟       2時間09分04秒 (安曇野市)
218 541 村田 有司  ﾑﾗﾀ  ﾕｳｼﾞ 駒沢公園JC      2時間09分06秒 (東京都)
219 3002 小池 治夫  ｺｲｹ ﾊﾙｵ ｲｰｼﾞｰ･ﾗﾝﾅｰ   2時間09分16秒 (上田市)
220 3997 井上 健一  ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ             2時間09分16秒 (茅野市)
221 3076 波多野 誠  ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ             2時間09分21秒 (愛知県)
222 4543 岩方 雅司  ｲﾜｶﾀ ﾏｻｼ 共栄電工健美会     2時間09分31秒 (秋田県)
223 4363 塩野入 章夫 ｼｵﾉｲﾘ ｱｷｵ             2時間09分33秒 (神奈川県)
224 1874 関 守    ｾｷ ﾏﾓﾙ             2時間09分57秒 (諏訪市)
225 4364 有賀 正浩  ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾋﾛ FRC         2時間10分04秒 (神奈川県)
226 2284 伊藤 敦   ｲﾄｳ ｱﾂｼ GOGOｸﾗﾌﾞ     2時間10分06秒 (千葉県)
227 3021 山田 昌   ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ             2時間10分09秒 (岡谷市)
228 816 柳澤 孝男  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｵ 柳澤会計RC      2時間10分13秒 (茅野市)
229 2298 長谷川 宏俊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄｼ             2時間10分14秒 (飯山市)
230 2275 窪田 利光  ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾐﾂ 富士火災.R,C    2時間10分29秒 (松本市)
231 2387 原口 弘士  ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ｸﾗﾌﾞ山冒       2時間10分29秒 (飯田市)
232 3657 佐久間 一暢 ｻｸﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ             2時間10分52秒 (愛知県)
233 479 玉木 栄一郎 ﾀﾏｷ ｴｲｲﾁﾛｳ 長野市美容室りんご畑  2時間10分53秒 (長野市)
234 3934 青木 康郎  ｱｵｷ ﾔｽｵ 穂高有明        2時間10分57秒 (安曇野市)
235 4232 岡田 諭   ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 尾張旭市役所      2時間11分02秒 (愛知県)
236 3652 金原 俊雄  ｶﾅﾊﾗ ﾄｼｵ ﾏﾙﾔｽ機械      2時間11分07秒 (岡谷市)
237 4899 清水 一昭  ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｱｷ             2時間11分19秒 (小諸市)
238 2314 実岡 利幸  ｻﾈｵｶ ﾄｼﾕｷ ﾄｳｼｭﾝﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞ 2時間11分25秒 (愛知県)
239 4545 熊崎 秀和  ｸﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ NPOﾊｰﾄﾘﾝｸ   2時間11分25秒 (茅野市)
240 5953 青木 芳勝  ｱｵｷ ﾖｼｶﾂ             2時間11分26秒 (長野市)
241 4155 栗山 孝夫  ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｵ             2時間11分41秒 (東京都)
242 4740 玉木 忠男  ﾀﾏｷ ﾀﾀﾞｵ             2時間11分42秒 (長野市)
243 6275 河口 正美  ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ             2時間11分49秒 (長野市)
244 4723 百本 暁生  ﾓﾓﾓﾄ ｱｷｵ ﾁｰﾑSNK      2時間11分58秒 (東京都)
245 2286 森山 志朗  ﾓﾘﾔﾏ ｼﾛｳ 茅野楽走会       2時間12分07秒 (茅野市)
246 5157 後藤 金也  ｺﾞﾄｳ ｷﾝﾔ             2時間12分14秒 (愛知県)
247 5957 田辺 惠久  ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｻ             2時間12分20秒 (東京都)
248 3898 千原 辰夫  ﾁﾊﾗ ﾀﾂｵ ﾁｰﾑﾄﾞﾗｺﾞﾝ     2時間12分34秒 (長野市)
249 5947 清水 誠   ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ             2時間12分34秒 (神奈川県)
250 5413 細川 邦一  ﾎｿｶﾜ ｸﾆｲﾁ             2時間12分37秒 (埼玉県)
251 4847 山岡 直人  ﾔﾏｵｶ ﾅｵﾄ             2時間12分54秒 (岡谷市)
252 4208 榎本 幹男  ｴﾉﾓﾄ ﾐｷｵ             2時間12分58秒 (須坂市)
253 1893 光沢 正   ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 多摩川精機RC     2時間13分01秒 (飯田市)
254 4479 木下 理   ｷﾉｼﾀ ｵｻﾑ ﾁｰﾑKR       2時間13分04秒 (神奈川県)
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255 3071 山野 利男  ﾔﾏﾉ ﾄｼｵ 山雀ｸﾞﾙｰﾌﾟ      2時間13分08秒 (東京都)
