
期　　　日：２０１9年１０月２0日（日）
会　　　場：長野県大町市運動公園陸上競技場付属長距離走路

（競技場コード 177150）
主　　　催：大町アルプスマラソン実行委員会
共　　　催：信濃毎日新聞社
主　　　管：大北陸上競技協会
総　　　務：駒沢安正
審　判　長：五十川正彦

中村一郎

■グラウンドコンディション
湿度

第36回大町アルプスマラソン

記 録 集

記録・情報主任：

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温
(%)(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃)
789:00 曇り 東 0.5 15.5 78 12:00 曇り 北東 1.0 15.0
6910:00 曇り 北西 0.6 16.5 74 13:00 曇り 北東 1.0 16.5
7411:00 曇り 南東 0.6 16.5 74 14:00 曇り 北東 0.8 16.5
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1 129 田畑　幸司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市 2:34:38 岡谷市役所です。 フルマラソン一般男子
2 391 大野　純 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝ 千葉県 2:38:31 フルマラソン一般男子
3 112 田中　章浩 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野市 2:39:29 長野電子 フルマラソン一般男子
4 142 柳澤　貫太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野市 2:43:03 長野県工技 フルマラソン一般男子
5 114 荒井　彰平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 中野市 2:50:34 飯山市立泉台小学校 フルマラソン一般男子
6 109 坂本　隆介 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 上田市 2:50:52 長野俊英高校 フルマラソン一般男子
7 108 中野　学 ﾅｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:51:38 豊洲ランニングクラブ フルマラソン一般男子
8 379 水野　勝也 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾔ 兵庫県 2:52:23 フルマラソン一般男子
9 134 西澤　悟志 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 岡谷市 2:54:52 山二発條 フルマラソン一般男子

10 136 西村　陸 ﾆｼﾑﾗ ﾘｸ 千葉県 2:57:55 にやにやハウス フルマラソン一般男子
11 505 笹井　康夫 ｻｻｲ ﾔｽｵ 松本市 2:59:09 笹井酒造株式会社 フルマラソン一般男子
12 503 中澤　勇 ﾅｶｻﾞﾜ ｲｻﾑ 長野市 2:59:10 フルマラソン一般男子
13 117 玉木　康博 ﾀﾏｷ ﾔｽﾋﾛ 富山県 2:59:53 Ｃｌｕｂ　ＭＳＲ フルマラソン一般男子
14 351 吉原　宗一郎 ﾖｼﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 3:02:19 フルマラソン一般男子
15 440 今井　滋人 ｲﾏｲ ｼｹﾞﾄ 神奈川県 3:04:30 フルマラソン一般男子
16 260 西願　貴弘 ｻｲｶﾞﾝ ﾀｶﾋﾛ 福井県 3:06:38 フルマラソン一般男子
17 384 細川　寛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 徳島県 3:07:11 クリソス フルマラソン一般男子
18 198 安村　格 ﾔｽﾑﾗ ｲﾀﾙ 神奈川県 3:07:17 フルマラソン一般男子
19 128 小口　洋司 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 岡谷市 3:07:26 フルマラソン一般男子
20 159 寺川　和治 ﾃﾗｶﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 愛知県 3:07:57 フルマラソン一般男子
21 140 内須川　忠司 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 佐久市 3:08:40 佐久市陸協 フルマラソン一般男子
22 106 花岡　良信 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野市 3:08:59 フルマラソン一般男子
23 222 鈴木　晴哉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 静岡県 3:09:12 フルマラソン一般男子
24 123 三澤　紀夫 ﾐｻﾜ ﾉﾘｵ 伊那市 3:09:34 ちいむもみじ２ フルマラソン一般男子
25 349 野口　真二 ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 三重県 3:09:35 フルマラソン一般男子
26 107 遠藤　好裕 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:11:12 フルマラソン一般男子
27 365 村瀬　雄太 ﾑﾗｾ ﾕｳﾀ 愛知県 3:13:21 ＢＵＦＦＯＮ フルマラソン一般男子
28 111 本間　公二 ﾎﾝﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:14:07 カプスゲル フルマラソン一般男子
29 115 中島　拓磨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 長野市 3:15:08 きたながのＲＣ フルマラソン一般男子
30 399 西尾　則孝 ﾆｼｵ ﾉﾘﾀｶ 駒ヶ根市 3:16:23 西尾薬品です。 フルマラソン一般男子
31 120 倉内　修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 長野市 3:17:05 赤ヘル軍団 フルマラソン一般男子
32 477 西松　敏昭 ﾆｼﾏﾂ ﾄｼｱｷ 岐阜県 3:17:09 フルマラソン一般男子
33 138 松澤　秀徳 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大町市 3:18:01 白馬花舎ＡＣ フルマラソン一般男子
34 414 山本　隼巳 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾐ 松本市 3:19:02 なぎさ フルマラソン一般男子
35 434 神津　誠 ｺｳﾂﾞ ﾏｺﾄ 小諸市 3:19:24 株コミヤマ フルマラソン一般男子
36 229 白髪　祥和 ｼﾗｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 3:19:35 フルマラソン一般男子
37 335 清水　康弘 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 3:19:54 フルマラソン一般男子
38 232 春原　聡 ｽﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 長野市 3:20:04 フルマラソン一般男子
39 352 滝沢　克己 ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 塩尻市 3:21:19 フルマラソン一般男子
40 452 牧野　築 ﾏｷﾉ ｷｽﾞｷ 岐阜県 3:22:01 東濃信用金庫 フルマラソン一般男子
41 248 後藤　英文 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 長野市 3:22:21 日本無線 フルマラソン一般男子
42 506 別府　総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 安曇野市 3:22:32 ＨＤＳ走ｒｕｎ会 フルマラソン一般男子
43 284 橋爪　圭 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹｲ 松川町 3:22:55 フルマラソン一般男子
44 446 林部　翔平 ﾊﾔｼﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 松本市 3:23:14 フルマラソン一般男子
45 166 秋山　貴之 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 3:23:52 北方十字路団 フルマラソン一般男子
46 426 目崎　恵介 ﾒｻｷ ｹｲｽｹ 石川県 3:23:53 めっこＹＣＣ フルマラソン一般男子
47 385 中山　元 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 3:24:09 フルマラソン一般男子
48 1533 繁延　晃宏 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｱｷﾋﾛ 兵庫県 3:24:31 フルマラソン一般男子
49 103 櫻枝　晋次 ｻｸﾗｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 岐阜県 3:24:45 高山陸上 フルマラソン一般男子
50 416 小島　昌光 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾐﾂ 東京都 3:24:55 国際さいたま東 フルマラソン一般男子
51 437 小林　快州 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｸﾆ 長野市 3:25:03 きたながのＲＣ フルマラソン一般男子
52 188 榊原　隆浩 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 3:25:27 フルマラソン一般男子
53 401 山下　浩一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 伊那市 3:25:56 フルマラソン一般男子
54 205 川島　泰之 ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 3:26:01 フルマラソン一般男子
55 126 小池　経夫 ｺｲｹ ﾂﾈｵ 長野市 3:26:12 フルマラソン一般男子
56 132 本多　雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 3:27:01 チームみしま フルマラソン一般男子
57 178 宮原　茂大朗 ﾐﾔﾊﾗ ｼｹﾞﾀﾛｳ 兵庫県 3:27:15 フルマラソン一般男子
58 264 嶋倉　健雄 ｼﾏｸﾗ ﾀｹｵ 伊那市 3:27:30 タカノ陸上部 フルマラソン一般男子
59 340 上原　高俊 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾄｼ 諏訪市 3:27:31 アインＲＣ フルマラソン一般男子
60 272 安藤　健司 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:27:33 フルマラソン一般男子
61 208 金森　渉 ｶﾅﾓﾘ ﾜﾀﾙ 東京都 3:28:08 フルマラソン一般男子
62 468 中島　啓照 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾃﾙ 愛知県 3:28:12 トレーナー鶴舞 フルマラソン一般男子
63 400 今井　智昭 ｲﾏｲ ﾄﾓｱｷ 愛知県 3:28:29 カエルチーム フルマラソン一般男子
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64 1534 朝野　創 ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 富山県 3:28:39 匠 フルマラソン一般男子
65 454 北村　武揚 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｱｷ 小谷村 3:28:43 フルマラソン一般男子
66 202 一宮　光史 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｼ 大阪府 3:28:55 ＮＥＯクラフト フルマラソン一般男子
67 294 小平　直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ 佐久市 3:30:01 佐久医療センター フルマラソン一般男子
68 1554 児玉　住士 ｺﾀﾞﾏ ｽﾐｵ 神奈川県 3:32:24 フルマラソン一般男子
69 171 栩川　和治 ﾄﾁｶﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 愛知県 3:33:52 フルマラソン一般男子
70 101 香山　智之 ｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 3:34:25 天白川走友会 フルマラソン一般男子
71 451 林　豊 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ 箕輪町 3:34:38 林豊税理士事務所 フルマラソン一般男子
72 374 實原　修 ｼﾞﾂﾊﾗ ｵｻﾑ 下條村 3:34:38 下條クラブ フルマラソン一般男子
73 118 寺山　透 ﾃﾗﾔﾏ ﾄｵﾙ 東京都 3:35:20 フルマラソン一般男子
74 407 田澤　龍馬 ﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ 東京都 3:36:15 かんぽ生命 フルマラソン一般男子
75 131 山口　和浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 3:36:31 コスモ フルマラソン一般男子
76 310 水間　壮彦 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹﾋｺ 愛知県 3:36:44 フルマラソン一般男子
77 332 滝澤　浩世 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾖ 伊那市 3:38:02 ＦＳ伊那　＃４ フルマラソン一般男子
78 353 城田　裕司 ｼﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:39:07 三春ＡＣ フルマラソン一般男子
79 162 宮田　佳郎 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾛｳ 東京都 3:39:16 フルマラソン一般男子
80 215 森　孝広 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 3:39:16 フルマラソン一般男子
81 124 佐野　隆志 ｻﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 3:39:35 ザ・スペース フルマラソン一般男子
82 1522 矢島　隆弘 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 松本市 3:40:04 フルマラソン一般男子
83 346 山城　健 ﾔﾏｼﾛ ﾀｹｼ 坂城町 3:40:31 長野県警察 フルマラソン一般男子
84 214 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:40:35 守谷ＲＣ フルマラソン一般男子
85 317 駒田　正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 大町市 3:41:10 フルマラソン一般男子
86 324 浅沼　和敬 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ 石川県 3:41:31 フルマラソン一般男子
87 218 野村　竜平 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 埼玉県 3:41:39 フルマラソン一般男子
88 403 目須田　良和 ﾒｽﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 飯綱町 3:42:02 フルマラソン一般男子
89 204 両角　太 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌﾄｼ 下諏訪町 3:42:32 永明中学校 フルマラソン一般男子
90 194 武士　直樹 ﾀｹｼ ﾅｵｷ 長野市 3:42:46 フルマラソン一般男子
91 435 川島　隆弘 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:43:10 フルマラソン一般男子
92 127 慶田　耕一 ｹｲﾀﾞ ｺｳｲﾁ 大阪府 3:43:14 フルマラソン一般男子
93 199 猪田　敏行 ｲﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 奈良県 3:44:07 フルマラソン一般男子
94 413 平山　昭宏 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 長野市 3:44:08 きたながのＲＣ フルマラソン一般男子
95 372 山野　貴広 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 3:44:36 フルマラソン一般男子
96 143 田中　義人 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 長野市 3:44:44 県庁高嶺倶楽部走友会 フルマラソン一般男子
97 192 岡出　伸明 ｵｶﾃﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 3:44:45 輝輝ぼうず フルマラソン一般男子
98 337 近藤　孝政 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 愛知県 3:44:56 フルマラソン一般男子
99 467 望月　宏明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｱｷ 安曇野市 3:45:38 フルマラソン一般男子