256 3658 山口 隆之  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ             2時間13分20秒 (神奈川県)
257 4812 坂本 博思  ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ SRC伊勢       2時間13分24秒 (三重県)
258 1198 秋山 平吉  ｱｷﾔﾏ ﾍｲｷﾁ 秋の山  走ろう会  4 2時間13分25秒 (松本市)
259 3989 松井 節夫  ﾏﾂｲ ｾﾂｵ 諏訪共立病院      2時間13分30秒 (下諏訪町)
260 6971 米山 浩   ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛｼ             2時間13分34秒 (山梨県)
261 4402 伊藤 克彦  ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ             2時間13分35秒 (愛知県)
262 5839 岡田 幹生  ｵｶﾀﾞ ﾐｷｵ             2時間13分52秒 (松川町)
263 3632 窪島 隆一郎 ｸﾎﾞｼﾏ ﾘｭｳｲﾁﾛ TOCC        2時間14分12秒 (滋賀県)
264 3614 長谷川 富世 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾐﾖ             2時間14分20秒 (富山県)
265 4197 熊谷 開   ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾗｸ 新幹線黒部       2時間14分20秒 (愛知県)
266 5215 二ノ宮 猶文 ﾆﾉﾐﾔ ﾅｵﾌﾐ             2時間14分34秒 (飯山市)
267 3102 小島 義文  ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ             2時間15分00秒 (諏訪市)
268 2268 竹村 公一  ﾀｹﾑﾗ ｺｳｲﾁ 蓮獅子会        2時間15分09秒 (茅野市)
269 4162 岩波 清明  ｲﾜﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ             2時間15分32秒 (諏訪市)
270 1284 岡島 治   ｵｶｼﾞﾏ ｵｻﾑ IIDAWAVE    2時間15分35秒 (飯田市)
271 4844 小池 守   ｺｲｹ ﾏﾓﾙ             2時間15分42秒 (伊那市)
272 4002 吉田 寿男  ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｵ             2時間15分44秒 (茅野市)
273 4904 芳川 保八  ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾊﾁ 信州中野楽走会     2時間15分48秒 (中野市)
274 4875 高橋 美春  ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ             2時間15分49秒 (諏訪市)
275 5196 上島 章宏  ｶﾐｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ             2時間15分55秒 (原村)
276 5858 勝田 即榮  ｶﾂﾀﾞ ｿｸｴｲ             2時間16分03秒 (滋賀県)
277 2647 矢島 猛   ﾔｼﾞﾏ ﾀｹｼ Team EPSON  2時間16分07秒 (諏訪市)
278 2274 藤森 吉武  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾀｹ 丸登電業㈱       2時間16分08秒 (諏訪市)
279 4745 加藤 滋   ｶﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉寺陸上ｸ      2時間16分14秒 (千葉県)
280 1774 村田 恒有  ﾑﾗﾀ ﾂﾈｱﾘ 諏訪中央病院      2時間16分18秒 (茅野市)
281 1191 大木 良三  ｵｵｷ ﾘｮｳｿﾞｳ 諏訪湖走友会      2時間16分26秒 (神奈川県)
282 1572 片瀬 悟   ｶﾀｾ ｻﾄﾙ             2時間16分27秒 (静岡県)
283 2207 林 源一   ﾊﾔｼ ｹﾞﾝｲﾁ             2時間16分49秒 (下諏訪町)
284 4229 赤羽根 和夫 ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｵ 個人          2時間16分49秒 (東京都)
285 4224 藤 守弘   ﾌｼﾞ ﾓﾘﾋﾛ             2時間16分55秒 (神奈川県)
286 2254 今井 武夫  ｲﾏｲ ﾀｹｵ             2時間16分59秒 (茅野市)
287 4739 山岸 雄二  ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｼﾞ ｸﾞﾘｺOB会      2時間16分59秒 (東御市)
288 6222 平林 公正  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾐﾏｻ             2時間17分02秒 (松本市)
289 5412 納 康夫   ｵｻﾒ ﾔｽｵ ﾊﾗﾀﾞ製茶㈱      2時間17分03秒 (東京都)
290 5193 遠藤 尚武  ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾀｹ             2時間17分15秒 (岡谷市)
291 5873 佐藤 清   ｻﾄｳ ｷﾖｼ             2時間17分18秒 (愛知県)
292 5838 原田 新一郎 ﾊﾗﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茅野楽走会       2時間17分21秒 (茅野市)
293 5719 林 正樹   ﾊﾔｼ ﾏｻｷ             2時間17分28秒 (上田市)
294 3742 中村 通   ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ             2時間17分35秒 (佐久市)
295 3167 岡松 房治  ｵｶﾏﾂ ﾌｻｼﾞ             2時間17分43秒 (東京都)
296 3899 武田 秀一  ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 篠ﾉ井RC       2時間17分45秒 (長野市)
297 4389 窪田 明   ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ SWAC        2時間18分05秒 (東京都)
298 7699 斉木 実   ｻｲｷ ﾐﾉﾙ             2時間18分08秒 (長野市)
299 4000 小池 良治  ｺｲｹ ﾘｮｳｼﾞ             2時間18分10秒 (茅野市)
300 4211 丸山 六男  ﾏﾙﾔﾏ ﾑﾂｵ             2時間18分13秒 (塩尻市)
301 4788 三沢 悦郎  ﾐｻﾜ  ｴﾂﾛｳ 岡谷山稜会       2時間18分17秒 (岡谷市)
302 3607 近松 茂男  ﾁｶﾏﾂ ｼｹﾞｵ             2時間18分37秒 (東京都)
303 5067 坂井 稔   ｻｶｲ ﾐﾉﾙ             2時間18分37秒 (佐久市)
304 3907 中村 好孝  ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 株式会社都筑製作所   2時間18分38秒 (千曲市)
305 5840 野畑 肇   ﾉﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾑ             2時間18分52秒 (京都府)
306 2213 赤羽 定雄  ｱｶﾊﾈ ｻﾀﾞｵ             2時間19分32秒 (茅野市)
307 4290 本木 俊次  ﾓﾄｷ ｼｭﾝｼﾞ             2時間19分37秒 (塩尻市)
308 5041 田村 良信  ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 南瀬谷RC       2時間19分55秒 (東京都)
309 2534 割田 久雄  ﾜﾘﾀ ﾋｻｵ 志賀高原走ろう会    2時間19分58秒 (山ノ内町)
310 5538 奥田 貞夫  ｵｸﾀﾞ ｻﾀﾞｵ             2時間20分07秒 (愛知県)
311 6270 小平 勲   ｺﾀﾞｲﾗ ｲｻｵ             2時間20分08秒 (大阪府)
312 2340 藤沢 義兼  ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼｶﾈ 岡谷やまびこ走友会   2時間20分20秒 (岡谷市)
313 7649 小林 好治  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾊﾙ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  2時間20分20秒 (茅野市)
314 5410 関屋 孝行  ｾｷﾔ ﾀｶﾕｷ ㈱そごう･西武     2時間20分30秒 (千葉県)
315 5515 小口 郷生  ｵｸﾞﾁ ｸﾆｵ 六協          2時間20分51秒 (岡谷市)
316 5876 田畑 博文  ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ             2時間20分51秒 (長野市)
317 7605 野上 昭   ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ             2時間20分51秒 (長野市)
318 3237 河西 績   ｶｻｲ ｲｻｵ 無し          2時間20分58秒 (諏訪市)
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319 5980 荒井 達雄  ｱﾗｲ ﾀﾂｵ 無職          2時間21分04秒 (東京都)
320 3901 今井 博   ｲﾏｲ ﾋﾛｼ             2時間21分38秒 (松本市)
321 5346 松本 裕文  ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 長野市         2時間21分41秒 (長野市)
322 2237 小平 安保  ｺﾀﾞｲﾗ ﾔｽﾎ 茅野楽走会       2時間21分43秒 (茅野市)
323 3101 藤原 芳久  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾋｻ 静岡走ろう会      2時間21分49秒 (静岡県)
324 4149 望月 志郎  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾛｳ             2時間21分54秒 (静岡県)
325 3451 小林 秀樹  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ やぶはら高原走ろう会  2時間22分06秒 (木祖村)
326 1841 富井 滋   ﾄﾐｲ ｼｹﾞﾙ             2時間22分16秒 (辰野町)
327 3239 西 直哉   ﾆｼ ﾅｵﾔ ﾁｰﾑ17217    2時間22分25秒 (原村)
328 2738 佐藤 利昭  ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 全音楽譜出版社     2時間22分26秒 (東京都)
329 4419 鈴木 洋史  ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ ◆◆ひろ◆◆      2時間22分32秒 (宮田村)
330 4783 小川 憲一  ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ             2時間22分33秒 (諏訪市)
331 3626 金井 久夫  ｶﾅｲ ﾋｻｵ ちゃおﾒｲﾄ      2時間22分38秒 (東京都)
332 4418 竹内 博   ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ             2時間22分45秒 (上田市)
333 5562 岡部 和人  ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾄ             2時間22分47秒 (茅野市)