100 474 中村　礼二 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 塩尻市 3:46:07 フルマラソン一般男子
101 228 白髪　誠 ｼﾗｶﾞ ﾏｺﾄ 広島県 3:46:59 フルマラソン一般男子
102 409 鈴木　亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 東京都 3:47:03 フルマラソン一般男子
103 415 小池　広晃 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ 小諸市 3:47:11 日信工業（株） フルマラソン一般男子
104 155 丸山　和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 下諏訪町 3:47:18 チームリセット フルマラソン一般男子
105 186 勝又　佑記 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 愛知県 3:47:44 フルマラソン一般男子
106 213 田中　将也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長野市 3:47:57 フルマラソン一般男子
107 220 片岡　剣 ｶﾀｵｶ ｹﾝ 愛知県 3:48:10 フルマラソン一般男子
108 216 峯村　征宏 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 長野市 3:48:31 フルマラソン一般男子
109 182 岡澤　敬彦 ｵｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 長野市 3:49:14 篠ノ井総合病院ＲＣ フルマラソン一般男子
110 458 鈴木　慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 松本市 3:49:15 ＤＲＥＳＳ フルマラソン一般男子
111 389 藤中　智徳 ﾌｼﾞﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 3:49:47 ＤＥＮＳＯ フルマラソン一般男子
112 470 川島　雅紀 ｶﾜｼﾏ ﾏｻｷ 愛知県 3:49:49 フルマラソン一般男子
113 191 春日　憲吉 ｶｽｶﾞ ｹﾝｷﾁ 坂城町 3:49:51 三吉葡萄園 フルマラソン一般男子
114 450 鈴木　伸崇 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 愛知県 3:50:26 フルマラソン一般男子
115 299 川上　祥平 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 岐阜県 3:50:48 フルマラソン一般男子
116 306 成沢　修 ﾅﾙｻﾜ ｵｻﾑ 大町市 3:50:53 ＲＴ遠見 フルマラソン一般男子
117 390 林　卓史 ﾊﾔｼ ﾀｶﾌﾐ 岐阜県 3:51:58 フルマラソン一般男子
118 141 赤瀬　崇 ｱｶｾ ﾀｶｼ 安曇野市 3:52:24 エプソン フルマラソン一般男子
119 150 原田　知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 静岡県 3:52:50 フルマラソン一般男子
120 293 高村　克己 ﾀｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 松本市 3:53:02 フルマラソン一般男子
121 364 小林　仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 小布施町 3:53:12 ＨＫＴ５７ フルマラソン一般男子
122 455 山下　和宏 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 安曇野市 3:53:18 日邦バルブ フルマラソン一般男子
123 156 油井　克実 ﾕｲ ｶﾂﾐ 佐久穂町 3:53:23 ＲＣ佐久穂 フルマラソン一般男子
124 262 茂原　伸也 ﾓﾊﾗ ｼﾝﾔ 新潟県 3:53:32 フルマラソン一般男子
125 367 伊澤　雅晴 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 3:53:35 フルマラソン一般男子
126 473 渡辺　勇太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 富山県 3:53:49 フルマラソン一般男子
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127 358 秋山　忍 ｱｷﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 岐阜県 3:53:58 木曽町走友会 フルマラソン一般男子
128 393 木村　親久 ｷﾑﾗ ﾁｶﾋｻ 愛知県 3:54:49 フルマラソン一般男子
129 494 野寄　晃弘 ﾉﾖﾘ ﾃﾙﾋﾛ 静岡県 3:55:24 フルマラソン一般男子
130 130 宮入　祐次郎 ﾐﾔｲﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 3:55:28 宇佐美ＲＣ フルマラソン一般男子
131 386 中田　瑛一 ﾅｶﾀﾞ ｴｲｲﾁ 東京都 3:55:34 フルマラソン一般男子
132 500 大浦　修 ｵｵｳﾗ ｵｻﾑ 愛知県 3:55:56 フルマラソン一般男子
133 417 大久保　泰孝 ｵｵｸﾎﾞ ﾔｽﾀｶ 長野市 3:56:26 フルマラソン一般男子
134 1530 大森　整 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 長野市 3:56:38 フルマラソン一般男子
135 373 林　良仁 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 3:56:45 ＦＯＲＥＳＴ フルマラソン一般男子
136 495 疋田　知行 ﾋｷﾀ ﾄﾓﾕｷ 岐阜県 3:56:50 フルマラソン一般男子
137 149 大井　友浩 ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 3:56:52 花の銀杏園 フルマラソン一般男子
138 402 工藤　大介 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 群馬県 3:56:59 フルマラソン一般男子
139 313 野村　和政 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜県 3:57:04 フルマラソン一般男子
140 472 青木　聡将 ｱｵｷ ﾄｼﾏｻ 愛知県 3:57:06 フルマラソン一般男子
141 405 大石　浩平 ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 山梨県 3:57:24 フルマラソン一般男子
142 290 小杉　真之 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾕｷ 松本市 3:57:28 フルマラソン一般男子
143 356 羽田　浩司 ﾊﾀﾞ ｺｳｼﾞ 三重県 3:57:43 フルマラソン一般男子
144 1525 山下　昌宏 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 松本市 3:58:39 フルマラソン一般男子
145 445 山田　久志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｼ 小谷村 3:58:55 フルマラソン一般男子
146 377 澁谷　俊治 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾊﾙ 松本市 3:59:00 フルマラソン一般男子
147 330 尾谷　紀明 ｵﾀﾆ ﾄｼｱｷ 愛知県 3:59:07 フルマラソン一般男子
148 135 藤田　洋規 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 3:59:07 クラブＲ２中日本 フルマラソン一般男子
149 424 井口　正宏 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 箕輪町 3:59:45 ちいむもみじ フルマラソン一般男子
150 261 石橋　祐司 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 千葉県 3:59:49 フルマラソン一般男子
151 263 安部　臨太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都 4:00:12 フルマラソン一般男子
152 148 横澤　恒雄 ﾖｺｻﾜ ﾂﾈｵ 安曇野市 4:00:48 フルマラソン一般男子
153 496 真壁　裕幸 ﾏｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:01:50 フルマラソン一般男子
154 226 松本　大 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲ 長野市 4:03:41 ちーむ松本 フルマラソン一般男子
155 395 入江　達宏 ｲﾘｴ ﾀﾂﾋﾛ 鳥取県 4:04:07 フルマラソン一般男子
156 152 加藤　正博 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 4:05:30 フルマラソン一般男子
157 429 赤梅　秀隆 ｱｶｳﾒ ﾋﾃﾞﾀｶ 大町市 4:05:48 ●●傳刀組●● フルマラソン一般男子
158 184 福澤　洋 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 安曇野市 4:05:53 浦安工業 フルマラソン一般男子
159 318 矢沢　博行 ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 富士見町 4:06:29 ライト光機製作所 フルマラソン一般男子
160 190 加藤　武志 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 大阪府 4:06:55 フルマラソン一般男子
161 219 宮下　達也 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾂﾔ 東御市 4:07:04 ●ＴＭ７２● フルマラソン一般男子
162 255 押田　直輝 ｵｼﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 4:07:49 フルマラソン一般男子
163 387 松永　優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 4:08:25 フルマラソン一般男子
164 276 小玉　淳一 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:08:45 フルマラソン一般男子
165 145 山口　嘉久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 長野市 4:08:52 フルマラソン一般男子
166 397 山口　徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 塩尻市 4:09:05 フルマラソン一般男子
167 181 白石　力 ｼﾗｲｼ ｲｻﾑ 埼玉県 4:09:23 ＴＥＡＭ８１６ フルマラソン一般男子
168 464 溝脇　誠也 ﾐｿﾞﾜｷ ｾｲﾔ 岐阜県 4:09:29 フルマラソン一般男子
169 361 永田　暢之 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 富山県 4:09:46 利賀魂 フルマラソン一般男子
170 137 服部　隆充 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾐﾂ 愛知県 4:09:47 輝走倶楽部 フルマラソン一般男子
171 270 和田　忍 ﾜﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 小諸市 4:10:03 フルマラソン一般男子
172 305 勝矢　直樹 ｶﾂﾔ ﾅｵｷ 東京都 4:10:59 プルデンシャル フルマラソン一般男子
173 491 小林　勲 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 大町市 4:11:30 大塚精工 フルマラソン一般男子
174 153 宇井　知樹 ｳｲ ﾄﾓｷ 大町市 4:12:45 フルマラソン一般男子
175 457 杉本　陽太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾀ 長野市 4:12:48 フルマラソン一般男子
176 304 古田　耕治 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県 4:13:24 フルマラソン一般男子
177 398 井口　晋也 ｲｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 東京都 4:13:52 フルマラソン一般男子
178 122 福井　謙一 ﾌｸｲ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 4:14:05 アールエル＋ フルマラソン一般男子
179 158 荒井　圭樹 ｱﾗｲ ﾀﾏｷ 富山県 4:15:07 フルマラソン一般男子
180 300 モラセシリアノ　ヘロルド ﾓﾗｾｼﾘｱﾉ ﾍﾛﾙﾄﾞ 松本市 4:15:18 フルマラソン一般男子
181 383 鷹野　拓弥 ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 東京都 4:15:30 フルマラソン一般男子
182 133 窪村　良二 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 4:16:54 ランジョグ フルマラソン一般男子
183 168 遠藤　禎史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 松本市 4:18:08 フルマラソン一般男子
184 269 市川　充洋 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 安曇野市 4:18:15 松本市立病院 フルマラソン一般男子
185 252 齋藤　研祐 ｻｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 千葉県 4:18:18 Ｊ－ＰＯＷＥＲ フルマラソン一般男子
186 438 長谷川　直輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 埼玉県 4:19:03 （株）豊昇 フルマラソン一般男子
187 439 照屋　紀彦 ﾃﾙﾔ ﾉﾘﾋｺ 沖縄県 4:19:24 フルマラソン一般男子
188 483 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 千曲市 4:19:31 フルマラソン一般男子
189 283 松山　昌弘 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 長野市 4:20:03 フルマラソン一般男子
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190 421 宮澤　賢一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 原村 4:20:56 ９５イーズ フルマラソン一般男子
191 478 野口　隆行 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 新潟県 4:21:00 パリケン フルマラソン一般男子
192 1528 伊藤　将幸 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 長野市 4:22:21 フルマラソン一般男子
193 489 石倉　誠 ｲｼｸﾗ ﾏｺﾄ 埼玉県 4:22:42 本庄ベイスターズ フルマラソン一般男子
194 396 小林　竜也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 長野市 4:23:06 フルマラソン一般男子
195 406 小野澤　智之 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 塩尻市 4:23:14 ＫＣＲＣ フルマラソン一般男子
196 288 遠藤　善規 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 愛知県 4:24:32 大高ｃｒｓ フルマラソン一般男子
197 281 向後　正樹 ｺｳｺﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 4:24:38 ザ・スペース フルマラソン一般男子
198 1527 清水　雅己 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ 富山県 4:24:52 フルマラソン一般男子
199 231 小峰　明武 ｺﾐﾈ ｻﾔﾀｹ 東京都 4:25:41 ワコム フルマラソン一般男子
200 344 原　洋行 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 諏訪市 4:26:23 すわよう フルマラソン一般男子
201 239 加藤　翔也 ｶﾄｳ ｼｮｳﾔ 長野市 4:26:31 信州大学 フルマラソン一般男子
202 316 堀田　和樹 ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｷ 岐阜県 4:26:44 なべしま フルマラソン一般男子
203 217 小野　正幸 ｵﾉ ﾏｻﾕｷ 愛知県 4:26:48 フルマラソン一般男子
204 223 清水　貴之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 群馬県 4:27:56 フルマラソン一般男子
205 175 加藤　春彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 愛知県 4:28:36 ＴＥＡＭ最高美 フルマラソン一般男子
206 460 下澤　竜 ｼﾓｻﾞﾜ ﾘｭｳ 新潟県 4:28:51 フルマラソン一般男子
207 375 湯沢　英真 ﾕｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ 松本市 4:28:56 特性チーム フルマラソン一般男子
208 342 中條　晴久 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾊﾙﾋｻ 石川県 4:29:08 フルマラソン一般男子
209 382 小林　稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 大阪府 4:29:51 フルマラソン一般男子
210 308 後藤　豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 安曇野市 4:30:09 チームＡ－ＦＭ フルマラソン一般男子
211 442 瓜田　光宏 ｳﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 4:30:17 瓜田家 フルマラソン一般男子
212 203 遠山　隆幸 ﾄｵﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 松本市 4:30:31 長野日野自動車 フルマラソン一般男子
213 241 鷺坂　研吾 ｻｷﾞｻｶ ｹﾝｺﾞ 長野市 4:31:02 信州大学 フルマラソン一般男子
214 296 中村　信明 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 4:31:23 フルマラソン一般男子
215 1523 刀根川　紀夫 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾉﾘｵ 長野市 4:32:47 フルマラソン一般男子
216 323 宝蔵寺　崇 ﾎｳｿﾞｳｼﾞ ﾀｶｼ 東京都 4:33:54 フルマラソン一般男子
217 193 岡出　大輝 ｵｶﾃﾞ ﾀｲｷ 愛知県 4:34:55 輝輝ぼうず フルマラソン一般男子
218 320 河口　信洋 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 4:35:03 騎西クリニック フルマラソン一般男子
219 325 川名　信太郎 ｶﾜﾅ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 4:35:23 フルマラソン一般男子
220 441 神頭　康嘉 ｺｳｽﾞ ﾔｽﾖｼ 長野市 4:35:50 ビスケッ２ フルマラソン一般男子
221 428 下本　剛 ｼﾓﾓﾄ ﾂﾖｼ 安曇野市 4:36:30 フルマラソン一般男子
222 425 半田　篤郎 ﾊﾝﾀﾞ ｱﾂｵ 南箕輪村 4:37:20 フルマラソン一般男子
223 504 土屋　遼太郎 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野市 4:37:28 フルマラソン一般男子
224 227 早坂　大紀 ﾊﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 上田市 4:37:42 信州上小森林組合 フルマラソン一般男子
225 449 大橋　慎太郎 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 辰野町 4:37:48 フルマラソン一般男子
226 243 堀江　真太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 長野市 4:38:25 信州大学 フルマラソン一般男子
227 230 丸山　亨 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 安曇野市 4:39:17 安曇野市社協 フルマラソン一般男子
228 418 吉武　健一 ﾖｼﾀｹ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 4:39:51 フルマラソン一般男子
229 169 高倉　烈 ﾀｶｸﾗ ﾀｹｼ 東京都 4:39:55 ＡＡＢＰ フルマラソン一般男子
230 144 大河原　譲 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｽﾞﾙ 新潟県 4:40:10 アリサワＲＣ フルマラソン一般男子
231 238 馬場田　遼 ﾊﾞﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 長野市 4:40:30 信州大学 フルマラソン一般男子
232 253 太田　英暁 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 岡谷市 4:41:08 フルマラソン一般男子
233 125 小川　徹 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 兵庫県 4:41:52 オールバディ フルマラソン一般男子
234 282 竹内　聖治 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 千葉県 4:43:27 横河ブリッジ フルマラソン一般男子
235 210 一色　真 ｲｯｼｷ ﾏｺﾄ 滋賀県 4:43:56 フルマラソン一般男子
236 225 傘木　信行 ｶｻｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 大町市 4:44:22 フルマラソン一般男子
237 242 貝長　樹 ｶｲﾅｶﾞ ﾀﾂｷ 長野市 4:45:38 信州大学 フルマラソン一般男子
238 173 中村　崇宏 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 4:46:25 フルマラソン一般男子
239 280 吉良　聡 ｷﾗ ｻﾄｼ 埼玉県 4:46:43 フルマラソン一般男子
240 501 中山　藤雄 ﾅｶﾔﾏ ﾌｼﾞｵ 池田町 4:46:46 フルマラソン一般男子
241 110 黒岩　紀雄 ｸﾛｲﾜ ﾉﾘｵ 長野市 4:48:20 長野マラソンクラブ フルマラソン一般男子
242 315 八田　竜城 ﾊｯﾀ ﾕｳｷ 京都府 4:48:24 フルマラソン一般男子
243 331 島崎　明 ｼﾏｻｷ ｱｷﾗ 石川県 4:48:47 フルマラソン一般男子
244 301 荒川　広宣 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知県 4:49:12 ＭＨＫ フルマラソン一般男子
245 154 羽賀　康裕 ﾊｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 大町市 4:49:21 フルマラソン一般男子
246 189 春日　規明 ｶｽｶﾞ ﾉﾘｱｷ 上田市 4:49:55 フルマラソン一般男子
247 267 湯浅　篤 ﾕｱｻ ｱﾂｼ 神奈川県 4:51:22 フルマラソン一般男子
248 443 荒井　智 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市 4:53:11 ビスケッ２ フルマラソン一般男子
249 307 小島　寿一 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ 長野市 4:53:47 ■■チーム小島■■ フルマラソン一般男子
250 484 久我　晃太郎 ｸｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 4:54:56 東京大学 フルマラソン一般男子
251 381 中村　清彦 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾋｺ 高森町 4:55:41 フルマラソン一般男子
252 321 中島　豊 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 長野市 4:56:01 フルマラソン一般男子
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253 275 山林　数行 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 4:56:05 フルマラソン一般男子
254 200 藤樌　和也 ﾌｼﾞﾇｷ ｶｽﾞﾔ 上田市 4:56:29 フルマラソン一般男子
255 485 吉田　賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 安曇野市 4:57:32 ＲｕｎＳｏｕ１ フルマラソン一般男子
256 499 奥村　拓実 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾐ 長野市 4:58:02 信州大学大学院 フルマラソン一般男子
257 234 清水　勇輝 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 松本市 4:58:41 フルマラソン一般男子
258 314 陸川　雄太 ﾘｸｶﾜ ﾕｳﾀ 長野市 4:58:54 信州大学 フルマラソン一般男子
259 329 米屋　稔 ﾖﾈﾔ ﾐﾉﾙ 富山県 4:59:05 フルマラソン一般男子
260 497 南田　直範 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾅｵﾉﾘ 東京都 5:00:18 フルマラソン一般男子
261 392 柏崎　洸平 ｶｼﾜｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 大町市 5:01:45 フルマラソン一般男子
262 444 大川　賢輔 ｵｵｶﾜ ｹﾝｽｹ 長野市 5:03:40 ビスケッ２ フルマラソン一般男子
263 258 町田　時紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｷﾉﾘ 中野市 5:05:27 フルマラソン一般男子
264 466 今井　義昭 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ 新潟県 5:06:04 フルマラソン一般男子
265 271 津波　良太 ﾂﾊ ﾘｮｳﾀ 福岡県 5:06:27 フルマラソン一般男子
266 480 草田　崇博 ｸｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 安曇野市 5:08:11 フルマラソン一般男子
267 479 宮城　拓海 ﾐﾔｷﾞ ﾀｸﾐ 長野市 5:08:20 信州大学 フルマラソン一般男子
268 487 安田　隆広 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野市 5:12:06 フルマラソン一般男子
269 354 並木　弘介 ﾅﾐｷ ｺｳｽｹ 栃木県 5:12:12 フルマラソン一般男子
270 180 大上　創一 ｵｵｳｴ ｿｳｲﾁ 兵庫県 5:13:53 フルマラソン一般男子
271 165 長谷川　雅人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡県 5:14:54 フルマラソン一般男子
272 339 小村　啓 ｺﾑﾗ ﾋﾗｸ 愛知県 5:15:10 名古屋大学 フルマラソン一般男子
273 453 宗近　栄治 ﾑﾈﾁｶ ｴｲｼﾞ 愛知県 5:15:40 旭サナック フルマラソン一般男子
274 163 柳澤　要人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅﾒ 長野市 5:16:27 鹿教湯病院 フルマラソン一般男子
275 1521 岡山　永遠 ｵｶﾔﾏ ﾄﾜ 大町市 5:17:58 フルマラソン一般男子
276 456 山岸　直人 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵﾄ 須坂市 5:18:00 フルマラソン一般男子
277 376 林　經洋 ﾘﾝ ﾁﾝﾔﾝ 新潟県 5:18:11 フルマラソン一般男子
278 250 中村　優也 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 神奈川県 5:18:44 フルマラソン一般男子
279 287 中山　玲大 ﾅｶﾔﾏ ﾚｵ 長野市 5:19:08 フルマラソン一般男子
280 419 菊池　優 ｷｸﾁ ﾏｻﾙ 佐久市 5:21:28 フルマラソン一般男子
281 183 柴田　茂男 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｵ 安曇野市 5:23:43 フルマラソン一般男子
282 151 山本　雄彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋｺ 小川村 5:24:01 フルマラソン一般男子
283 481 百瀬　隆生 ﾓﾓｾ ﾀｶｵ 安曇野市 5:24:20 フルマラソン一般男子
284 427 冨岡　浩文 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 5:25:45 フルマラソン一般男子
285 277 呉羽　真宏 ｸﾚﾊ ﾏｻﾋﾛ 小布施町 5:26:51 フルマラソン一般男子
286 462 山田　義大 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 5:28:01 フルマラソン一般男子
287 1551 竹松　俊明 ﾀｹﾏﾂ ﾄｼｱｷ 松本市 5:28:40 フルマラソン一般男子
288 465 遠藤　慎也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 東京都 5:29:05 フルマラソン一般男子
289 404 宮尾　周平 ﾐﾔｵ ｼｭｳﾍｲ 長野市 5:29:39 フルマラソン一般男子
290 1526 越　和幸 ｺｼ ｶｽﾞﾕｷ 千曲市 5:29:43 フルマラソン一般男子
291 420 大澤　健太郎 ｵｵｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 5:30:02 健太郎 フルマラソン一般男子
292 245 関原　大輔 ｾｷﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 5:30:41 信州大学 フルマラソン一般男子
293 195 湯本　嘉一 ﾕﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 長野市 5:32:04 フレックジャパン フルマラソン一般男子
294 285 吉沢　雄 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 佐久市 5:32:13 フルマラソン一般男子
295 369 池田　義隆 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 長野市 5:32:45 フルマラソン一般男子
296 410 加藤　知紀 ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 長野市 5:33:07 テララボ フルマラソン一般男子
297 102 徳永　健一 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 千曲市 5:37:21 千曲市陸協 フルマラソン一般男子
298 475 花井　敦 ﾊﾅｲ ｱﾂｼ 長野市 5:38:59 信州大学 フルマラソン一般男子
299 388 塚本　康司 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 愛知県 5:40:22 フルマラソン一般男子
300 244 工藤　貴裕 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 長野市 5:43:49 信州大学 フルマラソン一般男子
301 486 小原　悠 ｵﾊﾗ ﾋﾛｼ 上田市 5:44:10 フルマラソン一般男子
302 251 武村　雅史 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻｼ 愛知県 5:49:00 フルマラソン一般男子
303 490 大野　宏輔 ｵｵﾉ ｺｳｽｹ 長野市 5:53:00 フルマラソン一般男子
304 423 有田　一貴 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ 長野市 5:53:05 テララボ フルマラソン一般男子
305 309 加藤　亮 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 5:58:50 フルマラソン一般男子
306 333 駒場　智幸 ｺﾏﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 長野市 5:59:43 フルマラソン一般男子
307 236 池田　紘生 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 長野市 6:00:22 信州大学 フルマラソン一般男子
308 493 関口　裕孝 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 6:02:57 フルマラソン一般男子
309 237 中川　暁登 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾄ 長野市 6:02:59 信州大学 フルマラソン一般男子
310 240 仲村　友甫 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 長野市 6:09:13 信州大学 フルマラソン一般男子

1 922 中富　肇 ﾅｶﾄﾐ ﾊｼﾞﾒ 富山県 2:55:39 ファリーヌ フルマラソン壮年男子５０歳代
2 708 宮沢　浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 長野市 2:58:20 北野ＪＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
3 701 芦川　茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 3:01:46 ハクラクＡＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
4 826 石原　忠 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 東御市 3:03:48 ミネベアミツミ フルマラソン壮年男子５０歳代
5 705 元木　克幸 ﾓﾄｷ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:04:17 土地家屋調査士 フルマラソン壮年男子５０歳代
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6 973 寺沢　真 ﾃﾗｻﾜ ﾏｺﾄ 松本市 3:08:56 アミノ長野 フルマラソン壮年男子５０歳代
7 943 原　一茂 ﾊﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 岐阜県 3:09:06 フルマラソン壮年男子５０歳代
8 715 玉木　良和 ﾀﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ 三重県 3:17:34 フルマラソン壮年男子５０歳代
9 800 菅田　寛 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 松本市 3:17:59 フルマラソン壮年男子５０歳代

10 726 青木　鉄男 ｱｵｷ ﾃﾂｵ 東京都 3:19:32 深川ランナーズ フルマラソン壮年男子５０歳代
11 809 稲川　和博 ｲﾅｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 3:21:10 イナリワン フルマラソン壮年男子５０歳代
12 804 門野　啓一郎 ｶﾄﾞﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ 安曇野市 3:24:54 フルマラソン壮年男子５０歳代
13 712 小林　敏明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 小諸市 3:25:36 岩村田ＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
14 864 藤見　武 ﾌｼﾞﾐ ﾀｹｼ 静岡県 3:25:37 フルマラソン壮年男子５０歳代
15 975 松本　聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 白馬村 3:27:06 楽ぴー フルマラソン壮年男子５０歳代
16 724 小田切　一浩 ｺﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 宮田村 3:27:07 ちいむもみじ フルマラソン壮年男子５０歳代
17 825 鈴木　高志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 岐阜県 3:27:55 ぶーちゃんず フルマラソン壮年男子５０歳代
18 987 武久　泰夫 ﾀｹﾋｻ ﾔｽｵ 松本市 3:28:25 南信工科短期大学校 フルマラソン壮年男子５０歳代
19 806 関　義行 ｾｷ ﾖｼﾕｷ 中野市 3:28:50 コシナ フルマラソン壮年男子５０歳代
20 832 小澤　正敬 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 松本市 3:30:56 松本市立病院 フルマラソン壮年男子５０歳代
21 707 関田　亮一 ｾｷﾀ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 3:34:30 東京陸協 フルマラソン壮年男子５０歳代
22 848 後藤　拓巳 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 箕輪町 3:35:52 ＨＯＹＡ フルマラソン壮年男子５０歳代
23 775 青井　正之 ｱｵｲ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:36:35 （株）ジェイエルエヌ フルマラソン壮年男子５０歳代
24 861 池上　徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 3:37:01 義勇海運 フルマラソン壮年男子５０歳代
25 709 上岡　健志 ｶﾐｵｶ ﾀｹｼ 松本市 3:37:11 長野マラソンクラブ フルマラソン壮年男子５０歳代
26 778 百瀬　陽敏 ﾓﾓｾ ﾊﾙﾄｼ 松本市 3:37:19 チームエンデバー フルマラソン壮年男子５０歳代
27 909 須磨　政幸 ｽﾏ ﾏｻﾕｷ 石川県 3:39:21 北陸電気保安協会 フルマラソン壮年男子５０歳代
28 924 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 千曲市 3:39:42 ＨＳＤ フルマラソン壮年男子５０歳代
29 757 高野　哲浩 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ 飯綱町 3:39:42 リーガルサポート フルマラソン壮年男子５０歳代
30 957 前田　仁志 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 愛知県 3:40:09 ＣＲＳ フルマラソン壮年男子５０歳代
31 936 米川　博 ﾖﾈｶﾜ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:40:11 フルマラソン壮年男子５０歳代
32 916 岩嵜　武彦 ｲﾜｻｷ ﾀｹﾋｺ 大阪府 3:40:12 フルマラソン壮年男子５０歳代
33 706 伊藤　健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:40:34 フルマラソン壮年男子５０歳代
34 798 中舘　文也 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾌﾐﾔ 伊那市 3:41:43 フルマラソン壮年男子５０歳代
35 754 掛川　巌 ｶｹｶﾞﾜ ｲﾜｵ 長野市 3:42:01 富士通 フルマラソン壮年男子５０歳代
36 942 上田　真二 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 3:42:03 豊田鉄工 フルマラソン壮年男子５０歳代
37 716 山浦　昭男 ﾔﾏｳﾗ ｱｷｵ 長野市 3:43:37 北長野ランニング フルマラソン壮年男子５０歳代
38 881 中野　要 ﾅｶﾉ ｶﾅﾒ 石川県 3:43:41 フルマラソン壮年男子５０歳代
39 713 久保田　雅志 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 長野市 3:44:26 青木島乙 フルマラソン壮年男子５０歳代
40 897 七條　浩二 ｼﾁｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:44:31 フルマラソン壮年男子５０歳代
41 894 角田　淳 ﾂﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 3:45:00 フルマラソン壮年男子５０歳代
42 915 滝山　晋 ﾀｷﾔﾏ ｽｽﾑ 東京都 3:46:04 フルマラソン壮年男子５０歳代
43 703 古澤　広則 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 3:47:20 東京陸協 フルマラソン壮年男子５０歳代
44 755 神谷　勝己 ｶﾐﾔ ｶﾂﾐ 塩尻市 3:47:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
45 762 伊東　信行 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 3:49:05 フルマラソン壮年男子５０歳代
46 944 藤掛　伸二 ﾌｼﾞｶｹ ｼﾝｼﾞ 茨城県 3:49:33 富士電機 フルマラソン壮年男子５０歳代
47 783 花岡　裕之 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾕｷ 小諸市 3:49:53 フルマラソン壮年男子５０歳代
48 910 小川原　均 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 安曇野市 3:50:05 弟子と師匠 フルマラソン壮年男子５０歳代
49 980 金児　文夫 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ 長野市 3:50:39 フルマラソン壮年男子５０歳代
50 777 佐藤　岳 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 3:51:34 華齢道場 フルマラソン壮年男子５０歳代
51 876 下條　広行 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 長野市 3:52:05 信州トレマン フルマラソン壮年男子５０歳代
52 714 清水　義明 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ 埼玉県 3:52:18 フルマラソン壮年男子５０歳代
53 744 木下　敏 ｷｼﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 3:52:23 フルマラソン壮年男子５０歳代
54 886 稲畑　勝太郎 ｲﾅﾊﾞﾀ ｶﾂﾀﾛｳ 兵庫県 3:52:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
55 918 藤井　泰久 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋｻ 富山県 3:53:14 ハナビシＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
56 989 林　克行 ﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:53:17 うさおＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
57 743 雨宮　秀寿 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾋｻ 愛知県 3:53:52 株式会社雨宮 フルマラソン壮年男子５０歳代
58 731 正村　秀樹 ﾏｻﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 松本市 3:54:02 アミノＺＥＲＯ フルマラソン壮年男子５０歳代
59 741 平沢　哲哉 ﾋﾗｻﾜ ﾃﾂﾔ 山梨県 3:54:11 ポトスＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
60 750 高島　哲也 ﾀｶｼﾏ ﾃﾂﾔ 長野市 3:54:17 信州トレマン フルマラソン壮年男子５０歳代
61 923 北村　等 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 滋賀県 3:54:18 フルマラソン壮年男子５０歳代
62 960 木村　良紀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 大町市 3:54:25 倉品組 フルマラソン壮年男子５０歳代
63 836 阿部　敏典 ｱﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 東京都 3:54:27 フルマラソン壮年男子５０歳代
64 908 久保田　晃明 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾙｱｷ 大町市 3:54:50 東松原北 フルマラソン壮年男子５０歳代
65 791 高梨　真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ 愛知県 3:54:58 フルマラソン壮年男子５０歳代
66 841 三浦　恭嗣 ﾐｳﾗ ﾔｽｼ 愛知県 3:55:00 フルマラソン壮年男子５０歳代
67 979 岩城　耕一郎 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:55:15 フルマラソン壮年男子５０歳代
68 869 久保　善衛 ｸﾎﾞ ﾖｼｴ 群馬県 3:55:21 甘楽ベイスターズ フルマラソン壮年男子５０歳代
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69 879 道徳　桂 ﾄﾞｳﾄｸ ｶﾂﾗ 富山県 3:55:45 富山県職員 フルマラソン壮年男子５０歳代
70 821 篠崎　正朗 ｼﾉｻﾞｷ ｾｲﾛｳ 東京都 3:55:52 富士電機 フルマラソン壮年男子５０歳代
71 1536 小原　卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 3:56:04 フルマラソン壮年男子５０歳代
72 847 山本　泰弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 白馬村 3:56:06 フルマラソン壮年男子５０歳代
73 828 藤井　教夫 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ 京都府 3:56:13 フルマラソン壮年男子５０歳代
74 871 斉藤　秀明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 3:56:19 フルマラソン壮年男子５０歳代
75 723 玉村　孝雄 ﾀﾏﾑﾗ ﾕｷｵ 埼玉県 3:56:37 上州アスリート フルマラソン壮年男子５０歳代
76 981 坂下　和彦 ｻｶｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ 上田市 3:56:39 （ｏ゜▽゜） フルマラソン壮年男子５０歳代
77 919 谷口　健一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 富山県 3:56:46 関西電力 フルマラソン壮年男子５０歳代
78 968 勝家　隆 ｶﾂﾔ ﾀｶｼ 松本市 3:57:21 フルマラソン壮年男子５０歳代
79 807 岸田　隆 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ 飯山市 3:57:27 森と木 フルマラソン壮年男子５０歳代
80 745 宮野　太郎 ﾐﾔﾉ ﾀﾛｳ 富山県 3:57:47 フルマラソン壮年男子５０歳代
81 818 新谷　太 ｼﾝﾀﾆ ﾀﾞｲ 愛知県 3:57:57 フルマラソン壮年男子５０歳代
82 885 山本　勝哉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 白馬村 3:57:57 チーム田園詩 フルマラソン壮年男子５０歳代
83 913 中林　寛明 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 三重県 3:58:13 フルマラソン壮年男子５０歳代
84 984 黒島　幹広 ｸﾛｼﾏ ﾐｷﾋﾛ 長野市 3:58:22 ぽさＲＵＮ フルマラソン壮年男子５０歳代
85 952 原田　直弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 長野市 3:58:27 フルマラソン壮年男子５０歳代
86 746 大平　栄二 ｵｵﾋﾗ ｴｲｼﾞ 上田市 3:58:39 ＭＡＫＩＳＥＮ フルマラソン壮年男子５０歳代
87 883 田切　宏美 ﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾐ 高森町 3:58:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
88 805 野村　泰 ﾉﾑﾗ ﾔｽｼ 山口県 3:59:13 萩令和マ―カス フルマラソン壮年男子５０歳代
89 904 松村　剛 ﾏﾂﾑﾗ ﾂﾖｼ 大阪府 3:59:48 大阪刀根山ＭＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
90 742 村瀬　吉孝 ﾑﾗｾ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:59:53 ＡＢＣＲ フルマラソン壮年男子５０歳代
91 761 園田　ハル ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙ 神奈川県 4:02:22 フルマラソン壮年男子５０歳代
92 771 沢崎　立雄 ｻﾜｻｷ ﾀﾂｵ 富士見町 4:03:10 フルマラソン壮年男子５０歳代
93 756 仁田　晃司 ﾆｯﾀ ｺｳｼﾞ 安曇野市 4:04:10 フルマラソン壮年男子５０歳代
94 838 磯部　謙二 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 4:04:36 フルマラソン壮年男子５０歳代
95 844 浜　成一 ﾊﾏ ｾｲｲﾁ 下諏訪町 4:05:27 ウェルハートおかや フルマラソン壮年男子５０歳代
96 988 佐々木　偉克 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶﾂ 神奈川県 4:05:58 ソラシドエア フルマラソン壮年男子５０歳代
97 903 岡本　貴夫 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県 4:08:22 フルマラソン壮年男子５０歳代
98 931 西田　鉄郎 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 4:10:04 東京精密 フルマラソン壮年男子５０歳代
99 704 松岡　茂樹 ﾏﾂｵｶ ｼｹﾞｷ 埼玉県 4:10:22 ＭＫＤフレンズ フルマラソン壮年男子５０歳代