334 6263 井上 滋夫  ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｵ こうわ         2時間22分51秒 (三重県)
335 5832 古屋 士朗  ﾌﾙﾔ ｼﾛｳ ちｰむ塩山とぶじゃんけ 2時間22分59秒 (山梨県)
336 2310 金子 均   ｶﾈｺ ﾋﾄｼ             2時間23分10秒 (諏訪市)
337 3058 岩﨑 正光  ｲﾜｻﾞｷ ﾏｻﾐﾂ ﾁｰﾑﾘﾊﾞﾃｨ     2時間23分25秒 (静岡県)
338 4460 太田 和幸  ｵｵﾀ ｶｽﾞﾕｷ 岡谷やまびこ走友会   2時間23分29秒 (茅野市)
339 5350 石川 茂雄  ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｵ             2時間23分29秒 (長野市)
340 4832 柳谷 敏夫  ﾔﾅｷﾞﾔ ﾄｼｵ 矢坂RC        2時間23分40秒 (栃木県)
341 4760 新井 達紀  ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ             2時間23分42秒 (神奈川県)
342 6223 小林 和男  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ             2時間23分45秒 (佐久市)
343 4839 小林 勝彦  ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ             2時間23分52秒 (南箕輪村)
344 5925 林 久夫   ﾊﾔｼ ﾋｻｵ ﾅﾊﾟｯｸ        2時間23分58秒 (伊那市)
345 6233 朝本 輝夫  ｱｻﾓﾄ ﾃﾙｵ 能美市立病院      2時間24分01秒 (石川県)
346 6597 ｉｃｈｉｋａｗ ｲﾁｶﾜ ｼｭｳｼﾞ ﾅﾝｼﾝｺｳｴｲｶﾌﾞｼｷ 2時間24分05秒 (箕輪町)
347 3099 打田 行男  ｳﾂﾀﾞ ﾕｷｵ             2時間24分22秒 (神奈川県)
348 5806 今西 義昭  ｲﾏﾆｼ ﾖｼｱｷ 薬園台JC       2時間24分30秒 (千葉県)
349 5752 宮下 兼秋  ﾐﾔｼﾀ ｶﾈｱｷ             2時間24分38秒 (駒ヶ根市)
350 2699 萩原 幸人  ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷﾄ             2時間24分39秒 (飯田市)
351 3725 太田 直樹  ｵｵﾀ ﾅｵｷ             2時間24分53秒 (愛知県)
352 6042 長田 幸男  ﾅｶﾞﾀ ﾕｷｵ             2時間25分03秒 (伊那市)
353 2690 関 守    ｾｷ ﾏﾓﾙ             2時間25分10秒 (岡谷市)
354 7049 宮嶋 紀義  ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾖｼ             2時間25分30秒 (飯島町)
355 3647 五味 正一  ｺﾞﾐ ｼｮｳｲﾁ 池袋RC        2時間25分34秒 (富士見町)
356 4834 福谷 俊道  ﾌｸﾀﾆ ﾄｼﾐﾁ             2時間25分37秒 (茅野市)
357 4962 阿部 信司  ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ             2時間25分38秒 (東京都)
358 6217 山本 荘一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 湘南大磯RC      2時間25分38秒 (神奈川県)
359 7106 宮島 康三郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｻﾞﾌﾞ なし          2時間25分42秒 (長野市)
360 375 両角 真澄  ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｽﾐ             2時間25分44秒 (諏訪市)
361 6228 井上 素行  ｲﾉｳｴ ﾓﾄﾕｷ             2時間25分51秒 (埼玉県)
362 5837 早出 誠治  ｿｳﾃﾞ ｾｲｼﾞ 材木屋         2時間25分52秒 (神奈川県)
363 6240 根市 俊伸  ﾈｲﾁ ﾄｼﾉﾌﾞ             2時間25分54秒 (駒ヶ根市)
364 6267 阿部 幸一  ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ             2時間25分56秒 (千葉県)
365 6473 坂田 一郎  ｻｶﾀ ｲﾁﾛｳ 京田辺走ろう会     2時間25分57秒 (京都府)
366 492 刀祢 佳明  ﾄﾈ ﾖｼｱｷ             2時間25分58秒 (茨城県)
367 5954 羽田 岩夫  ﾊﾀ ｲﾜｵ 東村山市秋津町     2時間26分00秒 (東京都)
368 5293 佐藤 忠一  ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｶｽﾞ             2時間26分03秒 (中野市)
369 5960 向井 賢司  ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ ｴｽｱｰﾙｼｰ     2時間26分07秒 (三重県)
370 7036 矢花 尚利  ﾔﾊﾞﾅ ﾅｵﾄｼ             2時間26分18秒 (駒ヶ根市)
371 5936 米田 隆介  ﾖﾅﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ｸﾐﾁｬﾝｽﾞ      2時間26分22秒 (東京都)
372 2119 野口 信雄  ﾉｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 諏訪広域消防      2時間26分35秒 (諏訪市)
373 6071 本山 洋平  ﾓﾄﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 世田谷区        2時間26分41秒 (東京都)
374 4207 平林 利幸  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ             2時間26分42秒 (塩尻市)
375 6907 坂本 廣幸  ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ             2時間26分42秒 (茅野市)
376 4261 津島 正昭  ﾂｼﾏ ﾏｻｱｷ 清水走快汗ｸﾗﾌﾞ    2時間26分49秒 (愛知県)
377 5929 松本 省吾  ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 天白川走友会      2時間26分49秒 (静岡県)
378 6893 御子柴 安正 ﾐｺｼﾊﾞ ﾔｽﾏｻ             2時間26分52秒 (下諏訪町)
379 3817 浦野 紀臣  ｳﾗﾉ ｷｵﾐ 栄光車両        2時間26分58秒 (飯山市)
380 5598 大谷 一義  ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ             2時間27分01秒 (宮田村)
381 2983 戸田 明   ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ ｶﾏﾄ陸上競技部    2時間27分12秒 (下諏訪町)
382 3467 安里 為任  ｱｻﾄ ﾀﾒﾄｳ 茅野楽走会       2時間27分18秒 (茅野市)
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383 4935 鈴木 邦夫  ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 中電不動産       2時間27分23秒 (愛知県)
384 4848 榎本 床一  ｴﾉﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ             2時間27分26秒 (埼玉県)
385 6232 石井 ケサ人 ｲｼｲ ｹｻﾄ             2時間27分39秒 (上田市)
386 5147 木下 隆   ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ             2時間27分44秒 (須坂市)
387 2855 森 昭生   ﾓﾘ ｱｷｵ             2時間27分45秒 (三重県)
388 4225 山内 浩司  ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ             2時間27分50秒 (神奈川県)
389 7411 細田 勝人  ﾎｿﾀﾞ ｶﾂﾄ ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝｻｰｸﾙ 2時間27分55秒 (伊那市)
390 771 岩波 弘之  ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ             2時間28分06秒 (諏訪市)
391 6003 北沢 信彦  ｷﾀｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ             2時間28分11秒 (諏訪市)
392 4743 森口 忠夫  ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ ﾄﾄﾛ         2時間28分13秒 (埼玉県)
393 6066 藤森 義博  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ             2時間28分17秒 (東京都)
394 7475 御子柴 修一 ﾐｺｼﾊﾞ ｼｭｳｲﾁ 結愛          2時間28分24秒 (伊那市)
395 5874 梅村 潔   ｳﾒﾑﾗ ｷﾖｼ             2時間28分33秒 (東京都)
396 5511 森山 正剛  ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾀｹ RC亀         2時間28分44秒 (駒ヶ根市)
397 7540 藤澤 雅明  ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻｱｷ ﾃﾙﾏｴ･ﾛﾏﾈｯﾄRC 2時間29分09秒 (岡谷市)
398 6951 陶山 泰信  ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ             2時間29分26秒 (静岡県)
399 5884 石亀 洋一  ｲｼｶﾞﾒ ﾖｳｲﾁ 岩手の風RC      2時間29分27秒 (岩手県)
400 5048 鈴木 晄二  ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 諏訪市陸協       2時間29分36秒 (諏訪市)
401 3049 内山 博   ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 大町商工会議所     2時間30分07秒 (大町市)
402 972 守屋 正男  ﾓﾘﾔ ﾏｻｵ 諏訪湖走友会･岡谷酸素㈱ 2時間30分22秒 (諏訪市)
403 4714 有賀 立臣  ｱﾙｶﾞ ﾀﾂｵﾐ             2時間30分25秒 (下諏訪町)
404 3229 西 巌    ﾆｼ ｲﾜｵ             2時間30分26秒 (高森町)
405 6194 塚原 辰仁  ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾋﾄ 牛山会計RC      2時間30分31秒 (山梨県)
406 5872 小口 民雄  ｵｸﾞﾁ ﾀﾐｵ 岡谷やまびこ走友会   2時間30分36秒 (岡谷市)
407 5830 余郷 尚三  ﾖｺﾞｳ ﾅｵﾐ 亀ちゃん  ｸﾗﾌﾞ   2時間30分37秒 (愛知県)
408 5955 榎本 光正  ｴﾉﾓﾄ ﾐﾂﾏｻ             2時間30分48秒 (千葉県)
409 7419 片野 正一  ｶﾀﾉ ｼｮｳｲﾁ             2時間30分53秒 (東京都)
410 2704 野口 幹夫  ﾉｸﾞﾁ ﾐｷｵ             2時間30分55秒 (長野市)
411 6205 田中 肇   ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ おかややまびこ走友会  2時間31分08秒 (岡谷市)