100 768 金田　富夫 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾐｵ 兵庫県 4:11:01 フルマラソン壮年男子５０歳代
101 850 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 愛知県 4:11:44 尾張サイクルクラブ フルマラソン壮年男子５０歳代
102 949 上原　大司 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞ 上田市 4:11:55 長野計器 フルマラソン壮年男子５０歳代
103 857 なつはら　ひろあき ﾅﾂﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 京都府 4:12:19 フルマラソン壮年男子５０歳代
104 770 小笠原　博之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ 松本市 4:13:32 コトブキ フルマラソン壮年男子５０歳代
105 934 越野　勝美 ｺｼﾉ ｶﾂﾐ 長野市 4:13:56 ドコモ フルマラソン壮年男子５０歳代
106 970 山本　淳 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:14:01 株式会社タンデム フルマラソン壮年男子５０歳代
107 739 生田　智昭 ｲｸﾀ ﾄﾓｱｷ 松川村 4:14:11 チームリセット フルマラソン壮年男子５０歳代
108 977 北村　幸一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 千曲市 4:14:25 ■■不二越機械■■ フルマラソン壮年男子５０歳代
109 959 溝口　保之 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 富山県 4:16:10 フルマラソン壮年男子５０歳代
110 837 須賀　浩 ｽｶ ﾋﾛｼ 群馬県 4:16:53 フルマラソン壮年男子５０歳代
111 853 佐野　正和 ｻﾉ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 4:16:57 フルマラソン壮年男子５０歳代
112 878 安江　誠 ﾔｽｴ ﾏｺﾄ 岐阜県 4:17:09 フルマラソン壮年男子５０歳代
113 812 一志　政彰 ｲｯｼ ﾏｻｱｷ 神奈川県 4:17:54 フルマラソン壮年男子５０歳代
114 985 南川　三千浩 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ 福井県 4:18:01 一期一会 フルマラソン壮年男子５０歳代
115 767 星野　浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ 静岡県 4:18:33 フルマラソン壮年男子５０歳代
116 811 冨岡　秀和 ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野市 4:18:49 長澤塾長野支部 フルマラソン壮年男子５０歳代
117 721 吉崎　ひろし ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 奈良県 4:19:08 バンジョー走者の会 フルマラソン壮年男子５０歳代
118 874 杉山　順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:19:11 フルマラソン壮年男子５０歳代
119 990 小林　岳 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸ 白馬村 4:19:22 楽ピィピー フルマラソン壮年男子５０歳代
120 993 松村　幸喜 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｷ 三重県 4:19:26 フルマラソン壮年男子５０歳代
121 815 伊藤　正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 小布施町 4:19:45 信州トレマン フルマラソン壮年男子５０歳代
122 799 菊地　靖 ｷｸﾁ ﾔｽｼ 愛知県 4:19:49 リップル フルマラソン壮年男子５０歳代
123 890 落合　浩一 ｵﾁｱｲ ｺｳｲﾁ 安曇野市 4:20:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
124 982 髙野　広 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 石川県 4:22:55 紗希紗英晃大 フルマラソン壮年男子５０歳代
125 776 明戸　直隆 ｱｹﾄ ﾅｵﾀｶ 群馬県 4:23:57 チーム・ラビッツ フルマラソン壮年男子５０歳代
126 854 大西　賢一 ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 4:25:07 フルマラソン壮年男子５０歳代
127 939 矢田　真介 ﾔﾀ ｼﾝｽｹ 神奈川県 4:25:25 フルマラソン壮年男子５０歳代
128 833 大家　充一 ｵｵｲｴ ｼﾞｭｳｲﾁ 愛知県 4:25:37 コマツＮＴＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
129 992 清水　昭年 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾄｼ 愛知県 4:25:56 フルマラソン壮年男子５０歳代
130 927 岩瀬　正和 ｲﾜｾ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 4:25:57 幸田体力向上会 フルマラソン壮年男子５０歳代
131 780 加藤　伸二 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ 愛知県 4:26:01 Ｒストーンズ フルマラソン壮年男子５０歳代
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132 937 唐澤　利文 ｶﾗｻﾜ ﾄｼﾌﾐ 辰野町 4:27:02 フルマラソン壮年男子５０歳代
133 840 西部　秀久 ﾆｼﾌﾞ ﾋﾃﾞﾋｻ 岐阜県 4:27:04 フルマラソン壮年男子５０歳代
134 727 柳澤　潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野市 4:27:23 長野運送 フルマラソン壮年男子５０歳代
135 941 吉本　智 ﾖｼﾓﾄ ｻﾄｼ 兵庫県 4:28:24 フルマラソン壮年男子５０歳代
136 866 高野　義規 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 安曇野市 4:30:03 フルマラソン壮年男子５０歳代
137 849 島田　勝人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 茅野市 4:30:17 フルマラソン壮年男子５０歳代
138 929 浅野　克則 ｱｻﾉ ｶﾂﾉﾘ 軽井沢町 4:31:11 八ヶ岳クラブ フルマラソン壮年男子５０歳代
139 824 津田　賢二 ﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:33:07 はやお農園 フルマラソン壮年男子５０歳代
140 963 柴田　礼史 ｼﾊﾞﾀ ﾚｲｼ 白馬村 4:33:22 フルマラソン壮年男子５０歳代
141 753 栗原　章浩 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 松川町 4:34:22 フルマラソン壮年男子５０歳代
142 782 吉田　一美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 栃木県 4:34:47 下野ＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
143 752 山田　基幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 長野市 4:36:17 フルマラソン壮年男子５０歳代
144 787 小川　郁夫 ｵｶﾞﾜ ｲｸｵ 奈良県 4:37:12 杉小屋 フルマラソン壮年男子５０歳代
145 964 小鹿　恭紀 ｺｼﾞｶ ﾔｽﾉﾘ 岐阜県 4:37:33 １３８ラン フルマラソン壮年男子５０歳代
146 794 清野　耕司 ｷﾖﾉ ｺｳｼﾞ 兵庫県 4:39:46 チームＴＫＢ フルマラソン壮年男子５０歳代
147 730 斎藤　康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 4:40:11 フルマラソン壮年男子５０歳代
148 1531 高野　雄市 ﾀｶﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 4:40:14 ＴＦＪトレイル フルマラソン壮年男子５０歳代
149 817 佐藤　輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 長野市 4:40:57 千広建設ＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
150 829 太田　博久 ｵｵﾀ ﾋﾛﾋｻ 岡谷市 4:41:08 フルマラソン壮年男子５０歳代
151 893 長坂　秀也 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾃﾞﾔ 伊那市 4:42:09 フルマラソン壮年男子５０歳代
152 747 金山　幸司 ｶﾅﾔﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 4:43:35 ＧＷ フルマラソン壮年男子５０歳代
153 845 有賀　清仁 ｱﾙｶﾞ ｷﾖﾋﾄ 山梨県 4:43:50 フルマラソン壮年男子５０歳代
154 1532 山嵜　博之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 長野市 4:46:17 長坂バロック株式会社 フルマラソン壮年男子５０歳代
155 899 安田　敏浩 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 4:47:23 フルマラソン壮年男子５０歳代
156 976 宮田　俊一 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝｲﾁ 松川村 4:47:27 フルマラソン壮年男子５０歳代
157 926 篠川　徹太郎 ｼﾉｶﾜ ﾃﾂﾀﾛｳ 神奈川県 4:48:17 横浜緑走友会 フルマラソン壮年男子５０歳代
158 956 中井　康裕 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ 長野市 4:48:34 フルマラソン壮年男子５０歳代
159 930 渡辺　親一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 4:48:39 村田機械 フルマラソン壮年男子５０歳代
160 795 小林　慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 東京都 4:49:13 フルマラソン壮年男子５０歳代
161 991 徳永　洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 長野市 4:49:33 駝鳥倶楽部 フルマラソン壮年男子５０歳代
162 816 小泉　守 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾓﾙ 埼玉県 4:51:04 小川ＳＳＵ フルマラソン壮年男子５０歳代
163 884 河野　欣 ｺｳﾉ ﾔｽｼ 愛知県 4:52:16 フルマラソン壮年男子５０歳代
164 892 星野　新吾 ﾎｼﾉ ｼﾝｺﾞ 愛知県 4:54:05 ひろＪＯＧ フルマラソン壮年男子５０歳代
165 827 田中　利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 4:55:09 フルマラソン壮年男子５０歳代
166 865 佐藤　隆一 ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 4:55:21 フルマラソン壮年男子５０歳代
167 751 天野　國男 ｱﾏﾉ ｸﾆｵ 愛知県 4:55:38 ラン二ングストーンズ フルマラソン壮年男子５０歳代
168 920 跡部　淳一 ｱﾄﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 4:56:00 フルマラソン壮年男子５０歳代
169 788 田多井　健介 ﾀﾀｲ ｹﾝｽｹ 松本市 4:57:10 株式会社　田多井薬局 フルマラソン壮年男子５０歳代
170 796 三角　洋象 ﾐｽﾐ ﾖｳｿﾞｳ 松本市 4:57:19 フルマラソン壮年男子５０歳代
171 917 永島　喜則 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 軽井沢町 4:58:58 Ｔｅａｍ　ＫＧＳ フルマラソン壮年男子５０歳代
172 875 平原　泰広 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 4:59:26 フルマラソン壮年男子５０歳代
173 839 宮坂　清 ﾐﾔｻｶ ｷﾖｼ 伊那市 5:03:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
174 950 臼井　正昭 ｳｽｲ ﾏｻｱｷ 長野市 5:04:22 信州トレマン フルマラソン壮年男子５０歳代
175 880 中澤　明洋 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 長野市 5:04:54 フルマラソン壮年男子５０歳代
176 728 湯本　高章 ﾕﾓﾄ ﾀｶｱｷ 長野市 5:06:50 加藤広之陸上部 フルマラソン壮年男子５０歳代
177 830 帶金　康祐 ｵﾋﾞｶﾈ ﾔｽｽｹ 松川村 5:06:50 帶金司法書士事務所 フルマラソン壮年男子５０歳代
178 933 青木　誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 松本市 5:08:31 フルマラソン壮年男子５０歳代
179 948 堤　則昭 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｱｷ 白馬村 5:08:51 親子ネット長野 フルマラソン壮年男子５０歳代
180 843 田中　英二 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 愛知県 5:09:14 フルマラソン壮年男子５０歳代
181 785 内田　敏光 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 埼玉県 5:12:20 フルマラソン壮年男子５０歳代
182 911 服部　豊 ﾊｯﾄﾘ ﾕﾀｶ 愛知県 5:14:20 ＧＯＡＨＥＡＤ フルマラソン壮年男子５０歳代
183 896 川村　政一 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 石川県 5:14:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
184 772 越後　清志 ｴﾁｺﾞ ｷﾖｼ 東京都 5:14:46 魔水走遊会 フルマラソン壮年男子５０歳代
185 773 三村　輝夫 ﾐﾑﾗ ﾃﾙｵ 塩尻市 5:15:33 梯子８１小隊 フルマラソン壮年男子５０歳代
186 882 土田　正仁 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 東京都 5:15:57 内藤新宿３００ フルマラソン壮年男子５０歳代
187 945 土倉　浩一 ﾂﾁｸﾗ ｺｳｲﾁ 石川県 5:16:37 フルマラソン壮年男子５０歳代
188 958 相古　和裕 ｿｳｺ ｶｽﾞﾋﾛ 石川県 5:17:24 フルマラソン壮年男子５０歳代
189 852 此村　高一郎 ｺﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 白馬村 5:18:25 フルマラソン壮年男子５０歳代
190 733 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 松本市 5:19:04 フルマラソン壮年男子５０歳代
191 846 山木　清孝 ﾔﾏｷ ｷﾖﾀｶ 東京都 5:19:18 みなみ野中学校 フルマラソン壮年男子５０歳代
192 820 山本　亨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 塩尻市 5:20:15 社労士法人アンカー フルマラソン壮年男子５０歳代
193 851 野々村　晋也 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾝﾔ 東京都 5:20:52 フルマラソン壮年男子５０歳代
194 784 高橋　哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 埼玉県 5:24:18 フルマラソン壮年男子５０歳代
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195 797 井原　通夫 ｲﾊﾗ ﾐﾁｵ 安曇野市 5:26:07 松本美須々 フルマラソン壮年男子５０歳代
196 972 池袋　寿也 ｲｹﾌﾞｸﾛ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 5:27:47 フルマラソン壮年男子５０歳代
197 769 宮原　茂男 ﾐﾔﾊﾗ ｼｹﾞｵ 千葉県 5:29:26 フルマラソン壮年男子５０歳代
198 855 津金　辰男 ﾂｶﾞﾈ ﾀﾂｵ 中野市 5:29:37 エフバイエー中野 フルマラソン壮年男子５０歳代
199 965 北條　智久 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋｻ 東京都 5:32:21 フルマラソン壮年男子５０歳代
200 971 丸山　弘志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 安曇野市 5:34:48 フルマラソン壮年男子５０歳代
201 790 小林　克行 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 千葉県 5:36:24 かりん国際知財事務所 フルマラソン壮年男子５０歳代
202 961 杉山　弘恭 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ 岐阜県 5:37:43 フルマラソン壮年男子５０歳代
203 819 中村　勇 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ 茅野市 5:38:31 フルマラソン壮年男子５０歳代
204 962 田見　保 ﾀﾐ ﾀﾓﾂ 安曇野市 5:38:42 フルマラソン壮年男子５０歳代
205 888 赤田　弥寿文 ｱｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 池田町 5:39:07 鉄の料理人 フルマラソン壮年男子５０歳代
206 905 渡辺　信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 長野市 5:40:24 フルマラソン壮年男子５０歳代
207 953 菊地　昭一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ 長野市 5:41:23 きたながのＲＣ フルマラソン壮年男子５０歳代
208 789 宮入　洋一 ﾐﾔｲﾘ ﾖｳｲﾁ 千曲市 5:42:17 フルマラソン壮年男子５０歳代
209 898 中村　拓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 三重県 5:44:22 フルマラソン壮年男子５０歳代
210 813 板垣　周助 ｲﾀｶﾞｷ ｼｭｳｽｹ 長野市 5:44:38 フルマラソン壮年男子５０歳代
211 759 岡田　稔 ｵｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ 南箕輪村 5:45:29 ー舞台照明研究家ー フルマラソン壮年男子５０歳代
212 766 船着　裕史 ﾌﾅﾂｷ ﾋﾛｼ 安曇野市 5:45:56 信州伴走伴歩協会 フルマラソン壮年男子５０歳代
213 921 佐藤　裕彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ 上田市 5:46:27 フルマラソン壮年男子５０歳代
214 765 内川　昭夫 ｳﾁｶﾜ ｱｷｵ 白馬村 5:47:18 フルマラソン壮年男子５０歳代
215 877 坂本　靖 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｼ 石川県 5:50:13 ｔｅａｍＴＡＸ フルマラソン壮年男子５０歳代
216 786 小阪　明 ｺｻｶ ｱｷﾗ 兵庫県 5:52:09 チームなんくるないさ フルマラソン壮年男子５０歳代
217 946 海原　信彦 ｳﾐﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 長野市 5:53:55 フルマラソン壮年男子５０歳代
218 856 竹内　昭仁 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾋﾄ 富山県 5:55:07 フルマラソン壮年男子５０歳代
219 867 鳥山　等 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 愛知県 5:56:17 フルマラソン壮年男子５０歳代
220 974 齊藤　千春 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 埼玉県 5:58:55 フルマラソン壮年男子５０歳代
221 729 堀田　徹 ﾎｯﾀ 富山県 6:05:03 新富観光 フルマラソン壮年男子５０歳代
222 737 仁科　伸一郎 ﾆｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大町市 6:06:52 フルマラソン壮年男子５０歳代
223 928 佐藤　忠明 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ 長野市 6:09:16 フルマラソン壮年男子５０歳代
224 906 武藤　泰樹 ﾑﾄｳ ﾔｽｷ 神奈川県 6:09:36 フルマラソン壮年男子５０歳代

1 1227 宮下　弘文 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県 3:18:06 フルマラソン壮年男子６０歳代
2 1107 白井　敬二 ｼﾗｲ ｹｲｼﾞ 神奈川県 3:26:39 藤沢陸協 フルマラソン壮年男子６０歳代
3 1203 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 長野市 3:34:08 日本無線 フルマラソン壮年男子６０歳代
4 1135 中澤　昌久 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｻ 松本市 3:34:36 チームのこのこ フルマラソン壮年男子６０歳代
5 1103 井上　毅之 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 山梨県 3:36:34 都留アスリート倶楽部 フルマラソン壮年男子６０歳代
6 1142 木村　公男 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ 長野市 3:36:35 チーム絶好調！ フルマラソン壮年男子６０歳代
7 1170 桐山　一彦 ｷﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 岐阜県 3:37:10 フルマラソン壮年男子６０歳代
8 1191 伊藤　豊 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県 3:46:10 フルマラソン壮年男子６０歳代
9 1175 奥田　章彦 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 3:47:30 フルマラソン壮年男子６０歳代