412 7084 太田 充哉  ｵｵﾀ ﾐﾂﾔ なし          2時間31分26秒 (神奈川県)
413 5877 北村 忠司  ｷﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 住友不動産       2時間31分32秒 (東京都)
414 2780 吉川 正男  ﾖｼｶﾜ ﾏｻｵ 諏訪湖ｽｸﾜｯﾄ    2時間32分29秒 (諏訪市)
415 5121 前澤 功   ﾏｴｻﾞﾜ ｲｻｵ ｱﾙﾌﾟｱｽAC     2時間32分49秒 (南箕輪村)
416 6942 長 泰裕   ｵｻ ﾔｽﾋﾛ             2時間32分50秒 (塩尻市)
417 6551 桃野 春樹  ﾓﾓﾉ ﾊﾙｷ             2時間32分53秒 (愛知県)
418 6503 上田 仁   ｳｴﾀﾞ ﾋﾄｼ             2時間33分00秒 (岐阜県)
419 3100 伊藤 辰男  ｲﾄｳ ﾀﾂｵ ﾁｰﾑ ｱｯｺ     2時間33分05秒 (茅野市)
420 6574 片岡 日出夫 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞｵ             2時間33分05秒 (愛知県)
421 6594 黒川 信人  ｸﾛｶﾜ ﾉﾌﾞﾄ             2時間33分19秒 (神奈川県)
422 4918 深澤 哲男  ﾌｶｻﾜ ﾃﾂｵ             2時間33分23秒 (群馬県)
423 5347 伊澤 隆一  ｲｻﾜ ﾘｭｳｲﾁ             2時間33分26秒 (伊那市)
424 6468 白山 吉伸  ｼﾗﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ             2時間33分28秒 (愛知県)
425 2835 吉川 田文  ﾖｼｶﾜ ﾀﾓﾝ             2時間33分33秒 (東京都)
426 4128 柏木 修一  ｶｼﾜｷﾞ ｼｭｳｲﾁ             2時間34分37秒 (静岡県)
427 4256 松下 俊朗  ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾛｳ             2時間34分38秒 (飯田市)
428 2634 上條 賢介  ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 上條記念病院      2時間35分06秒 (松本市)
429 6872 栁沢 一彦  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ             2時間35分10秒 (埼玉県)
430 6921 田先 幸一  ﾀｻｷ ｺｳｲﾁ             2時間35分10秒 (須坂市)
431 5950 向 紀男   ﾑｺｳ ﾉﾘｵ 長野走ろう会      2時間35分59秒 (長野市)
432 4378 毛利 秀幸  ﾓｳﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ Team  ﾏﾙﾆｼ  2時間36分01秒 (箕輪町)
433 7422 神谷 信光  ｶﾐﾔ ﾉﾌﾞﾐﾂ             2時間36分08秒 (東京都)
434 6250 宮島 茂   ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ             2時間36分18秒 (長野市)
435 7043 櫻井 潤作  ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝｻｸ             2時間36分23秒 (塩尻市)
436 4348 神谷 篤   ｶﾐﾔ ｱﾂｼ 知立･豆の木ﾗﾝﾅｰｽﾞ 2時間36分50秒 (愛知県)
437 6121 松木 洋一  ﾏﾂｷ ﾖｳｲﾁ             2時間37分08秒 (東京都)
438 3678 向山 智郎  ﾑｶｲﾔﾏ ﾄﾓｵ 元宮坂ｺﾞﾑ       2時間37分54秒 (岡谷市)
439 5930 小林 康巳  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾐ             2時間37分55秒 (千葉県)
440 5804 佐々木 宏行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 茅野楽走会       2時間38分06秒 (富士見町)
441 2129 宮坂 茂   ﾐﾔｻｶ ｼｹﾞﾙ (ｶﾌﾞ)ﾏﾙﾆｼ    2時間38分33秒 (諏訪市)
442 5813 宮澤 茂人  ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾄ             2時間38分53秒 (長野市)
443 6455 岡本 講平  ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾁｰﾑｶﾑﾙｹ     2時間39分06秒 (上田市)
444 2947 大田 克宏  ｵｵﾀ ｶﾂﾋﾛ (株)宏大       2時間39分17秒 (辰野町)
445 7350 花積 三千人 ﾊﾅｽﾞﾐ ﾐﾁﾄ 人体移動研究会     2時間39分44秒 (千葉県)
446 1914 満 秀文   ﾐﾂ ﾋﾃﾞﾌﾐ 農中ﾗﾝﾆﾝｸﾞ愛好会  2時間40分09秒 (千葉県)
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447 5241 加藤 孝和  ｶﾄｳ ﾀｶｶｽﾞ ｺｲｽﾞﾐ照明      2時間40分22秒 (愛知県)
448 4729 大原 隆夫  ｵｵﾊﾗ ﾀｶｵ             2時間40分42秒 (愛知県)
449 6635 伊藤 六夫  ｲﾄｳ ﾑﾂｵ             2時間40分59秒 (諏訪市)
450 7157 石原 康秀  ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ             2時間41分03秒 (山梨県)
451 5120 田中 睦夫  ﾀﾅｶ ﾑﾂｵ 横浜並木走友会     2時間41分15秒 (神奈川県)
452 5985 武田 優   ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ ち~むﾌｧ~      2時間41分22秒 (松本市)