10 1104 宮内　裕之 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 3:48:01 安城快足ＡＣ フルマラソン壮年男子６０歳代
11 1195 谷口　憲弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾛ 石川県 3:51:24 フルマラソン壮年男子６０歳代
12 1208 小林　智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 3:51:46 サラダバーズ フルマラソン壮年男子６０歳代
13 1192 田中　慶夫 ﾀﾅｶ ｹｲｵ 高知県 3:51:55 高知市消防団 フルマラソン壮年男子６０歳代
14 1141 松井　信雄 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞｵ 東京都 3:52:38 フルマラソン壮年男子６０歳代
15 1139 亀本　光生 ｶﾒﾓﾄ ﾐﾂｵ 愛知県 3:53:16 Ｄａｎｋｅ フルマラソン壮年男子６０歳代
16 1178 田中　公司 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都 3:53:53 フルマラソン壮年男子６０歳代
17 1222 勝谷　卓司 ｶﾂﾀﾆ ﾀｸｼﾞ 東京都 3:54:05 目白小春一家 フルマラソン壮年男子６０歳代
18 1164 木村　章平 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 新潟県 3:55:12 フルマラソン壮年男子６０歳代
19 1248 小林　要 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾒ 池田町 3:55:29 かめはうす フルマラソン壮年男子６０歳代
20 1196 たかはし　きよかず ﾀｶﾊｼ ｷﾖｶｽﾞ 神奈川県 3:55:29 内藤新宿３００ フルマラソン壮年男子６０歳代
21 1234 村山　清治 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 千曲市 3:56:29 フルマラソン壮年男子６０歳代
22 1233 池田　正男 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ 長野市 3:56:57 フルマラソン壮年男子６０歳代
23 1201 河瀬　守 ｶﾜｾ ﾏﾓﾙ 愛知県 3:57:09 部品技術情報部 フルマラソン壮年男子６０歳代
24 1183 栁澤　俊文 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾌﾐ 長野市 3:57:10 フルマラソン壮年男子６０歳代
25 1221 萩原　憲治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 松本市 3:58:03 フルマラソン壮年男子６０歳代
26 1120 内河　誠 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 上田市 3:58:53 フルマラソン壮年男子６０歳代
27 1224 本田　守 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ 愛知県 3:59:00 芦屋浜アスリート フルマラソン壮年男子６０歳代
28 1550 丸山　純生 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｵ 大町市 3:59:15 北アルプス広域連合 フルマラソン壮年男子６０歳代
29 1151 宮澤　秀樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長野市 3:59:16 フルマラソン壮年男子６０歳代
30 1149 樽田　サブ ﾀﾙﾀ ｻﾌﾞ 長野市 3:59:29 フルマラソン壮年男子６０歳代
31 1102 大井　尚紀 ｵｵｲ ﾅｵｷ 坂城町 3:59:59 ＨＩＯＫＩ フルマラソン壮年男子６０歳代
32 1213 新井　保好 ｱﾗｲ ﾔｽﾖｼ 群馬県 4:05:32 藤岡市ゆっくり走ろう フルマラソン壮年男子６０歳代
33 1223 山田　勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 大町市 4:09:17 フルマラソン壮年男子６０歳代
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34 1160 苅宿　定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ 埼玉県 4:10:15 フルマラソン壮年男子６０歳代
35 1189 久保　哲 ｸﾎﾞ ﾃﾂ 山梨県 4:10:30 新生もぐちゃん フルマラソン壮年男子６０歳代
36 1138 津田　壮史 ﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 兵庫県 4:14:24 フルマラソン壮年男子６０歳代
37 1177 清尾　明人 ｾｲｵ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 4:14:38 フルマラソン壮年男子６０歳代
38 1187 青山　博三 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 滋賀県 4:14:59 洛東タクシー フルマラソン壮年男子６０歳代
39 1210 橋本　儀一 ﾊｼﾓﾄ ｷﾞｲﾁ 福井県 4:17:39 ＭＲＪ フルマラソン壮年男子６０歳代
40 1174 安間　慎一 ﾔｽﾏ ｼﾝｲﾁ 静岡県 4:17:53 フルマラソン壮年男子６０歳代
41 1168 高橋　裕司 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 愛知県 4:18:26 名城ＡＲＣ フルマラソン壮年男子６０歳代
42 1206 浜野　美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:20:17 サラダバーズ フルマラソン壮年男子６０歳代
43 1111 中野　和明 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 滋賀県 4:20:47 余呉湖ＡＣ フルマラソン壮年男子６０歳代
44 1146 山中　光雄 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂｵ 川上村 4:21:34 フルマラソン壮年男子６０歳代
45 1147 中澤　敬 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 4:21:44 世田谷サービス公社 フルマラソン壮年男子６０歳代
46 1247 竹内　完文 ﾀｹｳﾁ ｻﾀﾞﾌﾐ 愛知県 4:22:11 フルマラソン壮年男子６０歳代
47 1167 成実　則行 ﾅﾙﾐ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 4:23:18 フルマラソン壮年男子６０歳代
48 1238 坂本　哲雄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨県 4:26:16 フルマラソン壮年男子６０歳代
49 1153 瀬在　哲夫 ｾｻﾞｲ ﾃﾂｵ 千曲市 4:26:19 フルマラソン壮年男子６０歳代
50 1209 坂下　保 ｻｶｼﾀ ﾀﾓﾂ 愛知県 4:26:37 東海マラニッククラブ フルマラソン壮年男子６０歳代
51 1150 鳥井　哲也 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:27:50 フルマラソン壮年男子６０歳代
52 1180 大谷　裕幸 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 4:31:32 フルマラソン壮年男子６０歳代
53 1126 高山　巌 ﾀｶﾔﾏ ｲﾜｵ 埼玉県 4:31:56 フラワーホーム フルマラソン壮年男子６０歳代
54 1131 川本　健一 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 4:32:55 フルマラソン壮年男子６０歳代
55 1130 松野　吉彦 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾋｺ 長野市 4:33:24 フルマラソン壮年男子６０歳代
56 1172 礒本　良則 ｲｿﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 広島県 4:35:26 フルマラソン壮年男子６０歳代
57 1197 和田　文利 ﾜﾀﾞ ﾌﾐﾄｼ 長野市 4:36:06 フルマラソン壮年男子６０歳代
58 1235 森山　文徳 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ 小布施町 4:38:06 フルマラソン壮年男子６０歳代
59 1243 岩原　久三 ｲﾜﾊﾗ ﾋｻﾐﾂ 上田市 4:40:07 フレックスＲＣ フルマラソン壮年男子６０歳代
60 1106 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 富士見町 4:40:31 フルマラソン壮年男子６０歳代
61 1108 三田　茂延 ｻﾝﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野市 4:42:47 長野マラソンＣ フルマラソン壮年男子６０歳代
62 1156 松田　和吉 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 信濃町 4:43:20 富士里３３会 フルマラソン壮年男子６０歳代
63 1198 秋豆　朗 ｱｷｽﾞ ｱｷﾗ 三重県 4:45:19 大里浄水場陸上部 フルマラソン壮年男子６０歳代
64 1161 木暮　恒男 ｷｸﾞﾚ ﾂﾈｵ 長野市 4:45:42 フルマラソン壮年男子６０歳代
65 1529 久保　夕児 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ 京都府 4:45:57 フルマラソン壮年男子６０歳代
66 1216 角谷　直樹 ｽﾐﾔ ﾅｵｷ 愛知県 4:46:11 弥富製作所 フルマラソン壮年男子６０歳代
67 1152 湯口　秀敏 ﾕｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 4:48:12 本太浦和 フルマラソン壮年男子６０歳代
68 1207 宮本　茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 東京都 4:50:42 サラダバーズ フルマラソン壮年男子６０歳代
69 1148 山田　健一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 伊那市 4:54:18 自営（ＩＴ） フルマラソン壮年男子６０歳代
70 1121 小出　隆 ｺｲﾃﾞ ﾀｶｼ 長野市 4:54:25 フルマラソン壮年男子６０歳代
71 1246 中沢　哲 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 4:55:00 フルマラソン壮年男子６０歳代
72 1242 桃澤　健司 ﾓﾓｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野市 4:55:55 信州トレマン フルマラソン壮年男子６０歳代
73 1105 三好　一義 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾖｼ 大阪府 4:56:45 フルマラソン壮年男子６０歳代
74 1110 櫻井　和利 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾄｼ 新潟県 4:57:22 フルマラソン壮年男子６０歳代
75 1193 羽生田　幸一 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ 須坂市 4:58:01 フルマラソン壮年男子６０歳代
76 1145 五味　穗積 ｺﾞﾐ ﾎﾂﾐ 東京都 4:58:35 ＭＣ江東シスターズ フルマラソン壮年男子６０歳代
77 1245 平島　純生 ﾍｲｼﾞﾏ ｽﾐｵ 岐阜県 4:59:00 ランランラン フルマラソン壮年男子６０歳代
78 1214 脇　昭博 ﾜｷ ｱｷﾋﾛ 三重県 5:00:37 海山 フルマラソン壮年男子６０歳代
79 1236 小泉　智海 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ 茅野市 5:01:11 フルマラソン壮年男子６０歳代
80 1154 吉池　邦彦 ﾖｼｲｹ ｸﾆﾋｺ 塩尻市 5:03:03 フルマラソン壮年男子６０歳代
81 1127 小西　礼三 ｺﾆｼ ﾚｲｿﾞｳ 大阪府 5:03:25 フルマラソン壮年男子６０歳代
82 1181 吉川　淳 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 福井県 5:03:27 フルマラソン壮年男子６０歳代
83 1240 中山　孝則 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 富山県 5:04:09 フルマラソン壮年男子６０歳代
84 1244 竹村　暢浩 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 5:04:26 フルマラソン壮年男子６０歳代
85 1143 関口　和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 5:06:40 和楽走友会 フルマラソン壮年男子６０歳代
86 1114 木下　善則 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 東京都 5:07:13 八王子富士森走友会 フルマラソン壮年男子６０歳代
87 1169 石井　智一 ｲｼｲ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 5:13:44 ｆｏｘｔｒｏｔ フルマラソン壮年男子６０歳代
88 1171 大森　均 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 伊那市 5:14:46 もみじ フルマラソン壮年男子６０歳代
89 1125 長谷川　泰輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾃﾙ 神奈川県 5:16:53 富士足柄走友会 フルマラソン壮年男子６０歳代
90 1182 下田　保志 ｼﾓﾀ ﾔｽｼ 山ﾉ内町 5:16:58 フルマラソン壮年男子６０歳代
91 1228 村石　安治 ﾑﾗｲｼ ﾔｽｼﾞ 須坂市 5:17:46 サルスベリ フルマラソン壮年男子６０歳代
92 1231 千野　孝 ﾁﾉ ﾀｶｼ 松本市 5:19:26 つばめビューン フルマラソン壮年男子６０歳代
93 1117 勝又　正之 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 5:19:49 フルマラソン壮年男子６０歳代
94 1241 渡邉　章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 埼玉県 5:20:34 あい企画 フルマラソン壮年男子６０歳代
95 1118 橋爪　俊明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ 岡谷市 5:21:57 フルマラソン壮年男子６０歳代
96 1229 岡島　昌幸 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 長野市 5:24:29 フルマラソン壮年男子６０歳代
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97 1220 伊丹　政男 ｲﾀﾐ ﾏｻｵ 千曲市 5:27:12 千曲親友会 フルマラソン壮年男子６０歳代
98 1173 小林　良慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｼﾞ 大町市 5:29:16 あんだんて フルマラソン壮年男子６０歳代
99 1194 田島　英世 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾖ 千曲市 5:30:59 城下工業 フルマラソン壮年男子６０歳代

100 1163 小野　謹一郎 ｵﾉ ｷﾝｲﾁﾛｳ 長野市 5:31:39 ＯＮＯ フルマラソン壮年男子６０歳代
101 1133 丑丸　明英 ｳｼﾏﾙ ｱｷﾋﾃﾞ 千曲市 5:34:00 チーム絶好調！ フルマラソン壮年男子６０歳代
102 1230 丸山　正 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 長野市 5:37:11 フルマラソン壮年男子６０歳代
103 1116 馬淵　紀之 ﾏﾌﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 三重県 5:37:14 フルマラソン壮年男子６０歳代
104 1140 居鶴　秀明 ｲﾂﾞﾙ ﾋﾃﾞｱｷ 青木村 5:40:25 フルマラソン壮年男子６０歳代
105 1215 木村　新二郎 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 群馬県 5:40:46 フルマラソン壮年男子６０歳代
106 1199 村上　隆夫 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｵ 長野市 5:46:15 フルマラソン壮年男子６０歳代
107 1211 東　晴記 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙｷ 埼玉県 5:54:11 朝日楽走会 フルマラソン壮年男子６０歳代
108 1101 富吉　則文 ﾄﾐﾖｼ ﾉﾘﾌﾐ 京都府 5:54:20 かもなす フルマラソン壮年男子６０歳代
109 1190 小林　秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 木祖村 5:55:12 やぶはら高原走ろう会 フルマラソン壮年男子６０歳代
110 1237 野々村　豊 ﾉﾉﾑﾗ ﾕﾀｶ 京都府 5:56:26 フルマラソン壮年男子６０歳代
111 1122 西田　良平 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 池田町 5:57:05 フルマラソン壮年男子６０歳代
112 1128 清水　光裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県 5:57:42 ＮＥＫＫＯＣＬＵＢ フルマラソン壮年男子６０歳代
113 1225 山口　豊信 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾖﾉﾌﾞ 富山県 6:05:26 中田図書販売株式会社 フルマラソン壮年男子６０歳代
114 1204 青木　一郎 ｱｵｷ ｲﾁﾛｳ 大阪府 6:07:32 フルマラソン壮年男子６０歳代
115 1137 松木　裕威 ﾏﾂｷ ﾋﾛﾀｹ 広島県 6:07:44 フルマラソン壮年男子６０歳代

1 1329 中野　準一 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜県 3:47:02 フルマラソン壮年男子７０歳以上
2 1333 山本　俊夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 神奈川県 3:50:39 フルマラソン壮年男子７０歳以上
3 1349 南　謙次 ﾐﾅﾐ ｹﾝｼﾞ 石川県 3:55:13 金沢中央走ろう会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
4 1313 中村　勝行 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 岐阜県 4:06:43 夢追い隊 フルマラソン壮年男子７０歳以上
5 1344 岩城　弘行 ｲﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 富山県 4:09:00 万葉健友会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
6 1330 一宮　光夫 ｲﾁﾐﾔ ﾐﾂｵ 埼玉県 4:14:55 フルマラソン壮年男子７０歳以上
7 1338 雨宮　由典 ｱﾒﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ 長野市 4:26:25 フルマラソン壮年男子７０歳以上
8 1343 田川　満男 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾂｵ 大阪府 4:27:49 タリビエール フルマラソン壮年男子７０歳以上
9 1324 白石　眞 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ 山口県 4:28:24 フルマラソン壮年男子７０歳以上

10 1302 伊沢　久雄 ｲｻﾞﾜ ﾋｻｵ 東京都 4:28:57 千代田走友会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
11 1312 上野　孝敏 ｳｴﾉ ﾀｶﾄｼ 福井県 4:33:25 クレージー福井 フルマラソン壮年男子７０歳以上
12 1318 蜂谷　薫 ﾊﾁﾔ ｶｵﾙ 滋賀県 4:37:11 フルマラソン壮年男子７０歳以上
13 1325 臼井　鐐造 ｳｽｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 愛知県 4:38:39 上名古屋ＪＣ フルマラソン壮年男子７０歳以上
14 1311 村田　保 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ 埼玉県 4:50:32 フルマラソン壮年男子７０歳以上
15 1327 瀬下　尚一 ｾｼﾓ ｼｮｳｲﾁ 新潟県 4:58:15 フルマラソン壮年男子７０歳以上
16 1323 関口　一栄 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｴｲ 東京都 4:58:32 フルマラソン壮年男子７０歳以上
17 1339 宮道　壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 埼玉県 5:02:23 空 フルマラソン壮年男子７０歳以上
18 1341 武田　啓正 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｾｲ 石川県 5:06:42 フルマラソン壮年男子７０歳以上
19 1306 飯田　栄司 ｲｲﾀﾞ ｴｲｼﾞ 長野市 5:07:12 フルマラソン壮年男子７０歳以上
20 1342 江坂　立美 ｴｻｶ ﾀﾂﾐ 愛知県 5:08:48 東端ランニングＣ フルマラソン壮年男子７０歳以上
21 1309 柴田　修 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ 松本市 5:11:48 松本すすき川走る会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
22 1303 高橋　武久 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋｻ 長野市 5:15:56 長野赤十字病院 フルマラソン壮年男子７０歳以上
23 1328 宮澤　政夫 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｵ 大町市 5:16:02 大町山道走友会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
24 1331 後藤　健介 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｽｹ 岐阜県 5:25:04 フルマラソン壮年男子７０歳以上
25 1322 小林　稠 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 生坂村 5:28:15 生坂村ＲＣ フルマラソン壮年男子７０歳以上
26 1321 牛田　淳 ｳｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 5:29:08 北園山の会 フルマラソン壮年男子７０歳以上
27 1345 峯村　卓 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｶｼ 大町市 5:30:06 フルマラソン壮年男子７０歳以上
28 1346 夏目　信明 ﾅﾂﾒ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 5:33:30 フルマラソン壮年男子７０歳以上
29 1317 稲生　昶 ｲﾉｳ ﾋｻｼ 愛知県 5:34:59 日本テスコン フルマラソン壮年男子７０歳以上
30 1319 田野口　重明 ﾀﾉｸﾁ ｼｹﾞｱｷ 千葉県 5:41:56 ラン友 フルマラソン壮年男子７０歳以上
31 1316 竹内　孝 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 愛知県 5:44:42 フルマラソン壮年男子７０歳以上
32 1308 寺本　三男 ﾃﾗﾓﾄ ﾐﾂｵ 愛知県 5:51:29 舞ペース フルマラソン壮年男子７０歳以上
33 1301 小原　純雄 ｵﾊﾞﾗ ｽﾐｵ 東京都 5:59:26 西東京シニアＲＣ フルマラソン壮年男子７０歳以上
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1 602 岡田　奈巳 ｵｶﾀﾞ ﾅﾐ 三重県 3:09:50 フルマラソン一般女子
2 606 木村　世奈 ｷﾑﾗ ｾﾅ 茨城県 3:11:22 フルマラソン一般女子
3 605 表　知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 松本市 3:15:53 八十二銀行 フルマラソン一般女子
4 656 亀田　文子 ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｺ 駒ヶ根市 3:26:45 ちいむもみじ２ フルマラソン一般女子
5 655 ムーン　ステファニー ﾑｰﾝ ｽﾃﾌｧﾆｰ 安曇野市 3:27:11 岡谷山稜会 フルマラソン一般女子
6 661 山口　生美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾐ 長野市 3:32:52 フルマラソン一般女子
7 601 後藤　理恵子 ｺﾞﾄｳ ﾘｴｺ 長野市 3:37:44 フルマラソン一般女子
8 639 上田　繭子 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕｺ 長野市 3:38:40 フルマラソン一般女子
9 604 臼杵　裕子 ｳｽｷ ﾕｳｺ 兵庫県 3:40:46 ＫＭ４ＰＥＲＦＥＣＴ フルマラソン一般女子

10 1541 大平　かおる ｵｵﾀﾞｲﾗ ｶｵﾙ 東京都 3:44:26 フルマラソン一般女子
11 603 永倉　慶子 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 福島県 3:48:24 フルマラソン一般女子
12 673 澤田　貴子 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｺ 富山県 3:51:56 フルマラソン一般女子
13 627 福島　千夏 ﾌｸｼﾏ ﾁﾅﾂ 大町市 3:52:11 フルマラソン一般女子
14 662 関川　渓子 ｾｷｶﾜ ｹｲｺ 神奈川県 4:01:47 フルマラソン一般女子
15 636 宮澤　千夏 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 安曇野市 4:02:27 フルマラソン一般女子
16 613 高島　夏子 ﾀｶｼﾏ ﾅﾂｺ 宮城県 4:02:43 東北大学 フルマラソン一般女子
17 646 斉藤　美江 ｻｲﾄｳ ﾐｴ 須坂市 4:04:04 チームゆうゆう フルマラソン一般女子
18 657 村田　昌子 ﾑﾗﾀ ﾏｻｺ 東京都 4:11:45 フルマラソン一般女子
19 653 竹中　直子 ﾀｹﾅｶ ﾅｵｺ 長野市 4:13:55 （株）シーテック フルマラソン一般女子
20 678 菊池　美帆 ｷｸﾁ ﾐﾎ 白馬村 4:13:57 楽ぴー フルマラソン一般女子
21 648 近藤　佐知枝 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁｴ 愛知県 4:19:56 フルマラソン一般女子
22 625 田中　祥子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 安曇野市 4:21:06 チーム松本 フルマラソン一般女子
23 633 関　寛美 ｾｷ ﾋﾛﾐ 愛知県 4:21:33 フルマラソン一般女子
24 679 石川　恵子 ｲｼｶﾜ ｹｲｺ 愛知県 4:23:00 フルマラソン一般女子
25 669 丸山　さやか ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 小諸市 4:24:47 フルマラソン一般女子
26 609 松本　こずえ ﾏﾂﾓﾄ ｺｽﾞｴ 大町市 4:24:58 フルマラソン一般女子
27 626 森山　妙子 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｴｺ 愛知県 4:25:18 フルマラソン一般女子
28 674 松井　美樹 ﾏﾂｲ ﾐｷ 松本市 4:28:05 セイコーエプソン フルマラソン一般女子
29 652 依田　紗季 ﾖﾀﾞ ｻｷ 松本市 4:34:15 フルマラソン一般女子
30 670 堤　陽子 ﾂﾂﾐ ﾖｳｺ 白馬村 4:36:31 親子ネット長野 フルマラソン一般女子
31 619 山本　美由紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛知県 4:39:57 フルマラソン一般女子
32 617 白井　亜香弥 ｼﾗｲ ｱｶﾈ 新潟県 4:44:46 フルマラソン一般女子
33 622 山本　祐三子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐｺ 神奈川県 4:45:27 座間走ろう会 フルマラソン一般女子
34 650 田中　瑞恵 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｴ 埼玉県 4:45:50 フルマラソン一般女子
35 676 山本　栄美 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾐ 愛知県 4:47:14 フルマラソン一般女子
36 635 坂本　春佳 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 東京都 4:48:48 フルマラソン一般女子
37 637 衞藤　美緒 ｴﾄｳ ﾐｵ 安曇野市 4:48:54 フルマラソン一般女子
38 647 堀内　清香 ﾎﾘｳﾁ ｻﾔｶ 安曇野市 4:49:05 堀内畳店 フルマラソン一般女子
39 642 金田　真美 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾐ 岐阜県 4:52:44 フルマラソン一般女子
40 618 鈴木　佳代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 4:53:27 フルマラソン一般女子
41 628 宮澤　亜里沙 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 諏訪市 4:54:34 フルマラソン一般女子
42 608 小川　菜津子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野市 4:55:28 長野マラソンクラブ フルマラソン一般女子
43 658 太田　真代 ｵｵﾀ ﾏｻﾖ 奈良県 4:55:52 フルマラソン一般女子
44 644 大畑　みどり ｵｵﾊﾀ ﾐﾄﾞﾘ 大桑村 4:59:00 フルマラソン一般女子
45 632 坂本　知萌巳 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 長野市 5:06:51 信州大学 フルマラソン一般女子
46 667 宮尾　美紀 ﾐﾔｵ ﾐｷ 長野市 5:09:04 フルマラソン一般女子
47 1540 寺野　さくら ﾃﾗﾉ ｻｸﾗ 富山県 5:13:54 フルマラソン一般女子
48 672 藤中　千愛 ﾌｼﾞﾅｶ ﾁｱｷ 新潟県 5:16:05 フルマラソン一般女子
49 620 宮原　望 ﾐﾔﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉県 5:19:47 フルマラソン一般女子
50 680 仁平　ひとみ ﾆﾋﾗ ﾋﾄﾐ 塩尻市 5:22:44 フルマラソン一般女子
51 621 宮原　由季 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｷ 千葉県 5:24:43 フルマラソン一般女子
52 659 澁谷　安水 ｼﾌﾞﾔ ﾔｽﾐ 松本市 5:25:36 フルマラソン一般女子
53 629 関　美佐子 ｾｷ ﾐｻｺ 安曇野市 5:28:05 フルマラソン一般女子
54 660 西尾　祥子 ﾆｼｵ ｼｮｳｺ 愛知県 5:28:51 押切塾 フルマラソン一般女子
55 615 竹本　由衣 ﾀｹﾓﾄ ﾕｲ 愛知県 5:32:20 フルマラソン一般女子
56 612 菊池　まり ｷｸﾁ ﾏﾘ 大町市 5:32:59 チームリセット フルマラソン一般女子
57 666 宮崎　玲子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲｺ 神奈川県 5:34:59 フルマラソン一般女子
58 671 加藤　摩純 ｶﾄｳ ﾏｽﾐ 下條村 5:35:31 下條クラブ フルマラソン一般女子
59 675 田見　伸江 ﾀﾐ ﾉﾌﾞｴ 安曇野市 5:38:42 フルマラソン一般女子
60 634 佐々木　直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 神奈川県 5:39:37 フルマラソン一般女子
61 641 荒川　香織 ｱﾗｶﾜ ｶｵﾘ 愛知県 5:42:43 ＭＨＫ フルマラソン一般女子
62 623 恩田　晴香 ｵﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ 群馬県 5:49:45 チーム・ラビッツ フルマラソン一般女子
63 631 小出　至織 ｺｲﾃﾞ ｼｵﾘ 長野市 5:49:55 信州大学 フルマラソン一般女子
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64 645 阿部　伶奈 ｱﾍﾞ ﾚｲﾅ 長野市 5:57:55 信州大学 フルマラソン一般女子
65 681 齋藤　香奈 ｻｲﾄｳ ｶﾅ 長野市 6:00:14 フルマラソン一般女子
66 607 新保　利江 ｼﾝﾎﾞ ﾄｼｴ 東京都 6:01:03 フルマラソン一般女子
67 665 宮崎　洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 6:02:43 フルマラソン一般女子
68 630 鈴木　麻純 ｽｽﾞｷ ﾏｽﾐ 長野市 6:04:21 信州大学 フルマラソン一般女子
1 1401 高原　淳子 ﾀｶﾊﾗ ｱﾂｺ 長野市 3:19:57 高原鍼灸整骨院 フルマラソン壮年女子５０歳代
2 1403 松下　直子 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｺ 京都府 3:20:34 枚方マスターズ フルマラソン壮年女子５０歳代
3 1434 清水　ゆうこ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ 松本市 3:26:50 フルマラソン壮年女子５０歳代
4 1427 坂井　真由美 ｻｶｲ ﾏﾕﾐ 岐阜県 3:31:46 フルマラソン壮年女子５０歳代
5 1409 玉井　正子 ﾀﾏｲ ﾏｻｺ 佐久市 3:53:43 フルマラソン壮年女子５０歳代
6 1408 狩野　真里 ｶﾉｳ ﾏﾘ 大町市 3:57:28 やぁげんらぁと フルマラソン壮年女子５０歳代
7 1405 面家　まゆ美 ｵﾓﾔ ﾏﾕﾐ 大阪府 3:59:22 クラブＲ２西日 フルマラソン壮年女子５０歳代
8 1416 清水　薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 上田市 4:04:36 フルマラソン壮年女子５０歳代
9 1429 秋場　貴子 ｱｷﾊﾞ ﾀｶｺ 長野市 4:05:15 フルマラソン壮年女子５０歳代

10 1445 科野　智子 ｼﾅﾉ ﾄﾓｺ 大桑村 4:09:10 ランランラン フルマラソン壮年女子５０歳代
11 1406 喜多　晶子 ｷﾀ ｱｷｺ 大阪府 4:22:16 大阪長居ＡＣ フルマラソン壮年女子５０歳代
12 1414 柳澤　幸子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ 長野市 4:25:12 フルマラソン壮年女子５０歳代
13 1426 大羽　智恵美 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県 4:34:00 フルマラソン壮年女子５０歳代
14 1425 川井田　敏子 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 長野市 4:34:58 日本無線 フルマラソン壮年女子５０歳代
15 1439 永見　香織 ﾅｶﾞﾐ ｶｵﾘ 兵庫県 4:45:56 八尾組 フルマラソン壮年女子５０歳代
16 1420 宮原　さちゐ ﾐﾔﾊﾗ ｻﾁｲ 千葉県 4:47:09 フルマラソン壮年女子５０歳代
17 1418 津田　あつ子 ﾂﾀﾞ ｱﾂｺ 兵庫県 4:48:42 フルマラソン壮年女子５０歳代
18 1438 井田　和代 ｲﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 兵庫県 4:48:48 フルマラソン壮年女子５０歳代
19 1447 黒島　利恵子 ｸﾛｼﾏ ﾘｴｺ 長野市 4:58:46 ぽさＲＵＮ フルマラソン壮年女子５０歳代
20 1440 秋間　さほり ｱｷﾏ ｻｵﾘ 埼玉県 4:59:00 フルマラソン壮年女子５０歳代
21 1402 小林　聖子 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺ 東京都 4:59:13 フルマラソン壮年女子５０歳代
22 1415 岡田　まゆみ ｵｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 神奈川県 5:08:53 フルマラソン壮年女子５０歳代
23 1423 小山　多恵子 ｺﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 5:13:23 森と木 フルマラソン壮年女子５０歳代
24 1417 植田　啓 ｳｴﾀﾞ ｹｲ 松本市 5:15:20 日医ジョガーズ フルマラソン壮年女子５０歳代
25 1421 安間　春美 ﾔｽﾏ ﾊﾙﾐ 静岡県 5:18:47 フルマラソン壮年女子５０歳代
26 1431 島田　裕美 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 大阪府 5:21:34 フルマラソン壮年女子５０歳代
27 1443 山田　千春 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾊﾙ 大町市 5:29:36 フルマラソン壮年女子５０歳代
28 1404 高田　佳子 ﾀｶﾀ ｹｲｺ 愛知県 5:29:39 愛知陸協 フルマラソン壮年女子５０歳代
29 1446 原　幸恵 ﾊﾗ ﾕｷｴ 岐阜県 5:33:33 リップル フルマラソン壮年女子５０歳代
30 1428 高島　尚子 ﾀｶｼﾏ ﾅｵｺ 愛知県 5:33:43 フルマラソン壮年女子５０歳代
31 1441 丸山　妙子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｴｺ 長野市 5:44:12 フルマラソン壮年女子５０歳代
32 1432 中村　典子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 三重県 5:44:22 フルマラソン壮年女子５０歳代
33 1433 平井　美弥子 ﾋﾗｲ ﾐﾔｺ 埼玉県 5:45:26 フルマラソン壮年女子５０歳代
1 1508 宮澤　智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野市 3:42:22 チームのこのこ フルマラソン壮年女子６０歳以上
2 1514 大井　敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ 上田市 3:47:27 チームのこのこ フルマラソン壮年女子６０歳以上
3 1511 和田　真弓 ﾜﾀﾞ ﾏﾕﾐ 大阪府 3:56:49 フルマラソン壮年女子６０歳以上
4 1517 浅川　仁美 ｱｻｶﾜ ﾋﾄﾐ 山梨県 4:06:53 フルマラソン壮年女子６０歳以上
5 1502 今村　美由紀 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 東京都 4:16:44 フルマラソン壮年女子６０歳以上
6 1519 八木　久美子 ﾔｷﾞ ｸﾐｺ 新潟県 4:26:46 新潟ランとも フルマラソン壮年女子６０歳以上
7 1513 小倉　洋子 ｵｸﾞﾗ ﾖｳｺ 兵庫県 4:33:40 フルマラソン壮年女子６０歳以上
8 1518 新井　みつ子 ｱﾗｲ ﾐﾂｺ 群馬県 4:34:33 藤岡市ゆっくり走ろう フルマラソン壮年女子６０歳以上
9 1506 志賀　淳子 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 新潟県 4:39:00 フルマラソン壮年女子６０歳以上

10 1509 宮澤　富美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 新潟県 4:41:16 フルマラソン壮年女子６０歳以上
11 1520 坂野　早苗 ｻｶﾉ ｻﾅｴ 愛知県 4:41:17 フルマラソン壮年女子６０歳以上
12 1510 末永　弘子 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 広島県 4:42:04 フルマラソン壮年女子６０歳以上
13 1515 徳永　壽子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｻｺ 京都府 4:45:02 フルマラソン壮年女子６０歳以上
14 1501 井爪　きみよ ｲﾉﾂﾒ ｷﾐﾖ 大阪府 5:09:21 フルマラソン壮年女子６０歳以上
15 1512 成実　真由美 ﾅﾙﾐ ﾏﾕﾐ 千葉県 5:15:54 フルマラソン壮年女子６０歳以上
16 1503 青木　周子 ｱｵｷ ﾁｶｺ 松本市 5:17:04 フルマラソン壮年女子６０歳以上
17 1507 北須賀　佳子 ｷﾀｽｶﾞ ｹｲｺ 東京都 5:18:42 チョコチョコ フルマラソン壮年女子６０歳以上
18 1516 飯田　真理子 ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｺ 東京都 5:24:15 内藤新宿３００ フルマラソン壮年女子６０歳以上
19 1504 竹内　京子 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｺ 大町市 5:56:51 フルマラソン壮年女子６０歳以上
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1 3621 野竹　文彦 ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ 箕輪町 1:20:31 イナリサーチ ハーフ壮年男子５０歳代
2 3607 向山　直樹 ﾑｺｳﾔﾏ ﾅｵｷ 山梨県 1:23:11 ハーフ壮年男子５０歳代
3 3759 浦野　武 ｳﾗﾉ ﾀｹｼ 箕輪町 1:23:36 ハーフ壮年男子５０歳代
4 3626 柳澤　行基 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷﾓﾄ 長野市 1:28:04 日本郵便信越支社 ハーフ壮年男子５０歳代
5 3671 高田　晋司 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:31:05 名城オールランナーズ ハーフ壮年男子５０歳代
6 3676 山本　稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 筑北村 1:32:05 やまこうＲＣ ハーフ壮年男子５０歳代
7 3724 内田　瑞樹 ｳﾁﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 山梨県 1:32:43 櫛形陸上部 ハーフ壮年男子５０歳代
8 3772 桂川　幹直 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾓﾄﾅｵ 岐阜県 1:33:41 ハーフ壮年男子５０歳代
9 3663 山田　義明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 兵庫県 1:35:06 村田機械 ハーフ壮年男子５０歳代

10 4256 秋山　充也 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾔ 長野市 1:35:39 ハーフ壮年男子５０歳代
11 3760 松沢　幸靖 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｷﾔｽ 白馬村 1:39:16 春木場ランラン ハーフ壮年男子５０歳代
12 3605 相原　正寛 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 山梨県 1:39:49 櫛形陸上部 ハーフ壮年男子５０歳代
13 4270 平林　芳一 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 安曇野市 1:40:25 ヤーゲンラート ハーフ壮年男子５０歳代
14 3628 藤田　孝博 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:40:42 ふじっこ ハーフ壮年男子５０歳代
15 3704 西澤　俊樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 長野市 1:41:33 信州放牧豚 ハーフ壮年男子５０歳代
16 3750 高橋　靖弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 大町市 1:41:37 ハーフ壮年男子５０歳代
17 3747 丸山　進 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 大町市 1:42:00 ハーフ壮年男子５０歳代
18 4259 伊藤　明広 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:43:27 ハーフ壮年男子５０歳代
19 4261 横山　秋一 ﾖｺﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ 白馬村 1:44:16 花舎 ハーフ壮年男子５０歳代
20 3748 辻　寛 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 1:45:10 ＰＳＭ ハーフ壮年男子５０歳代
21 3674 三好　克弥 ﾐﾖｼ ｶﾂﾔ 大町市 1:45:23 常盤駐在所 ハーフ壮年男子５０歳代
22 3631 横溝　英俊 ﾖｺﾐｿﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉県 1:46:00 ナララン ハーフ壮年男子５０歳代
23 3701 桑原　一幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ 大町市 1:46:15 ハーフ壮年男子５０歳代
24 3627 塩沢　博充 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 松川町 1:46:22 ハーフ壮年男子５０歳代
25 3752 阿部　隆幸 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 飯田市 1:46:43 クリッパー ハーフ壮年男子５０歳代
26 3617 松本　健一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 1:47:44 ＡＬＳＯＫ ハーフ壮年男子５０歳代
27 3603 平郡　彰 ﾋﾗｺﾞｵﾘ ｱｷﾗ 岐阜県 1:48:06 ハーフ壮年男子５０歳代
28 3767 小平　美一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼｶｽﾞ 南箕輪村 1:48:36 侍ＡＣ ハーフ壮年男子５０歳代
29 3716 氏家　太郎 ｳｼﾞｹ ﾀﾛｳ 白馬村 1:48:43 北アルプスブルワリー ハーフ壮年男子５０歳代
30 3742 下里　裕正 ｼﾓｻﾄ ﾕｳｾｲ 池田町 1:48:51 ハーフ壮年男子５０歳代
31 3695 水間　浩嘉寿 ﾐｽﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 京都府 1:49:23 三段池ｒｃ ハーフ壮年男子５０歳代
32 3641 北沢　学 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 大町市 1:49:34 ら・ら・ＲＵＮな ハーフ壮年男子５０歳代
33 3610 野尻　修 ﾉｼﾞﾘ ｵｻﾑ 富山県 1:49:42 ハーフ壮年男子５０歳代
34 3659 石川　紳 ｲｼｶﾜ ｼﾝ 池田町 1:49:44 池田町陸上クラブ ハーフ壮年男子５０歳代
35 3706 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 長野市 1:49:49 八十二銀行 ハーフ壮年男子５０歳代
36 3652 杉田　文昭 ｽｷﾞﾀ ﾌﾐｱｷ 静岡県 1:50:18 古庄暴走機関車 ハーフ壮年男子５０歳代
37 3766 村上　幸成 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅﾘ 松本市 1:51:09 ハーフ壮年男子５０歳代
38 3697 北村　文彰 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 千葉県 1:51:16 ハーフ壮年男子５０歳代
39 3629 三枝　裕幸 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:51:50 矢崎総業（株） ハーフ壮年男子５０歳代
40 3753 藤島　靖久 ﾌｼﾞｼﾏ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:51:50 ハーフ壮年男子５０歳代
41 3731 洞口　恭一 ﾎﾗｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ 岐阜県 1:51:52 ハーフ壮年男子５０歳代
42 3756 山田　修司 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 岐阜県 1:51:54 ハーフ壮年男子５０歳代
43 3679 近藤　恭史 ｺﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾌﾐ 埼玉県 1:51:57 進修館高校 ハーフ壮年男子５０歳代
44 3640 小川　浩一 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 1:52:23 ハーフ壮年男子５０歳代
45 3727 丸山　学 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 長野市 1:52:24 ハーフ壮年男子５０歳代
46 3696 宮澤　正幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 安曇野市 1:52:47 小野会計事務所 ハーフ壮年男子５０歳代
47 3633 今泉　博通 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 愛知県 1:53:10 白馬ホームズイン ハーフ壮年男子５０歳代
48 3778 宮田　秀樹 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞｷ 大町市 1:53:18 ■■■傳刀組 ハーフ壮年男子５０歳代
49 3762 清沢　由幸 ｷﾖｻﾜ ﾖｼﾕｷ 朝日村 1:53:26 ハーフ壮年男子５０歳代
50 3620 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 千葉県 1:54:17 ハーフ壮年男子５０歳代
51 3601 内藤　隆司 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ 山梨県 1:54:49 櫛形走ろう会 ハーフ壮年男子５０歳代
52 3774 上條　覚 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 山形村 1:55:46 Ｔｅａｍ　Ｙｕ３ ハーフ壮年男子５０歳代
53 3609 古畑　和保 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞｵ 安曇野市 1:55:54 ハーフ壮年男子５０歳代
54 3722 大野　吉治 ｵｵﾉ ﾖｼﾊﾙ 東京都 1:55:59 ハーフ壮年男子５０歳代
55 3683 西　基樹 ﾆｼ ﾓﾄｷ 神奈川県 1:56:02 ハーフ壮年男子５０歳代
56 3678 鶴田　滋 ﾂﾙﾀ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:56:14 ハーフ壮年男子５０歳代
57 3615 林　剛史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 愛知県 1:56:21 ハーフ壮年男子５０歳代
58 3751 黒川　訓忠 ｸﾛｶﾜ ﾉﾘﾀﾀﾞ 飯田市 1:56:40 エンジ名古屋 ハーフ壮年男子５０歳代
59 3702 岡田　和明 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:56:46 ＴＳＧ ハーフ壮年男子５０歳代
60 3655 山村　寛之 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 富山県 1:56:52 ハーフ壮年男子５０歳代
61 4264 長瀬　泰次 ﾅｶﾞｾ ﾀｲｼﾞ 長野市 1:57:00 ハーフ壮年男子５０歳代
62 3642 宮坂　真二 ﾐﾔｻｶ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:57:30 株式会社ミヤサカ ハーフ壮年男子５０歳代
63 3705 吉本　淳 ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ 大町市 1:58:19 美麻ベーカリー ハーフ壮年男子５０歳代
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64 3711 林　純隆 ﾊﾔｼ ｽﾐﾀｶ 塩尻市 1:58:35 ハーフ壮年男子５０歳代
65 3692 宮澤　明弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 長野市 1:58:47 ハーフ壮年男子５０歳代
66 3770 志谷　有司 ｼﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 広島県 1:58:58 チーム　ぶう ハーフ壮年男子５０歳代
67 3717 花岡　進 ﾊﾅｵｶ ｽｽﾑ 下諏訪町 1:59:03 諏訪共立病院 ハーフ壮年男子５０歳代
68 3611 中村　正嘉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 千曲市 1:59:10 ハーフ壮年男子５０歳代
69 3699 小高　泰士 ｵﾀﾞｶ ﾔｽｼ 東京都 1:59:17 ハーフ壮年男子５０歳代
70 3658 紺谷　悟司 ｺﾝﾔ ｻﾄｼ 神奈川県 1:59:33 ハーフ壮年男子５０歳代
71 4268 高畑　芳人 ﾀｶﾊﾀ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 1:59:40 ハーフ壮年男子５０歳代
72 3669 滝澤　栄一 ﾀｷｻﾞﾜ ｴｲｲﾁ 栄村 2:00:52 ハーフ壮年男子５０歳代
73 3755 大山　秀樹 ｵｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:01:29 ハーフ壮年男子５０歳代
74 3738 篠﨑　元嗣 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 白馬村 2:02:18 大町北小学校 ハーフ壮年男子５０歳代
75 4276 中野　偉久男 ﾅｶﾉ ｲｸｵ 新潟県 2:02:19 ハーフ壮年男子５０歳代
76 3746 熊谷　憲二 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 大町市 2:02:24 ハーフ壮年男子５０歳代
77 3693 三村　和彦 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 諏訪市 2:02:46 辻の湯会 ハーフ壮年男子５０歳代
78 3653 深沢　敦 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ 長野市 2:03:06 ハーフ壮年男子５０歳代
79 3687 西尾　友博 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 2:03:13 ハーフ壮年男子５０歳代
80 3719 御子柴　芳明 ﾐｺｼﾊﾞ ﾖｼｱｷ 長野市 2:03:40 キッセイ薬品 ハーフ壮年男子５０歳代
81 3723 清水　義雄 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 長野市 2:03:49 守谷ＲＣ ハーフ壮年男子５０歳代
82 3728 久田　茂 ﾋｻﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県 2:04:01 ハーフ壮年男子５０歳代
83 3643 鈴木　良雄 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 神奈川県 2:04:24 ハーフ壮年男子５０歳代
84 3624 岩本　朗 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾗ 東京都 2:04:41 ハーフ壮年男子５０歳代
85 3709 白井　琢巳 ｼﾗｲ ﾀｸﾐ 松本市 2:04:51 長野銀行 ハーフ壮年男子５０歳代
86 3660 長野　知生 ﾅｶﾞﾉ ﾁｶｵ 三重県 2:04:52 ハーフ壮年男子５０歳代
87 3667 服部　康弘 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ 飯山市 2:04:55 飯山市 ハーフ壮年男子５０歳代
88 3743 小沢　英雄 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 岐阜県 2:05:01 関電不動産開発 ハーフ壮年男子５０歳代
89 3741 三浦　宏和 ﾐｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 2:05:05 トーマツ ハーフ壮年男子５０歳代
90 3768 中島　誠次 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 埼玉県 2:05:09 鶯谷健診センター ハーフ壮年男子５０歳代
91 3773 村上　英広 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞﾋﾛ 愛知県 2:05:19 ハーフ壮年男子５０歳代
92 3614 佐藤　真基 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 愛知県 2:05:22 ハーフ壮年男子５０歳代
93 3714 野崎　真 ﾉｻｷ ﾏｺﾄ 松本市 2:05:33 北陽建設株式会社 ハーフ壮年男子５０歳代
94 3730 伊藤　道彦 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋｺ 駒ヶ根市 2:05:59 ハーフ壮年男子５０歳代
95 3758 景井　英一 ｶｹﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野市 2:06:04 ハーフ壮年男子５０歳代
96 3729 宮下　昭久 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋｻ 麻績村 2:06:43 ハーフ壮年男子５０歳代
97 3665 肥後　雅行 ﾋｺﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:07:02 アズビル ハーフ壮年男子５０歳代
98 4253 北沢　健太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野市 2:07:02 ＧＬＯＲＹ／マルイチ ハーフ壮年男子５０歳代
99 3720 山口　哲弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾋﾛ 須坂市 2:07:14 ハーフ壮年男子５０歳代