453 5572 翠川 明   ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｷﾗ             2時間41分54秒 (東京都)
454 6095 平松 淳   ﾋﾗﾏﾂ ｱﾂｼ ｻﾝｴｲ糖化      2時間42分24秒 (愛知県)
455 6225 井領 正明  ｲﾘｮｳ ﾏｻｱｷ 木曽走ろう会      2時間42分25秒 (上松町)
456 6446 松田 悟   ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄﾙ             2時間42分36秒 (山梨県)
457 5407 内田 彰克  ｳﾁﾀﾞ ｱｷｶﾂ             2時間42分45秒 (安曇野市)
458 7128 犬房 和夫  ｲﾇﾌｻ ｶｽﾞｵ             2時間43分08秒 (香川県)
459 4808 澤井 敏一  ｻﾜｲ ﾄｼｶｽﾞ             2時間43分27秒 (神奈川県)
460 6256 石川 俊三  ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｿﾞｳ             2時間43分43秒 (埼玉県)
461 3072 宮下 信孝  ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ 凱士真依会       2時間43分55秒 (長野市)
462 6925 植田 稔   ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ             2時間43分58秒 (三重県)
463 4952 細井 通則  ﾎｿｲ ﾐﾁﾉﾘ             2時間44分04秒 (東京都)
464 7327 鈴木 頌太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ             2時間45分08秒 (神奈川県)
465 4815 上原 雄三  ｳｴﾊﾗ ﾕｳｿﾞｳ ｼﾅｶﾞﾜｸﾐﾝ     2時間45分20秒 (東京都)
466 4223 木本 健   ｷﾓﾄ ﾀｹｼ             2時間45分23秒 (筑北村)
467 6459 堀内 正登  ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ             2時間45分23秒 (神奈川県)
468 6935 河野 光善  ｺｳﾉ ﾐﾂﾖｼ             2時間45分26秒 (神奈川県)
469 3623 大井 正廣  ｵｵｲ ﾏｻﾋﾛ             2時間45分28秒 (松本市)
470 7501 町田 春夫  ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｵ             2時間46分15秒 (長野市)
471 4263 氷山 育夫  ｺｵﾘﾔﾏ ｲｸｵ             2時間46分20秒 (愛知県)
472 3785 小林 繁   ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ             2時間46分33秒 (上田市)
473 6453 伊藤 和夫  ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ             2時間46分47秒 (茅野市)
474 5933 南 久雄   ﾐﾅﾐ ﾋｻｵ 諏美湖の風       2時間46分57秒 (松本市)
475 6940 松本 修一  ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ             2時間47分30秒 (東京都)
476 6652 浅沢 雅治  ｱｻｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ             2時間47分43秒 (安曇野市)
477 7016 山田 勝久  ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 清水走快汗ｸﾗﾌﾞ    2時間47分45秒 (静岡県)
478 6465 草場 清則  ｸｻﾊﾞ ｷﾖﾉﾘ             2時間47分59秒 (東京都)
479 7023 西沢 和成  ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ             2時間48分15秒 (長野市)
480 5340 村松 信男  ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ くにたちR       2時間48分22秒 (東京都)
481 6021 小俣 攻   ｵﾏﾀ ｵｻﾑ             2時間48分38秒 (伊那市)
482 5186 中山 長門  ﾅｶﾔﾏ ﾅｶﾞﾄ             2時間49分07秒 (諏訪市)
483 6655 河口 譲   ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ             2時間49分07秒 (下諏訪町)
484 6926 川端 俊英  ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ             2時間49分18秒 (岐阜県)
485 7149 荒井 廸雄  ｱﾗｲ ﾐﾁｵ なし          2時間50分23秒 (長野市)
486 6252 浜田 伸剛  ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ HIMOKAS     2時間50分28秒 (岐阜県)
487 6440 原田 伊文  ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 岡谷やまびこ走友会   2時間50分36秒 (岡谷市)
488 1844 菊原 利雄  ｷｸﾊﾗ ﾄｼｵ ﾜｰﾙﾄﾞ  ﾗﾝﾅｰｽﾞ 2時間51分01秒 (茅野市)
489 5944 唐木 豊作  ｶﾗｷ ﾄﾖｻｸ             2時間51分13秒 (伊那市)
490 7558 浅野 昇   ｱｻﾉ ﾉﾎﾞﾙ             2時間51分41秒 (東京都)
491 4330 永川 正雄  ｴｶﾞﾜ ﾏｻｵ             2時間52分02秒 (神奈川県)