100 4269 中曽　俊之 ﾅｶｿ ﾄｼﾕｷ 富山県 2:07:41 ハーフ壮年男子５０歳代
101 3779 細谷　直樹 ﾎｿﾔ ﾅｵｷ 東京都 2:08:12 ハーフ壮年男子５０歳代
102 3710 鷲田　修 ﾜｼﾀﾞ ｵｻﾑ 東京都 2:08:35 ハーフ壮年男子５０歳代
103 3726 林　洋介 ﾊﾔｼ ﾋﾛｽｹ 愛知県 2:10:32 ハーフ壮年男子５０歳代
104 3735 小山　敬二 ｺﾔﾏ ｹｲｼﾞ 長野市 2:10:33 ハーフ壮年男子５０歳代
105 3649 萩森　貴則 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 2:11:42 ハーフ壮年男子５０歳代
106 3651 小林　孝基 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川村 2:11:57 チーム南 ハーフ壮年男子５０歳代
107 3754 川上　顕生 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 大町市 2:12:12 ハーフ壮年男子５０歳代
108 3744 天野　学 ｱﾏﾉ ﾏﾅﾌﾞ 塩尻市 2:12:52 ＺＥＲＯ．ＲＣ ハーフ壮年男子５０歳代
109 3694 段谷　憲 ﾀﾞﾝﾀﾆ ｹﾝ 東京都 2:13:07 ハーフ壮年男子５０歳代
110 4262 小松　千明 ｺﾏﾂ ﾁｱｷ 安曇野市 2:13:25 ハーフ壮年男子５０歳代
111 3656 渡辺　彰衡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾗ 三重県 2:13:49 ハーフ壮年男子５０歳代
112 3647 小川　隆昭 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ 滋賀県 2:13:51 ＪＲ東海 ハーフ壮年男子５０歳代
113 4249 塩入　公夫 ｼｵｲﾘ ｷﾐｵ 長野市 2:14:12 ハーフ壮年男子５０歳代
114 3668 中嶋　経宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾈﾋﾛ 松本市 2:14:47 なんちゃ走会 ハーフ壮年男子５０歳代
115 4251 岩滝　努 ｲﾜﾀｷ ﾂﾄﾑ 長野市 2:15:45 ハーフ壮年男子５０歳代
116 3654 笹　広男 ｻｻ ﾋﾛｵ 長野市 2:16:00 ハーフ壮年男子５０歳代
117 3650 鈴木　孝博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 松本市 2:16:11 ハーフ壮年男子５０歳代
118 3673 上岡　富久 ｶﾐｵｶ ﾄﾐﾋｻ 栃木県 2:17:06 ハーフ壮年男子５０歳代
119 3700 藤沢　清司 ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾖｼ 上田市 2:17:20 ハーフ壮年男子５０歳代
120 3713 高木　秀夫 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 長野市 2:17:58 ハーフ壮年男子５０歳代
121 3712 仲田　康仁 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾄ 愛知県 2:18:42 ハーフ壮年男子５０歳代
122 3608 跡見　浩樹 ｱﾄﾐ ﾋﾛｷ 静岡県 2:18:54 ハーフ壮年男子５０歳代
123 3639 小紫　裕介 ｺﾑﾗｻｷ ﾕｳｽｹ 飯田市 2:19:45 ハーフ壮年男子５０歳代
124 3707 勝野　泰光 ｶﾂﾉ ﾔｽﾐﾂ 大町市 2:21:24 ハーフ壮年男子５０歳代
125 3664 遠藤　要人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾄ 神奈川県 2:21:28 ハーフ壮年男子５０歳代
126 3765 高橋　賢治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 安曇野市 2:22:57 ハーフ壮年男子５０歳代
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127 4277 関塚　一司 ｾｷﾂﾞｶ ｶｽﾞｼ 新潟県 2:22:59 柏原製作所 ハーフ壮年男子５０歳代
128 3688 森田　久雄 ﾓﾘﾀ ﾋｻｵ 大阪府 2:23:01 ハーフ壮年男子５０歳代
129 3635 江袋　雅通 ｴﾌﾞｸﾛ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県 2:23:08 ハーフ壮年男子５０歳代
130 3616 止部　久仁彦 ﾄﾒﾍﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:23:24 トム ハーフ壮年男子５０歳代
131 3622 長谷川　昭 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 2:24:05 早起きクラブ ハーフ壮年男子５０歳代
132 3613 菊池　泰也 ｷｸﾁ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 2:24:24 チームリセット ハーフ壮年男子５０歳代
133 3761 藤原　務 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 2:24:27 ハーフ壮年男子５０歳代
134 3638 清水　庸次 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｼﾞ 埼玉県 2:24:41 ハーフ壮年男子５０歳代
135 3625 伊坂　秀一 ｲｻｶ ｼｭｳｲﾁ 兵庫県 2:24:42 ラッピー ハーフ壮年男子５０歳代
136 4267 竹本　清彦 ﾀｹﾓﾄ ｷﾖﾋｺ 松本市 2:25:03 ハーフ壮年男子５０歳代
137 3680 伊藤　弘 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 松本市 2:25:45 ハーフ壮年男子５０歳代
138 3637 真野　重則 ﾏﾉ ｼｹﾞﾉﾘ 須坂市 2:27:02 ハーフ壮年男子５０歳代
139 3777 高山　清一 ﾀｶﾔﾏ ｾｲｲﾁ 伊那市 2:27:12 ハーフ壮年男子５０歳代
140 3648 河野　伸一 ｶﾜﾉ ｼﾝｲﾁ 松本市 2:29:20 富士電機 ハーフ壮年男子５０歳代
141 3670 薮谷　亨 ﾔﾌﾞﾀﾆ ｱｷﾗ 大町市 2:29:22 ハーフ壮年男子５０歳代
142 3749 小林　長生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｮｳｾｲ 長野市 2:29:47 ハーフ壮年男子５０歳代
143 3632 矢澤　正之 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 伊那市 2:31:21 ハーフ壮年男子５０歳代
144 3690 佐竹　浩一 ｻﾀｹ ｺｳｲﾁ 徳島県 2:31:43 リオデＴＣ ハーフ壮年男子５０歳代
145 3733 荒畑　章一 ｱﾗﾊﾀ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 2:34:20 ハーフ壮年男子５０歳代
146 3736 星野　裕二 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 大町市 2:34:58 鹿島槍 ハーフ壮年男子５０歳代
147 3666 山﨑　隆二 ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 2:35:37 朝日楽走会 ハーフ壮年男子５０歳代
148 3721 大久保　剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｹｼ 松本市 2:37:49 吉田小 ハーフ壮年男子５０歳代
149 3689 西田　伸一 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 石川県 2:37:58 ハーフ壮年男子５０歳代
150 3644 太田　佳季 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 神奈川県 2:41:51 ハーフ壮年男子５０歳代
151 3677 戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 群馬県 2:43:41 美咲成希 ハーフ壮年男子５０歳代
152 3630 島田　温 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 大町市 2:49:36 ハーフ壮年男子５０歳代
153 3619 山岸　睦 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ 石川県 2:52:12 ハーフ壮年男子５０歳代
154 3745 青沼　則吉 ｱｵﾇﾏ ﾉﾘﾖｼ 愛知県 2:54:25 ハーフ壮年男子５０歳代
155 3646 久間　誠司 ｷｭｳﾏ ｾｲｼﾞ 長野市 2:55:41 ハーフ壮年男子５０歳代

1 3811 浅川　晴俊 ｱｻｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 山梨県 1:27:15 山梨県庁 ハーフ壮年男子６０歳代
2 3802 川原田　博志 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 富山県 1:29:51 ｙｇｒｃ ハーフ壮年男子６０歳代
3 4250 小野　均 ｵﾉ ﾋﾄｼ 辰野町 1:30:59 ハーフ壮年男子６０歳代
4 3810 太田　正明 ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ 長野市 1:32:19 ＯＲＩＯＮ ハーフ壮年男子６０歳代
5 3822 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 茨城県 1:34:04 ４６Ｌ ハーフ壮年男子６０歳代
6 3867 井口　悟志 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ 飯田市 1:36:54 チームアップルロード ハーフ壮年男子６０歳代
7 3870 渥美　昇 ｱﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 1:37:24 安城西部ＲＣ ハーフ壮年男子６０歳代
8 3812 水崎　澄夫 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ 福井県 1:39:15 ハーフ壮年男子６０歳代
9 3888 篠田　俊之 ｼﾉﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 伊那市 1:41:29 ハーフ壮年男子６０歳代

10 3806 名塚　達夫 ﾅﾂﾞｶ ﾀﾂｵ 池田町 1:43:15 池田町陸上部 ハーフ壮年男子６０歳代
11 3887 奥原　敏彦 ｵｸﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 木祖村 1:43:46 ハーフ壮年男子６０歳代
12 3901 谷田　賢二 ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富山県 1:44:45 入善楽走会 ハーフ壮年男子６０歳代
13 3813 不破　清治 ﾌﾜ ｾｲｼﾞ 愛知県 1:45:19 ハーフ壮年男子６０歳代
14 3828 竹平　令次朗 ﾀｹﾋﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ 松本市 1:48:08 ハーフ壮年男子６０歳代
15 3891 永田　仁 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾄｼ 静岡県 1:48:56 ハーフ壮年男子６０歳代
16 3892 大澤　陽一 ｵｵｻﾜ ﾖｳｲﾁ 長野市 1:49:01 アバレンジャー ハーフ壮年男子６０歳代
17 3875 松澤　義彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 松本市 1:49:41 たまちゃんクラブ ハーフ壮年男子６０歳代
18 3846 玉井　俊郎 ﾀﾏｲ ﾄｼﾛｳ 長野市 1:50:15 ハーフ壮年男子６０歳代
19 3826 遠藤　俊行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 大町市 1:50:45 ゼロ ハーフ壮年男子６０歳代
20 3839 丸山　繁 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 松本市 1:51:08 ハーフ壮年男子６０歳代
21 3808 樋口　孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 安曇野市 1:53:01 ミサトピア小倉病院 ハーフ壮年男子６０歳代
22 3912 梅本　庄治 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 長野市 1:53:26 ハーフ壮年男子６０歳代
23 3838 酒井　祐樹 ｻｶｲ ﾕｳｷ 長野市 1:53:40 ハーフ壮年男子６０歳代
24 3818 花岡　虎之助 ﾊﾅｵｶ ﾄﾗﾉｽｹ 大町市 1:55:30 塩の道走友会 ハーフ壮年男子６０歳代
25 3909 蘆澤　則文 ｱｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ 上松町 1:56:13 ハーフ壮年男子６０歳代
26 3858 堀　曉 ﾎﾘ ｱｷﾗ 静岡県 1:56:34 ハーフ壮年男子６０歳代
27 3814 澤井　茂樹 ｻﾜｲ ｼｹﾞｷ 富山県 1:56:59 ひみ浜友会 ハーフ壮年男子６０歳代
28 3856 須江　邦男 ｽｴ ｸﾆｵ 佐久市 1:57:24 佐久のランナー ハーフ壮年男子６０歳代
29 3878 鷲尾　亀 ﾜｼｵ ﾋｻｼ 長野市 1:57:26 ハーフ壮年男子６０歳代
30 3820 東条　繁男 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｹﾞｵ 山梨県 1:57:28 櫛形陸上部 ハーフ壮年男子６０歳代
31 3883 北沢　克四郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂｼﾛｳ 千曲市 1:58:46 ＪＡＣＫみみ ハーフ壮年男子６０歳代
32 3893 石井　輝雄 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 岐阜県 1:59:33 ハーフ壮年男子６０歳代
33 3910 笹本　金治 ｻｻﾓﾄ ｷﾝｼﾞ 東京都 1:59:34 八国の里ＪＣ ハーフ壮年男子６０歳代
34 3809 奥田　正治 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 山梨県 1:59:38 ハーフ壮年男子６０歳代
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35 3840 岩井　啓三 ｲﾜｲ ｹｲｿﾞｳ 京都府 2:00:24 岩井歯科倶楽部 ハーフ壮年男子６０歳代
36 3905 伊藤　隆夫 ｲﾄｳ ﾀｶｵ 長野市 2:00:57 ハーフ壮年男子６０歳代
37 3911 沢田　昌三 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 新潟県 2:01:05 糸魚川蛍 ハーフ壮年男子６０歳代
38 3805 谷本　義明 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼｱｷ 兵庫県 2:02:31 ハーフ壮年男子６０歳代
39 3882 荻窪　登 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾉﾎﾞﾙ 池田町 2:02:37 池田町大かえで倶楽部 ハーフ壮年男子６０歳代
40 3859 弓達　壽夫 ﾕﾐﾀﾞﾃ ﾋｻｵ 愛知県 2:03:04 ハーフ壮年男子６０歳代
41 3849 鈴木　千一郎 ｽｽﾞｷ ｾﾝｲﾁﾛｳ 静岡県 2:04:38 ランエクセル ハーフ壮年男子６０歳代
42 3885 木下　正人 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄ 東京都 2:06:45 リクルート ハーフ壮年男子６０歳代
43 3872 安藤　和敏 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜県 2:07:08 ハーフ壮年男子６０歳代
44 3851 春木　敏明 ﾊﾙｷ ﾄｼｱｷ 東京都 2:07:43 ハーフ壮年男子６０歳代
45 3857 小笠原　一夫 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｵ 伊那市 2:07:50 ハーフ壮年男子６０歳代
46 3861 原田　一正 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 群馬県 2:08:05 藤岡ゆっくり走ろう会 ハーフ壮年男子６０歳代
47 3876 青木　芳勝 ｱｵｷ ﾖｼｶﾂ 長野市 2:08:20 ハーフ壮年男子６０歳代
48 3877 佐野　秋仁 ｻﾉ ｱｷﾋﾄ 安曇野市 2:09:40 アカシナの雨 ハーフ壮年男子６０歳代
49 3830 柴野　吉正 ｼﾊﾞﾉ ﾖｼﾏｻ 安曇野市 2:09:56 ハーフ壮年男子６０歳代
50 3854 西條　勝宜 ﾆｼｼﾞｮｳ ｶﾂﾖｼ 上田市 2:11:23 人間万事塞翁馬 ハーフ壮年男子６０歳代
51 3894 村上　彰 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 2:12:24 はぴかめ ハーフ壮年男子６０歳代
52 3907 蛸島　雄二 ﾀｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:13:07 ハーフ壮年男子６０歳代
53 3915 中村　幸雄 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ 安曇野市 2:13:40 ハーフ壮年男子６０歳代
54 3825 大月　一夫 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｵ 塩尻市 2:14:23 ハーフ壮年男子６０歳代
55 3863 園部　芳也 ｿﾉﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ 大町市 2:15:19 ツーリストプラン ハーフ壮年男子６０歳代
56 3864 塩野入　一男 ｼｵﾉｲﾘ ｶｽﾞｵ 長野市 2:15:23 塩野入電設３６ ハーフ壮年男子６０歳代
57 3898 高橋　宏 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 群馬県 2:15:33 藤岡ゆっくり走ろう会 ハーフ壮年男子６０歳代
58 3843 牧野内　隆夫 ﾏｷﾉｳﾁ ﾀｶｵ 愛知県 2:15:38 ハーフ壮年男子６０歳代
59 3831 今滝　郁夫 ｲﾏﾀｷ ｲｸｵ 大町市 2:16:16 ハーフ壮年男子６０歳代
60 3873 柴田　巧 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 白馬村 2:17:14 チーム田園詩 ハーフ壮年男子６０歳代
61 3853 有賀　武彦 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾋｺ 伊那市 2:17:43 ハーフ壮年男子６０歳代
62 3803 萩原　隆 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 上田市 2:18:05 チームのこのこ ハーフ壮年男子６０歳代
63 3862 遠山　治 ﾄｵﾔﾏ ｵｻﾑ 三重県 2:18:59 ハーフ壮年男子６０歳代
64 3834 丸山　朗 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 2:19:13 ハーフ壮年男子６０歳代
65 3914 奥谷　保人 ｵｸﾔ ﾔｽﾋﾄ 安曇野市 2:19:20 ハーフ壮年男子６０歳代
66 3850 細谷　功 ﾎｿﾔ ｲｻｵ 埼玉県 2:19:58 スタジオ４ ハーフ壮年男子６０歳代
67 3900 伊藤　英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:20:00 獨協ラン・チー ハーフ壮年男子６０歳代
68 3819 南澤　渡 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ 長野市 2:21:20 ハーフ壮年男子６０歳代
69 3807 萬澤　義男 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ 東京都 2:21:25 ハーフ壮年男子６０歳代
70 3881 河村　倍男 ｶﾜﾑﾗ ﾏｽｵ 中野市 2:21:36 信州中野楽走会 ハーフ壮年男子６０歳代
71 3899 川上　眞司 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｼﾞ 大町市 2:22:16 大町北 ハーフ壮年男子６０歳代
72 3895 今村　宣明 ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 滋賀県 2:22:27 ハーフ壮年男子６０歳代
73 3827 上條　博文 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾌﾐ 山形村 2:22:33 松本市役所ＲＣ ハーフ壮年男子６０歳代
74 3852 尾崎　正孝 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 福井県 2:23:08 ハーフ壮年男子６０歳代
75 3919 松村　敏夫 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｵ 松本市 2:24:15 ハーフ壮年男子６０歳代
76 3904 栗林　正幸 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 大町市 2:25:00 ハーフ壮年男子６０歳代
77 3816 瀧澤　武 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｹｼ 長野市 2:25:51 ハーフ壮年男子６０歳代
78 3841 加藤　波男 ｶﾄｳ ﾅﾐｵ 岐阜県 2:25:56 ハーフ壮年男子６０歳代
79 3918 上嶋　優二 ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 松本市 2:28:23 ハーフ壮年男子６０歳代
80 3860 土谷　恒 ﾂﾁﾔ ﾋｻｼ 愛知県 2:30:10 ＴＭＫ ハーフ壮年男子６０歳代
81 3832 宮沢　和男 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 長野市 2:32:09 ハーフ壮年男子６０歳代
82 3880 山副　幸一 ﾔﾏｿﾞｴ ｺｳｲﾁ 安曇野市 2:32:12 協栄フォーク ハーフ壮年男子６０歳代
83 3916 綱嶋　良一 ﾂﾅｼﾏ ﾘｮｳｲﾁ 上田市 2:35:05 西友 ハーフ壮年男子６０歳代
84 3824 酒井　利政 ｻｶｲ 石川県 2:36:45 ハーフ壮年男子６０歳代
85 3821 宮脇　高 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ 愛知県 2:37:36 ハーフ壮年男子６０歳代
86 3868 小川　多々雄 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 長野市 2:38:45 ハーフ壮年男子６０歳代
87 3889 若宮　真自 ﾜｶﾐﾔ ｼﾝｼﾞ 富山県 2:40:12 チーム上飯野 ハーフ壮年男子６０歳代
88 3845 松尾　博志 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 坂城町 2:40:46 ハーフ壮年男子６０歳代
89 3829 谷村　武久 ﾀﾆﾑﾗ ﾀｹﾋｻ 愛知県 2:45:09 ハーフ壮年男子６０歳代
90 3903 秋山　満邦 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂｸﾆ 安曇野市 2:45:13 エーテック ハーフ壮年男子６０歳代
91 3869 戸澤　裕幸 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:48:46 おおるり山の会 ハーフ壮年男子６０歳代
92 3871 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 長野市 2:49:46 セクリ歓送迎会 ハーフ壮年男子６０歳代
93 3804 内野　昌栄 ｳﾁﾉ ﾏｻﾖｼ 埼玉県 2:53:49 武蔵ＭＬ駆楽舞 ハーフ壮年男子６０歳代
94 3855 西沢　達紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾉﾘ 長野市 2:54:30 ＪＳＰ ハーフ壮年男子６０歳代
95 3908 青木　邦彦 ｱｵｷ ｸﾆﾋｺ 愛知県 2:56:14 犬山東部 ハーフ壮年男子６０歳代
1 4018 三浦　正司 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 飯田市 1:37:13 ＭＩＵＲＵＮ ハーフ壮年男子７０歳以上
2 4003 平塚　光明 ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂｱｷ 岐阜県 1:41:43 高山ランニング ハーフ壮年男子７０歳以上
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3 4258 大島　強 ｵｵｼﾏ ﾂﾖｼ 岐阜県 1:51:21 ハーフ壮年男子７０歳以上
4 4010 東城　是夫 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｵ 箕輪町 1:52:59 ちいむもみじ ハーフ壮年男子７０歳以上
5 4006 相原　道暁 ｱｲﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 山梨県 1:57:34 櫛形走ろう会 ハーフ壮年男子７０歳以上
6 4035 新井　正夫 ｱﾗｲ ﾏｻｵ 神奈川県 2:00:13 関東マラニック ハーフ壮年男子７０歳以上
7 4028 渡辺　勝利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 松本市 2:04:03 ハーフ壮年男子７０歳以上
8 4040 石部　洋 ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｼ 松本市 2:05:30 ハーフ壮年男子７０歳以上
9 4012 加藤　智誠 ｶﾄｳ ﾁｾｲ 新潟県 2:06:50 糸魚川蛍 ハーフ壮年男子７０歳以上

10 4036 近藤　栄人 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｶﾄ 下諏訪町 2:07:30 ハーフ壮年男子７０歳以上
11 4016 矢野　俊則 ﾔﾉ ﾄｼﾉﾘ 飯綱町 2:08:49 上水内駅伝部 ハーフ壮年男子７０歳以上
12 4009 内田　清 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ 東京都 2:11:11 ハーフ壮年男子７０歳以上
13 4020 小瀧　輝征 ｺﾀｷ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 2:11:46 ハーフ壮年男子７０歳以上
14 4025 酒井　武司 ｻｶｲ ﾀｹｼ 長野市 2:14:09 きたながのＲＣ ハーフ壮年男子７０歳以上
15 4027 渡辺　敏雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 岐阜県 2:16:48 ウィングラン・飛 ハーフ壮年男子７０歳以上
16 4004 梅木　敏行 ｳﾒｷ ﾄｼﾕｷ 奈良県 2:21:42 大阪走ろう会 ハーフ壮年男子７０歳以上
17 4031 吾妻　純男 ｱﾂﾞﾏ ｽﾐｵ 埼玉県 2:22:20 鐵人會 ハーフ壮年男子７０歳以上
18 4001 峯尾　全男 ﾐﾈｵ ﾀｹｵ 東京都 2:22:23 八王子富士森走友会 ハーフ壮年男子７０歳以上
19 4017 友　龍雄 ﾕｳ ﾀﾂｵ 白馬村 2:26:01 ハーフ壮年男子７０歳以上
20 4037 中山　隆 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 白馬村 2:28:29 ハーフ壮年男子７０歳以上
21 4033 伊藤　喜一郎 ｲﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ 千葉県 2:30:00 ウイング ハーフ壮年男子７０歳以上
22 4019 森崎　三津男 ﾓﾘｻｷ ﾐﾂｵ 安曇野市 2:31:35 ハーフ壮年男子７０歳以上
23 4014 森　國男 ﾓﾘ ｸﾆｵ 福井県 2:35:08 ハーフ壮年男子７０歳以上
24 4024 永井　隆之 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:35:22 ハーフ壮年男子７０歳以上
25 4023 鈴木　富雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ 神奈川県 2:39:24 富士足柄走友会 ハーフ壮年男子７０歳以上
26 4032 佐藤　忠晴 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 愛知県 2:40:59 いずみＳＳＴ ハーフ壮年男子７０歳以上
27 4015 浜田　正敏 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 石川県 2:43:23 ハーフ壮年男子７０歳以上
28 4038 橋立　親夫 ﾊｼﾀﾞﾃ ﾁｶｵ 南木曽町 2:43:32 南木曽ランニンクラブ ハーフ壮年男子７０歳以上
29 4034 五嶋　卓一郎 ｺﾞﾄｳ ﾀｸｲﾁﾛｳ 新潟県 2:44:11 ハーフ壮年男子７０歳以上
30 4026 若林　正明 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 東京都 2:48:33 ハーフ壮年男子７０歳以上
31 4011 玉井　美千雄 ﾀﾏｲ ﾐﾁｵ 長野市 2:55:19 ステータス ハーフ壮年男子７０歳以上
32 4005 市川　祐次 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼﾞ 長野市 2:56:30 ハーフ壮年男子７０歳以上
1 3008 栗林　拓矢 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 群馬県 1:14:13 大町市陸協 ハーフ一般男子
2 4263 吉田　貴大 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 富山県 1:15:15 匠 ハーフ一般男子
3 3012 宮阪　紘平 ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻市 1:17:49 塩尻陸協 ハーフ一般男子
4 4265 小林　亨輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:18:28 ハーフ一般男子
5 3006 黒崎　群 ｸﾛｻｷ ｸﾞﾝ 神奈川県 1:18:42 しのぎ ハーフ一般男子
6 3014 井出　典孝 ｲﾃﾞ ﾉﾘﾀｶ 塩尻市 1:19:45 ハーフ一般男子
7 3182 角谷　秀樹 ｽﾐﾔ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 1:22:07 弥富製作所 ハーフ一般男子
8 3087 藤原　康紘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ 松本市 1:24:17 大町レジェ ハーフ一般男子
9 3003 榛葉　雄大 ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 松川村 1:24:22 昭和電工大町 ハーフ一般男子

10 3005 中村　恒太 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 池田町 1:24:57 北安曇郡陸協 ハーフ一般男子
11 3272 鈴木　健人 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 栄村 1:25:24 信越病院 ハーフ一般男子
12 3279 森本　幸男 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷｵ 岐阜県 1:25:36 国府ΑС ハーフ一般男子
13 3209 菅野　文雄 ｶﾝﾉ ﾌﾐｵ 神奈川県 1:25:56 ウォークライド ハーフ一般男子
14 3120 大日方　泰典 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 1:26:29 大町高ＬＥＧＥＮＤＳ ハーフ一般男子
15 3294 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安曇野市 1:26:31 共立製作所 ハーフ一般男子
16 3302 中島　木延 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｸｴﾝ 大町市 1:27:26 はだし駅伝部 ハーフ一般男子
17 3029 村澤　陽介 ﾑﾗｻﾜ ﾖｳｽｹ 大町市 1:28:42 ハーフ一般男子
18 4248 谷田　直樹 ﾀﾆﾀﾞ ﾅｵｷ 富山県 1:29:27 ハーフ一般男子
19 3068 柴山　敏也 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 新潟県 1:30:29 ハーフ一般男子
20 3015 中田　隆昭 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 1:30:29 ハーフ一般男子
21 3125 大槻　徹 ｵｵﾂｷ ﾄｵﾙ 箕輪町 1:30:43 ハーフ一般男子
22 3002 伊藤　輝 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 愛知県 1:31:00 ハーフ一般男子
23 3074 林部　真悟 ﾊﾔｼﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 長野市 1:31:11 ハーフ一般男子
24 3009 大峽　貴道 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ 富山県 1:31:41 ハーフ一般男子
25 3196 上条　洋 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 松本市 1:32:08 ハーフ一般男子
26 3134 近藤　義彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 千曲市 1:32:43 ハーフ一般男子
27 3261 松本　柊二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 白馬村 1:32:55 楽ぴー ハーフ一般男子
28 3098 松沢　斉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 白馬村 1:33:00 ハーフ一般男子
29 3007 髙田　将光 ﾀｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 長野市 1:33:08 日本無線Ｇ ハーフ一般男子
30 3204 寺嶋　仁志 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾄｼ 東京都 1:33:41 ハーフ一般男子
31 3289 成瀬　雅史 ﾅﾙｾ ﾏｻｼ 松本市 1:33:41 ハーフ一般男子
32 3171 土肥　利樹 ﾄﾞﾋ ﾄｼｷ 大阪府 1:33:55 大阪・貝塚市消防本部 ハーフ一般男子
33 3222 大鹿　裕一 ｵｵｼｶ ﾕｳｲﾁ 愛知県 1:34:31 大鹿接骨院 ハーフ一般男子
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34 3262 手塚　慧介 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 白馬村 1:35:05 楽ぴー ハーフ一般男子
35 3056 釜本　英和 ｶﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 富山県 1:35:30 ハーフ一般男子
36 3298 林　克己 ﾊﾔｼ ｶﾂｷ 大阪府 1:35:51 ハーフ一般男子
37 3257 金沢　信隆 ｶﾅｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 1:36:05 ハーフ一般男子
38 3112 池山　佳孝 ｲｹﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 愛知県 1:36:35 ハーフ一般男子
39 3250 松田　孝司 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 香川県 1:37:33 ハーフ一般男子
40 3141 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 松川村 1:38:34 ハーフ一般男子
41 3010 野口　渉 ﾉｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 安曇野市 1:38:38 ハーフ一般男子
42 3105 鈴江　糧真 ｽｽﾞｴ ﾘｮｳﾏ 京都府 1:38:45 ハーフ一般男子
43 3114 吉川　知明 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 白馬村 1:38:54 白馬ＲＣ ハーフ一般男子
44 3190 黒井　貴行 ｸﾛｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:38:56 ハーフ一般男子
45 3011 米沢　武久 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾋｻ 東京都 1:39:24 ハーフ一般男子
46 3046 島田　青児 ｼﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 松本市 1:39:34 ハーフ一般男子
47 3265 長澤　晨哉 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 白馬村 1:39:49 ハーフ一般男子
48 3167 田村　豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 千葉県 1:40:20 ハーフ一般男子
49 3252 田中　武 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 池田町 1:40:39 白馬八方かにさわ舘 ハーフ一般男子
50 3038 宮下　雅之 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾕｷ 安曇野市 1:40:51 松本信用金庫 ハーフ一般男子
51 3076 辻　港人 ﾂｼﾞ ﾐﾅﾄ 松本市 1:41:07 ＥＹ ハーフ一般男子
52 4274 新山　哲史 ﾆｲﾔﾏ ｻﾄｼ 大町市 1:41:09 ハーフ一般男子
53 3215 木下　純一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 伊那市 1:41:10 ハーフ一般男子
54 3187 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 松本市 1:41:15 相澤病院 ハーフ一般男子
55 3106 佐々木　正義 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ 京都府 1:41:28 ハーフ一般男子
56 3287 八木澤　覚 ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾄﾙ 長野市 1:41:44 ニッキフロン ハーフ一般男子
57 3122 降幡　光寿 ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾂﾄｼ 千葉県 1:42:55 ハーフ一般男子
58 3243 峯村　拓実 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾐ 愛知県 1:43:08 ハーフ一般男子
59 3282 山口　敏康 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾔｽ 小諸市 1:43:17 ハーフ一般男子
60 3113 内川　博喜 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 長野市 1:44:02 りきちゃんず ハーフ一般男子
61 3185 石田　充 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 安曇野市 1:44:04 ハーフ一般男子
62 3023 木下　貴暁 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｱｷ 安曇野市 1:44:08 ハーフ一般男子
63 3188 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛知県 1:44:33 トヨタ自動車 ハーフ一般男子
64 3165 布山　和樹 ﾌﾔﾏ ｶｽﾞｷ 安曇野市 1:44:36 ハーフ一般男子
65 3051 反保　一裕 ﾀﾝﾎﾟ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 1:44:40 サントリー ハーフ一般男子
66 3205 最所　賢二 ｻｲｼｮ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:45:38 ハーフ一般男子
67 3099 山下　祥一 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 安曇野市 1:46:01 ＴＡＲＣ ハーフ一般男子
68 3169 後藤　秀春 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 安曇野市 1:46:02 ハーフ一般男子
69 3286 久保田　雄大 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野市 1:46:12 長野日本無線 ハーフ一般男子
70 3042 山岸　弘夢 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾑ 石川県 1:46:29 ハーフ一般男子
71 3202 丸山　剛生 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ 山形村 1:46:40 ハーフ一般男子
72 3241 伊東　秀和 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 岡谷市 1:47:01 ＴＰＲ陸上部 ハーフ一般男子
73 3197 駒田　誠次郎 ｺﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ 安曇野市 1:47:42 ハーフ一般男子
74 3045 強矢　俊明 ｷｮｳﾔ ﾄｼｱｷ 東京都 1:47:47 ハーフ一般男子
75 3036 山岸　肇 ﾔﾏｷﾞｼ ﾊｼﾞﾒ 大町市 1:48:29 チームリセット ハーフ一般男子
76 3032 佐藤　陽輝 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 大町市 1:48:47 チームリセット ハーフ一般男子
77 3218 彦坂　亮伸 ﾋｺｻｶ ｱｷﾉﾌﾞ 愛知県 1:48:50 ハーフ一般男子
78 3177 越取　宣夫 ｺｼﾄﾘ ﾉﾘｵ 安曇野市 1:49:01 だいにち堂 ハーフ一般男子
79 3158 長野　貴仁 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ 滋賀県 1:49:30 ハーフ一般男子
80 3277 奥原　千明 ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ 松本市 1:49:42 ハーフ一般男子
81 3156 家田　大輔 ｲｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:49:52 ハーフ一般男子
82 3173 石原　和彦 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 1:50:07 ＴＴＤＣスノスポ ハーフ一般男子
83 3111 猪熊　隆之 ｲﾉｸﾏ ﾀｶﾕｷ 茅野市 1:50:29 ハーフ一般男子
84 3097 半仁田　敦史 ﾊﾝﾆﾀ ｱﾂｼ 埼玉県 1:50:48 ハーフ一般男子
85 3160 鈴木　裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 埼玉県 1:50:53 ぽにょマラソン同好会 ハーフ一般男子
86 3017 中垣　岳人 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｹﾄ 安曇野市 1:51:18 ハーフ一般男子
87 3150 寺本　一平 ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 石川県 1:51:22 ハーフ一般男子
88 3295 唐澤　燿 ｶﾗｻﾜ ｱｷﾗ 松本市 1:51:27 ハーフ一般男子
89 3151 石尾　出 ｲｼｵ ｲｽﾞﾙ 松本市 1:51:37 梓川体協 ハーフ一般男子
90 3050 荒井　保洋 ｱﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 松本市 1:51:41 昭和電工 ハーフ一般男子
91 3258 吉岡　豪 ﾖｼｵｶ ﾀｹﾙ 東京都 1:51:42 ハーフ一般男子
92 3301 日下山　賢 ﾋｹﾞﾔﾏ ｻﾄｼ 安曇野市 1:52:34 ハーフ一般男子
93 3183 清水　建太 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 茅野市 1:53:22 八ヶ根工業 ハーフ一般男子
94 3239 高畑　佑允 ﾀｶﾊﾀ ﾕｳｽｹ 東京都 1:53:36 ハーフ一般男子
95 3043 田中　豊太 ﾀﾅｶ ﾄﾖﾀ 東京都 1:53:55 ハーフ一般男子
96 3052 烏田　倫宏 ｶﾗｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:54:11 ＴＥＡＭカラス ハーフ一般男子
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97 3081 西田　専 ﾆｼﾀﾞ ｾﾝ 長野市 1:54:16 ハーフ一般男子
98 4275 小栗　研二 ｵｸﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 飯島町 1:54:21 ハーフ一般男子
99 3237 松澤　智之 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 松本市 1:54:25 積水ハウス ハーフ一般男子

100 3285 中尾　真 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 茨城県 1:54:35 ＲＰＣ ハーフ一般男子
101 3152 梁　子謙 ﾘｮｳ ｼｹﾝ 東京都 1:55:28 ハーフ一般男子
102 3200 林田　和之 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 1:55:33 ハーフ一般男子
103 3109 飯塚　英明 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市 1:55:36 ハーフ一般男子
104 3123 岡田　裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 安曇野市 1:55:44 ハーフ一般男子
105 4271 荒井　信幸 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 松本市 1:56:10 ハーフ一般男子
106 3235 松中　亮 ﾏﾂﾅｶ ﾘｮｳ 白馬村 1:56:43 ハーフ一般男子
107 3247 平林　誠 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 松本市 1:56:45 けんしんＢＡＮＫ ハーフ一般男子
108 3066 春木　陽介 ﾊﾙｷ ﾖｳｽｹ 東京都 1:56:52 ハーフ一般男子
109 3143 浅輪　啓司 ｱｻﾜ ｹｲｼﾞ 松本市 1:56:54 ハーフ一般男子
110 3053 三井　好則 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 山梨県 1:56:57 ハーフ一般男子
111 3064 谷本　高広 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 徳島県 1:57:05 ハーフ一般男子
112 3276 竹花　智之 ﾀｹﾊﾅ ﾄﾓﾕｷ 上田市 1:57:11 ハーフ一般男子
113 3144 三戸呂　直哉 ﾐﾄﾛ ﾅｵﾔ 大町市 1:57:19 ハーフ一般男子
114 3041 貴田　隆之 ｷﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府 1:57:29 ハーフ一般男子
115 3027 根本　強 ﾈﾓﾄ ﾂﾖｼ 大町市 1:57:44 みあさの森ＲＣ ハーフ一般男子
116 3092 福田　寛人 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 兵庫県 1:57:45 ハーフ一般男子
117 3039 小池　徹也 ｺｲｹ ﾃﾂﾔ 伊那市 1:57:47 ハーフ一般男子
118 3026 太田　純 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 大町市 1:58:08 ハーフ一般男子
119 3157 奥村　直 ｵｸﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 京都府 1:58:24 ハーフ一般男子
120 3117 八代　義信 ﾔｼﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 1:58:24 ハーフ一般男子
121 3236 阿部　淳一郎 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:58:39 ハーフ一般男子
122 3176 石田　明徳 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 安曇野市 1:58:50 だいにち堂 ハーフ一般男子
123 3210 中井　舜介 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 大町市 1:58:51 ハーフ一般男子
124 3070 リグビー　ジョー ﾘｸﾞﾋﾞｰ ｼﾞｮｰ 白馬村 1:58:53 ハーフ一般男子
125 3059 大沢　勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 伊那市 1:58:57 ハーフ一般男子
126 3037 伊東　謙治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 大町市 1:59:13 チームリセット ハーフ一般男子
127 3162 山中　勝一郎 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂｲﾁﾛｳ 千葉県 1:59:25 ちーむらんらん ハーフ一般男子
128 3201 伊藤　宣之 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:00:04 ハーフ一般男子
129 3284 牧　夕紀夫 ﾏｷ ﾕｷｵ 白馬村 2:00:21 ハーフ一般男子
130 3194 加藤　英明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:00:29 デンソー ハーフ一般男子
131 3128 安藤　徹次 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ 安曇野市 2:00:43 ハーフ一般男子
132 3253 続麻　純生 ﾂﾂﾞｵ ｽﾐｵ 大町市 2:01:03 鷹狩山ＴＲＣ ハーフ一般男子
133 3283 平田　元 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:01:17 ハーフ一般男子
134 3086 金子　文大 ｶﾈｺ ﾌﾐﾋﾛ 安曇野市 2:01:32 ハーフ一般男子
135 3240 森　文章 ﾓﾘ ﾌﾐｱｷ 東京都 2:01:44 ハーフ一般男子
136 3264 等々力　雄太 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾕｳﾀ 安曇野市 2:01:47 ハーフ一般男子
137 3213 外山　貴大 ﾄﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:02:21 ハーフ一般男子
138 3067 牛丸　憲史 ｳｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 松本市 2:02:38 ハーフ一般男子
139 3230 岡澤　輝明 ｵｶｻﾞﾜ ﾃﾙｱｷ 大町市 2:02:41 ＡＬＳＯＫ ハーフ一般男子
140 3044 中村　岳 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 2:02:43 ハーフ一般男子
141 3163 小林　貴之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 千曲市 2:02:47 ハーフ一般男子
142 3179 初野　敬伴 ﾊﾂﾉ ｹｲｽｹ 安曇野市 2:02:49 大日堂物流 ハーフ一般男子
143 3093 田中　悠嵯 ﾀﾅｶ ﾕｳｻﾞ 兵庫県 2:02:50 ハーフ一般男子
144 3217 遠藤　洋介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 安曇野市 2:02:51 ハーフ一般男子
145 3275 渡辺　陽介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 2:03:09 鶯谷健診センター ハーフ一般男子
146 3047 藤原　康平 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 東京都 2:03:18 ハーフ一般男子
147 3115 熊谷　翔平 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 2:03:22 ハーフ一般男子
148 3139 江津　健 ｺﾞｳﾂﾞ ﾀｹｼ 安曇野市 2:03:36 ハーフ一般男子
149 3063 西村　淳司 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 伊那市 2:03:44 ハーフ一般男子
150 3266 豊田　利彦 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市 2:03:52 綿半ＲＣ ハーフ一般男子
151 3242 岸本　秀真 ｷｼﾓﾄ ﾎﾂﾏ 東京都 2:04:10 ハーフ一般男子
152 3091 下田　司 ｼﾓﾀﾞ ﾂｶｻ 奈良県 2:04:11 ハーフ一般男子
153 3255 宮下　剛志 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾖｼ 伊那市 2:04:36 ハーフ一般男子
154 3273 瀬戸口　寅 ｾﾄｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 大町市 2:04:39 ハーフ一般男子
155 3170 中出　康夫 ﾅｶﾃﾞ ﾔｽｵ 愛知県 2:05:09 村田機械 ハーフ一般男子
156 3248 上野　諭 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 塩尻市 2:05:30 ハーフ一般男子
157 3166 大久保　数馬 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ 大町市 2:06:15 ハーフ一般男子
158 3135 武馬　輝 ﾌﾞﾏ ｱｷﾗ 愛知県 2:06:17 カルタ部 ハーフ一般男子
159 3199 栂尾　健吾 ﾄｶﾞｵ ｹﾝｺﾞ 愛知県 2:06:18 ハーフ一般男子
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160 3025 大井　武蔵 ｵｵｲ ﾑｻｼ 長野市 2:06:44 花の銀杏園 ハーフ一般男子
161 3048 小川　智孝 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ 新潟県 2:06:53 ハーフ一般男子
162 3288 長谷川　明 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 松本市 2:07:04 ハーフ一般男子
163 3061 大塚　雅之 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 2:07:18 ハーフ一般男子
164 4246 帆苅　優 ﾎｶﾘ ﾕｳ 松本市 2:07:35 ハーフ一般男子
165 3146 山口　文久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｻ 上田市 2:07:45 神科自動車鈑金 ハーフ一般男子
166 4247 大長　規浩 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾉﾘﾋﾛ 松本市 2:08:04 ハーフ一般男子
167 3172 樋口　穂高 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 大阪府 2:08:10 ハーフ一般男子
168 3206 大野　一夫 ｵｵﾉ ｶｽﾞｵ 松本市 2:08:37 ハーフ一般男子
169 3102 岡部　一秀 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 埼玉県 2:09:08 ハーフ一般男子
170 3079 熊井　洋平 ｸﾏｲ ﾖｳﾍｲ 長野市 2:09:10 ハーフ一般男子
171 3022 高見　知佳 ﾀｶﾐ ﾄﾓﾖｼ 愛知県 2:09:13 すぎやまぐみ ハーフ一般男子
172 3107 越智　尚之 ｵﾁ ﾅｵﾕｷ 愛知県 2:09:42 ハーフ一般男子
173 3224 遠藤　晃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 神奈川県 2:09:49 オカシイＪＡＰＡＮ ハーフ一般男子
174 3164 富井　俊光 ﾄﾐｲ ﾄｼﾐﾂ 野沢温泉村 2:09:58 ハーフ一般男子
175 3058 伊藤　秀明 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 安曇野市 2:10:13 ユーハート ハーフ一般男子
176 3274 大久保　匡浩 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本市 2:10:43 ＳＹＶＥＣ ハーフ一般男子
177 3193 新井　健司 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 長野市 2:11:42 ハーフ一般男子
178 3216 中山　和雄 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 東京都 2:12:03 ハーフ一般男子
179 3256 宮崎　晃栄 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋﾃﾞ 長野市 2:12:11 チーム松本 ハーフ一般男子
180 3096 大友　秀剛 ｵｵﾄﾓ ｼｭｳｺﾞｳ 埼玉県 2:12:50 ハーフ一般男子
181 3095 江副　哲 ｴｿﾞｴ ｻﾄﾙ 大阪府 2:12:50 ハーフ一般男子
182 3124 菅原　良介 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:12:56 ハーフ一般男子
183 3159 大野　健介 ｵｵﾉ ｹﾝｽｹ 神奈川県 2:13:17 ハーフ一般男子
184 3299 久保　俊博 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ 安曇野市 2:13:24 ハーフ一般男子
185 3191 岡本　洋介 ｵｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 長野市 2:13:34 ハーフ一般男子
186 3192 松本　裕也 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 長野市 2:13:34 ハーフ一般男子
187 3227 小林　和義 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ 千曲市 2:13:59 ハーフ一般男子
188 3078 笹嶋　明人 ｻｻｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 富山県 2:14:40 ハーフ一般男子
189 3214 谷川　旅帆 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀﾋﾞﾎ 安曇野市 2:14:53 ハーフ一般男子
190 3211 中川　太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 長野市 2:15:41 ハーフ一般男子
191 3281 恒川　明伸 ﾂﾈｶﾜ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 2:15:41 ハーフ一般男子
192 3101 松林　啓介 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 長野市 2:15:45 ハーフ一般男子
193 3181 岡田　嘉彦 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本市 2:15:51 ハーフ一般男子
194 3080 原山　裕作 ﾊﾗﾔﾏ ﾕｳｻｸ 長野市 2:16:18 ハッスル ハーフ一般男子
195 3269 加藤　丈裕 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 長野市 2:16:33 ハーフ一般男子
196 3075 山田　昌智 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 松本市 2:16:35 ハーフ一般男子
197 4257 大野　嘉土 ｵｵﾉ ﾖｼﾄ 神奈川県 2:16:42 ハーフ一般男子
198 3119 吉田　正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 安曇野市 2:17:09 ハーフ一般男子
199 3040 塩原　浩司 ｼｵﾊﾗ ｺｳｼﾞ 伊那市 2:17:14 ハーフ一般男子
200 3212 長谷川　貴彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 大町市 2:17:47 ハーフ一般男子
201 3244 尾前　隆治 ｵﾏｴ ﾀｶﾊﾙ 岐阜県 2:18:24 ハーフ一般男子
202 3031 菊池　宏行 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ 大町市 2:19:08 チームリセット ハーフ一般男子
203 3292 宮田　佳祐 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 松本市 2:19:16 ハーフ一般男子
204 3131 渡邉　慎一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 静岡県 2:19:51 ハーフ一般男子
205 3028 立川　史明 ﾀﾁｶﾜ ﾌﾐｱｷ 大町市 2:19:55 ハーフ一般男子
206 3094 藤田　迅 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞﾝ 大阪府 2:19:56 ハーフ一般男子
207 4255 大澤　壯 ｵｵｻﾜ ｿｳ 愛知県 2:20:31 ハーフ一般男子
208 3104 森　智也 ﾓﾘ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:20:34 シノプシス ハーフ一般男子
209 3254 田中　剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 大町市 2:20:41 ハーフ一般男子
210 4245 福井　智也 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 大町市 2:21:13 ハーフ一般男子
211 3108 竹内　大介 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 松本市 2:21:21 ハーフ一般男子
212 3296 井戸　章仁 ｲﾄﾞ ｱｷﾋﾄ 岐阜県 2:21:38 ハーフ一般男子
213 3049 佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 松本市 2:21:47 ハーフ一般男子
214 4266 萬年　諭 ﾏﾝﾈﾝ ｻﾄｼ 長野市 2:22:07 ハーフ一般男子
215 3088 今野　慎史 ｺﾝﾉ ｼﾝｼﾞ 茨城県 2:22:13 ハーフ一般男子
216 3024 柴野　健太 ｼﾊﾞﾉ 安曇野市 2:22:31 ハーフ一般男子
217 3100 李　旭 ﾘ ｷｮｸ 愛知県 2:22:42 村田機械株式会社 ハーフ一般男子
218 3291 出村　友裕 ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 大町市 2:23:26 八十二銀行 ハーフ一般男子
219 3223 蜂谷　貞朋 ﾊﾁﾔ ｻﾀﾞﾄﾓ 愛知県 2:23:32 ハーフ一般男子
220 3178 原田　豪士 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 安曇野市 2:24:02 大日堂物流 ハーフ一般男子
221 3034 相澤　朋文 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 大町市 2:25:48 チームリセット ハーフ一般男子
222 3220 熊倉　新一 ｸﾏｸﾗ ｼﾝｲﾁ 富山県 2:26:26 ハーフ一般男子
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223 3198 大津　信貴 ｵｵﾂ ﾉﾌﾞﾀｶ 松川村 2:26:31 ハーフ一般男子
224 3189 利根川　仁 ﾄﾈｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 東京都 2:26:40 ハーフ一般男子
225 3290 林　智彦 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 安曇野市 2:27:04 ハーフ一般男子
226 3293 冨永　耕平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 松本市 2:28:33 ハーフ一般男子
227 3280 花本　真介 ﾊﾅﾓﾄ ｼﾝｽｹ 東京都 2:28:39 ハーフ一般男子
228 3148 田辺　慎太郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長野市 2:28:51 藤建工業 ハーフ一般男子
229 3118 平林　英夫 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 大町市 2:31:14 ハーフ一般男子
230 3133 藤原　久徳 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｻﾉﾘ 安曇野市 2:33:47 信州ビバレッジ ハーフ一般男子
231 3195 斉藤　圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 千曲市 2:34:24 ハーフ一般男子
232 3233 百井　一浩 ﾓﾓｲ ｶｽﾞﾋﾛ 佐久市 2:34:58 ハーフ一般男子
233 3142 丹羽　啓太 ﾆﾜ ｹｲﾀ 岐阜県 2:35:10 ハーフ一般男子
234 3030 大﨑　聖也 ｵｵｻｷ ｾｲﾔ 大町市 2:35:12 ハーフ一般男子
235 3021 高見　佳輝 ﾀｶﾐ ﾖｼｷ 愛知県 2:35:26 すぎやまぐみ ハーフ一般男子
236 3077 和田　信大 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岡谷市 2:37:17 ハーフ一般男子
237 3153 青木　栄二郎 ｱｵｷ ｴｲｼﾞﾛｳ 愛知県 2:37:54 ハーフ一般男子
238 3249 江守　博光 ｴﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ 須坂市 2:38:21 ハーフ一般男子
239 3145 金田　和大 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 安曇野市 2:38:42 ハマキョウレックス ハーフ一般男子
240 3260 新田　明央 ﾆｯﾀ ｱｷｵ 大町市 2:39:04 ハーフ一般男子
241 3127 若林　勝夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂｵ 麻績村 2:40:48 ハーフ一般男子
242 3203 中田　和宏 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 2:43:30 ヤマトシステム開発 ハーフ一般男子
243 3155 園原　明 ｿﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 三重県 2:45:01 ハーフ一般男子
244 3180 山際　健太郎 ﾔﾏｷﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 安曇野市 2:45:24 大日堂物流 ハーフ一般男子
245 3246 原　慎志 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 長野市 2:47:23 ハーフ一般男子
246 3132 服部　徹 ﾊｯﾄﾘ ﾄｵﾙ 大町市 2:47:48 ハーフ一般男子
247 3103 中川　泰治 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾞ 徳島県 2:48:05 ハーフ一般男子
248 3072 サティマノン　ヨツァウィン ｻﾃｨﾏﾉﾝ ﾖﾂｧｳｨﾝ 東京都 2:50:01 ハーフ一般男子
249 3186 平田　雄樹 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 松川村 2:52:52 ハーフ一般男子
250 3071 田村　大 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲ 京都府 2:55:19 クローバー会 ハーフ一般男子
251 3033 小林　光成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾅﾘ 安曇野市 2:58:49 チームリセット ハーフ一般男子
252 3035 降旗　伸治朗 ﾌﾘﾊﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 大町市 2:58:49 チームリセット ハーフ一般男子
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1 4102 松田　玲子 ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 長野市 1:42:07 ｅＡ東京 ハーフ壮年女子５０歳代
2 4101 新居　智子 ｱﾗｲ ﾄﾓｺ 愛知県 1:44:46 中馬塾 ハーフ壮年女子５０歳代
3 4171 塩嶋　牧子 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｷｺ 白馬村 1:50:28 ローン美容室 ハーフ壮年女子５０歳代
4 4152 青山　陽子 ｱｵﾔﾏ ﾖｳｺ 愛知県 1:53:11 中馬塾 ハーフ壮年女子５０歳代
5 4160 秋田　喜久子 ｱｷﾀ ｷｸｺ 奈良県 1:56:22 ハーフ壮年女子５０歳代
6 4113 中村　美和 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾜ 大町市 1:56:23 チームリセット ハーフ壮年女子５０歳代
7 4137 西　千保美 ﾆｼ ﾁﾎﾐ 神奈川県 1:57:15 ハーフ壮年女子５０歳代
8 4293 入江　優佳 ｲﾘｴ ﾕｶ 安曇野市 1:57:21 あい波田薬局 ハーフ壮年女子５０歳代
9 4147 包原　菊子 ｶﾈﾊﾗ ｷｸｺ 愛知県 1:57:34 中馬塾 ハーフ壮年女子５０歳代