492 6365 小森 良市  ｺﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 箕輪町         2時間52分28秒 (箕輪町)
493 6983 黒田 福男  ｸﾛﾀﾞ ﾌｸｵ             2時間52分50秒 (茅野市)
494 4784 佐藤 恭平  ｻﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 安城別所ﾗﾝﾅｰｽﾞ   2時間53分42秒 (愛知県)
495 5549 中島 健治  ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ             2時間54分10秒 (愛知県)
496 5173 橋谷田 幸一 ﾊｼﾔﾀﾞ ｺｳｲﾁ             2時間54分32秒 (富士見町)
497 7556 常田 進   ﾄｷﾀﾞ ｽｽﾑ             2時間54分48秒 (安曇野市)
498 6894 竹重 秀隆  ﾀｹｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ あすなろ学舎      2時間55分05秒 (東御市)
499 5975 関 貞樹   ｾｷ ｻﾀﾞｷ             2時間55分33秒 (諏訪市)
500 6450 佐藤 忠良  ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ ｱｲｽｸｰｺﾏｶﾞﾈ   2時間56分08秒 (駒ヶ根市)
501 4840 山田 恵一  ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ             2時間56分41秒 (岡谷市)
502 4811 谷口 勝美  ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾂﾐ             2時間56分54秒 (京都府)
503 4381 間部 武之  ﾏﾅﾍﾞ ﾀｹﾕｷ 神奈中ﾗｲﾌｽﾃｨｯｸ 2時間57分24秒 (神奈川県)
504 5956 木下 修   ｷﾉｼﾀ ｼｭｳ 木下建工        2時間57分34秒 (佐久市)
505 7355 須田 治雄  ｽﾀﾞ ﾊﾙｵ             2時間57分54秒 (山梨県)
506 7545 牛山 一   ｳｼﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ ｴｽ･ｲｰ･ｴﾑ  D& 2時間58分19秒 (茅野市)
507 7397 内田 洋   ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ             2時間59分27秒 (佐久市)
508 7708 埋橋 良範  ｳｽﾞﾊｼ ﾖｼﾉﾘ             2時間59分51秒 (伊那市)
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男子高校生　　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 271 酒井 和樹  ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 岡谷工業高校      1時間17分33秒 (辰野町)
2 248 柳沢 貫太  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野高校        1時間21分00秒 (長野市)
3 282 柳沢 優成  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 岡谷工高        1時間28分00秒 (箕輪町)
4 386 林 幹也   ﾊﾔｼ ﾐｷﾔ 三和食品諏訪湖ﾗﾝﾅｰｽﾞ 1時間28分18秒 (埼玉県)
5 2457 宮森 蒼太  ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南         1時間33分47秒 (諏訪市)
6 1821 田中 建伍  ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 岡谷南高校       1時間34分48秒 (諏訪市)
7 1743 藤森 洸   ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳ 松本秀峰中等教育学校  1時間40分27秒 (茅野市)
8 861 牛山 雄斗  ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  1時間43分03秒 (茅野市)
9 807 河西 宏樹  ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高等学校    1時間48分14秒 (諏訪市)

10 7019 松沢 拓未  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾐ             1時間49分36秒 (南箕輪村)
11 1670 渡辺 恭也  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾔ 湖洛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  1時間50分11秒 (諏訪市)
12 5096 足助 和也  ｱｽｹ ｶｽﾞﾔ ﾀｲﾑｱﾀｯｶｰｽﾞ   1時間56分37秒 (松本市)
13 1669 伊藤 巧   ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 湖洛ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  2時間08分55秒 (諏訪市)
14 2220 柴 皇樹   ｼﾊﾞ ｺｳｷ             2時間18分15秒 (岡谷市)
15 3756 小畠 洋明  ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ             2時間19分56秒 (諏訪市)
16 2163 藤森 優輝  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南         2時間29分39秒 (諏訪市)
17 6950 武居 貫太  ﾀｹｲ ｶﾝﾀ 活心術峰丈流護身武道  2時間54分59秒 (塩尻市)
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