10 4157 肥田　磨美 ﾋﾀﾞ ﾏﾐ 大町市 1:58:06 メディックス昭和 ハーフ壮年女子５０歳代
11 4158 小林　恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ 池田町 1:58:12 かめはうす ハーフ壮年女子５０歳代
12 4300 降籏　和美 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾐ 松本市 1:58:53 ハーフ壮年女子５０歳代
13 4298 竹松　博子 ﾀｹﾏﾂ ﾋﾛｺ 松本市 1:59:09 ハーフ壮年女子５０歳代
14 4144 小高　乙恵 ｵﾀﾞｶ ｵﾄｴ 東京都 1:59:18 ハーフ壮年女子５０歳代
15 4154 河合　雅代 ｶﾜｲ ﾏｻﾖ 愛知県 2:00:12 グリーンズ ハーフ壮年女子５０歳代
16 4167 高森　真記 ﾀｶﾓﾘ ﾏｷ 富山県 2:01:19 ハーフ壮年女子５０歳代
17 4130 岡嶌　香織 ｵｶｼﾞﾏ ｶｵﾘ 長野市 2:02:52 ハーフ壮年女子５０歳代
18 4122 加藤　千晴 ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 宮田村 2:05:15 伊那フィル走奏会 ハーフ壮年女子５０歳代
19 4141 稲畑　さおり ｲﾅﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 兵庫県 2:06:41 ハーフ壮年女子５０歳代
20 4126 大楠　千恵 ｵｵｸｽ ﾁｴ 愛知県 2:07:29 ハーフ壮年女子５０歳代
21 4138 門松　宏美 ｶﾄﾞﾏﾂ ﾋﾛﾐ 大町市 2:07:43 ハーフ壮年女子５０歳代
22 4168 木川田　雅子 ｷｶﾜﾀﾞ ﾏｻｺ 大町市 2:09:12 ハーフ壮年女子５０歳代
23 4135 荻野　みゆき ｵｷﾞﾉ ﾐﾕｷ 塩尻市 2:09:21 ハーフ壮年女子５０歳代
24 4134 安藤　敬子 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 岐阜県 2:10:23 ハーフ壮年女子５０歳代
25 4109 吉田　貴子 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｺ 大町市 2:12:37 ＺＥＲＯ ハーフ壮年女子５０歳代
26 4146 吉本　臣子 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾐｺ 大町市 2:12:54 美麻ベーカリー ハーフ壮年女子５０歳代
27 4148 和田　るみ子 ﾜﾀﾞ ﾙﾐｺ 長野市 2:13:35 ハーフ壮年女子５０歳代
28 4166 蘆澤　小百合 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾕﾘ 上松町 2:13:47 ハーフ壮年女子５０歳代
29 4121 末田　優子 ｽｴﾀ ﾕｳｺ 東京都 2:13:58 ハーフ壮年女子５０歳代
30 4119 亀本　千景 ｶﾒﾓﾄ ﾁｶｹﾞ 愛知県 2:15:33 Ｄａｎｋｅ ハーフ壮年女子５０歳代
31 4111 柳原　祐佳子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｶｺ 愛知県 2:15:48 ハーフ壮年女子５０歳代
32 4132 篠田　深才 ｼﾉﾀﾞ ﾐｻｲ 神奈川県 2:16:05 朝日楽走会 ハーフ壮年女子５０歳代
33 4106 丸山　尚子 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｺ 松本市 2:16:21 チームぷるるん ハーフ壮年女子５０歳代
34 4116 花田　千晴 ﾊﾅﾀﾞ ﾁﾊﾙ 神奈川県 2:16:50 ハーフ壮年女子５０歳代
35 4131 田畑　穂積 ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾂﾞﾐ 駒ヶ根市 2:17:21 ハーフ壮年女子５０歳代
36 4128 和田　純子 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 2:17:33 ハーフ壮年女子５０歳代
37 4162 山岸　幸子 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾁｺ 東京都 2:18:18 ハーフ壮年女子５０歳代
38 4104 跡見　文子 ｱﾄﾐ ｱﾔｺ 静岡県 2:18:54 ハーフ壮年女子５０歳代
39 4159 伊藤　みさ江 ｲﾄｳ ﾐｻｴ 長野市 2:19:07 ハーフ壮年女子５０歳代
40 4123 佐々木　裕子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 天龍村 2:21:17 ハーフ壮年女子５０歳代
41 4151 立岩　友枝 ﾀﾃｲﾜ ﾄﾓｴ 愛知県 2:22:41 ハーフ壮年女子５０歳代
42 4112 小松　美智子 ｺﾏﾂ ﾐﾁｺ 安曇野市 2:25:05 ハーフ壮年女子５０歳代
43 4164 荒幡　久美子 ｱﾗﾊﾀ ｸﾐｺ 大町市 2:28:08 ハーフ壮年女子５０歳代
44 4143 芝口　加奈江 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ｶﾅｴ 千葉県 2:29:18 ハーフ壮年女子５０歳代
45 4149 河野　純子 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:30:01 ハーフ壮年女子５０歳代
46 4142 佐藤　澄子 ｻﾄｳ ｽﾐｺ 東京都 2:30:01 ハーフ壮年女子５０歳代
47 4155 藤巻　由三子 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾐｺ 大町市 2:30:42 まるきランニング ハーフ壮年女子５０歳代
48 4110 澁谷　元美 ｼﾌﾞﾔ ﾓﾄﾐ 小谷村 2:31:55 ハーフ壮年女子５０歳代
49 4129 川村　和江 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｴ 奈良県 2:32:58 ハーフ壮年女子５０歳代
50 4165 松澤　恵子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｺ 白馬村 2:34:43 春木場ランラン ハーフ壮年女子５０歳代
51 4140 宮澤　雅美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 長野市 2:36:10 ハーフ壮年女子５０歳代
52 4118 高橋　三差代 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾖ 山梨県 2:37:25 ハーフ壮年女子５０歳代
53 4153 海野　美香 ｳﾝﾉ ﾐｶ 中野市 2:39:13 ハーフ壮年女子５０歳代
54 4105 北村　勝美 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾐ 滋賀県 2:39:31 ハーフ壮年女子５０歳代
55 4120 渡邉　有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:43:43 ハーフ壮年女子５０歳代
56 4150 長楽　恭子 ﾁｮｳﾗｸ ｷｮｳｺ 東京都 2:44:55 ＢＭＳＲＣ ハーフ壮年女子５０歳代
57 4290 原田　みつる ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ 岐阜県 2:45:42 ウィングラン飛 ハーフ壮年女子５０歳代
58 4169 加藤　聖子 ｶﾄｳ ｼｮｳｺ 愛知県 2:47:00 ハーフ壮年女子５０歳代
1 4234 白井　陽子 ｼﾗｲ ﾖｳｺ 群馬県 1:53:27 群馬リハ病院 ハーフ壮年女子６０歳以上
2 4205 岡部　悦子 ｵｶﾍﾞ ｴﾂｺ 飯田市 2:02:39 チームのこのこ ハーフ壮年女子６０歳以上
3 4208 大月　栄子 ｵｵﾂｷ ｴｲｺ 塩尻市 2:09:48 ハーフ壮年女子６０歳以上
4 4238 仁科　里子 ﾆｼﾅ ｻﾄｺ 長野市 2:10:23 ハーフ壮年女子６０歳以上
5 4228 山副　津多子 ﾔﾏｿﾞｴ ﾂﾀｺ 安曇野市 2:15:30 ハーフ壮年女子６０歳以上



順位
ｾﾞｯｹﾝ番

号
氏名漢字 氏名カナ 県名

フィニッシュ
タイム

所属クラブ名 種目名

6 4214 八巻　祐子 ﾔﾏｷ ﾕｳｺ 東京都 2:15:40 東京むかで ハーフ壮年女子６０歳以上
7 4229 河村　淑子 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｺ 中野市 2:15:40 信州中野楽走会 ハーフ壮年女子６０歳以上
8 4227 青木　三枝子 ｱｵｷ ﾐｴｺ 長野市 2:22:40 ハーフ壮年女子６０歳以上
9 4231 谷口　美香子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 岡山県 2:23:42 ハーフ壮年女子６０歳以上

10 4236 今泉　真澄 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｽﾐ 愛知県 2:25:28 ハーフ壮年女子６０歳以上
11 4210 今滝　一登美 ｲﾏﾀｷ ﾋﾄﾐ 大町市 2:26:15 ハーフ壮年女子６０歳以上
12 4213 大久保　直子 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｺ 大町市 2:26:49 チームリセット ハーフ壮年女子６０歳以上
13 4222 土谷　典子 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ 愛知県 2:29:18 ＭＯＭＯ ハーフ壮年女子６０歳以上
14 4232 山田　木實 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉﾐ 茨城県 2:30:15 このみ薬局 ハーフ壮年女子６０歳以上
15 4242 安木　清美 ﾔｽｷ ｷﾖﾐ 長野市 2:31:02 ハーフ壮年女子６０歳以上
16 4207 酒井　順子 ｻｶｲ 石川県 2:31:26 ハーフ壮年女子６０歳以上
17 4244 兼田　涼子 ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｺ 松本市 2:31:37 ハーフ壮年女子６０歳以上
18 4211 渡辺　美知子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｺ 新潟県 2:35:20 ハーフ壮年女子６０歳以上
19 4206 千国　洋子 ﾁｸﾆ ﾋﾛｺ 安曇野市 2:36:26 ハーフ壮年女子６０歳以上
20 4224 遠藤　善美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾐ 神奈川県 2:36:52 ハーフ壮年女子６０歳以上
21 4203 飯浜　直美 ｲｲﾊﾏ ﾅｵﾐ 小諸市 2:39:35 ハーフ壮年女子６０歳以上
22 4216 宇佐川　和子 ｳｻｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 駒ヶ根市 2:43:19 あらばしり ハーフ壮年女子６０歳以上
23 4221 飯田　典子 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:43:52 レインボウ ハーフ壮年女子６０歳以上
24 4230 安田　淳子 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 2:44:45 ハーフ壮年女子６０歳以上
25 4241 竹原　久美子 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐｺ 長野市 2:45:45 ビビット ハーフ壮年女子６０歳以上
26 4215 川崎　順子 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 長野市 2:46:13 ハーフ壮年女子６０歳以上
27 4243 富山　敬子 ﾄﾐﾔﾏ ｹｲｺ 安曇野市 2:46:29 ハーフ壮年女子６０歳以上
28 4209 中野　正江 ﾅｶﾉ ﾏｻｴ 大町市 2:46:47 ハーフ壮年女子６０歳以上
29 4218 春木　久美子 ﾊﾙｷ ｸﾐｺ 東京都 2:47:36 ハーフ壮年女子６０歳以上
30 4225 平林　恵子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 大町市 2:51:06 ハーフ壮年女子６０歳以上
31 4204 米澤　悦子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｴﾂｺ 長野市 2:56:02 ハーフ壮年女子６０歳以上
1 3405 大峽　英里 ｵｵﾊﾞ ｴﾘ 富山県 1:24:05 ハーフ一般女子
2 3412 松澤　加奈子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 小谷村 1:29:34 ハーフ一般女子
3 3402 深澤　真由美 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 安曇野市 1:36:55 ハーフ一般女子
4 4294 石井　久美子 ｲｼｲ ｸﾐｺ 新潟県 1:38:18 チームＴ＆Ｍ ハーフ一般女子
5 4297 坪田　純子 ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 松本市 1:41:20 ハーフ一般女子
6 3403 東　千春 ﾋｶﾞｼ ﾁﾊﾙ 愛知県 1:43:36 ハーフ一般女子
7 4301 島田　浩美 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 飯綱町 1:44:42 ハーフ一般女子
8 3525 土屋　知子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 長野市 1:48:18 ハーフ一般女子
9 3401 山下　紀美子 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐｺ 安曇野市 1:52:03 ＴＡＲＣ ハーフ一般女子

10 3430 高屋敷　香予 ﾀｶﾔｼｷ ｶﾖ 東京都 1:53:57 ハーフ一般女子
11 4292 広田　いちこ ﾋﾛﾀ ｲﾁｺ 愛知県 1:55:13 ハーフ一般女子
12 3426 今泉　さおり ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｵﾘ 愛知県 1:55:34 白馬ホームズイン ハーフ一般女子
13 3515 丸山　理矢 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾔ 小谷村 1:57:30 ハーフ一般女子
14 3492 酒井　奈美子 ｻｶｲ ﾅﾐｺ 長野市 1:57:30 ハーフ一般女子
15 3469 宮入　美香 ﾐﾔｲﾘ ﾐｶ 大町市 1:58:03 ハーフ一般女子
16 3506 鈴木　麻里子 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 東京都 1:59:19 ハーフ一般女子
17 3501 桝富　志貴子 ﾏｽﾄﾐ ｼｷｺ 東京都 1:59:23 ハーフ一般女子
18 3460 取釜　幸子 ﾄﾘｶﾏ ｻﾁｺ 東京都 2:00:31 ハーフ一般女子
19 3422 島田　祐子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 松本市 2:01:24 ハーフ一般女子
20 3535 松澤　夏絵 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂｴ 白馬村 2:01:43 ハーフ一般女子
21 3505 富田　純子 ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 2:01:51 ハーフ一般女子
22 3484 角田　江里 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 2:02:02 ハーフ一般女子
23 3540 新井　智香 ｱﾗｲ ﾁｶ 神奈川県 2:02:20 ハーフ一般女子
24 3421 長澤　美保 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾎ 安曇野市 2:03:23 おひさまＲＣ ハーフ一般女子
25 3538 山崎　夏実 ﾔﾏｻｷ ﾅﾂﾐ 松本市 2:03:28 ハーフ一般女子
26 3442 若山　浩子 ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛｺ 新潟県 2:05:24 十日町市立西小学校 ハーフ一般女子
27 3441 岩井　美炎 ｲﾜｲ ﾐﾎﾉ 長野市 2:05:35 ハーフ一般女子
28 3491 仙田　みつ美 ｾﾝﾀﾞ ﾐﾂﾐ 千葉県 2:05:39 ハーフ一般女子
29 3488 水谷　恵美子 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴﾐｺ 安曇野市 2:06:20 だいにち堂 ハーフ一般女子
30 3530 宮澤　真由美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 長野市 2:06:26 ハーフ一般女子
31 3437 笠木　直美 ｶｻｷﾞ ﾅｵﾐ 愛知県 2:06:29 ハーフ一般女子
32 3499 下條　倫子 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ 大町市 2:07:13 ハーフ一般女子
33 3522 岩下　明恵 ｲﾜｼﾀ ｱｷｴ 東京都 2:08:55 ハーフ一般女子
34 3456 折敷地　香 ｵｼｷｼﾞ ｶｵﾘ 岐阜県 2:08:58 高山赤十字病院 ハーフ一般女子
35 3435 榎本　直美 ｴﾉﾓﾄ ﾅｵﾐ 神奈川県 2:09:28 ハーフ一般女子
36 3534 東浦　好美 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾖｼﾐ 和歌山県 2:09:52 ハーフ一般女子
37 3459 大月　久代 ｵｵﾂｷ ﾋｻﾖ 松本市 2:10:03 ハーフ一般女子



順位
ｾﾞｯｹﾝ番

号
氏名漢字 氏名カナ 県名

フィニッシュ
タイム

所属クラブ名 種目名

38 3434 松本　順子 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 徳島県 2:11:15 ハーフ一般女子
39 3529 小島　智己 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ 安曇野市 2:11:23 ハーフ一般女子
40 3507 徳武　幸子 ﾄｸﾀｹ ｻﾁｺ 長野市 2:11:25 ハーフ一般女子
41 3424 小原　由美子 ｺﾊﾗ ﾕﾐｺ 埼玉県 2:12:16 ＴＥＡＭ８１６ ハーフ一般女子
42 3481 臼田　由美子 ｳｽﾀﾞ ﾕﾐｺ 東京都 2:12:41 ハーフ一般女子
43 3410 中山　友美 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾐ 大町市 2:12:53 ユルタビ ハーフ一般女子
44 3497 大坪　祥子 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾁｺ 東京都 2:12:57 ハーフ一般女子
45 3448 檀原　美咲 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾐｻｷ 安曇野市 2:13:23 チーム南 ハーフ一般女子
46 3452 竹村　智美 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾐ 長野市 2:14:24 ハーフ一般女子
47 3425 岡本　麻衣子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ 長野市 2:14:33 ハーフ一般女子
48 3533 依田　恵 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 2:14:47 東京家政大学 ハーフ一般女子
49 3483 向山　知美 ﾑｶｲﾔﾏ ﾄﾓﾐ 安曇野市 2:15:45 ハーフ一般女子
50 3431 奥原　麻以 ｵｸﾊﾗ ﾏｲ 東京都 2:15:53 ハーフ一般女子
51 3498 横山　いずみ ﾖｺﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 塩尻市 2:16:14 ハーフ一般女子
52 3432 岩崎　真千子 ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ 兵庫県 2:16:31 ハーフ一般女子
53 3531 鵜尾　唯 ｳｵ ﾕｲ 長野市 2:16:32 ハーフ一般女子
54 3514 中嶋　秋子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｺ 安曇野市 2:16:50 ハーフ一般女子
55 3521 瓜田　香織 ｳﾘﾀ ｶｵﾘ 岐阜県 2:17:09 瓜田家 ハーフ一般女子
56 3457 北村　幹奈 ｷﾀﾑﾗ ｶﾝﾅ 千葉県 2:17:23 ワン・コンパス ハーフ一般女子
57 4291 坂本　和香奈 ｻｶﾓﾄ ﾜｶﾅ 富山県 2:17:49 ハーフ一般女子
58 3532 奥谷　幸恵 ｵｸﾔ ﾕｷｴ 安曇野市 2:19:20 ハーフ一般女子
59 3415 吉澤　理恵 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｴ 千曲市 2:19:37 ハーフ一般女子
60 3509 高木　智子 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ 安曇野市 2:19:41 ハーフ一般女子
61 3467 望月　公美子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾐｺ 静岡県 2:19:51 ハーフ一般女子
62 3482 北本　優子 ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｺ 長野市 2:20:18 ハーフ一般女子
63 3536 西崎　あや ﾆｼｻﾞｷ ｱﾔ 兵庫県 2:20:22 ハーフ一般女子
64 3473 会津　恵里 ｱｲﾂﾞ ｴﾘ 松本市 2:20:43 ハーフ一般女子
65 3423 奥見　知可子 ｵｸﾐ ﾁｶｺ 兵庫県 2:20:51 ハーフ一般女子
66 3446 徳本　菜々帆 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾅﾎ 大阪府 2:21:23 ハーフ一般女子
67 3408 藤倉　可江 ﾌｼﾞｸﾗ ｶｴ 長野市 2:21:31 ハーフ一般女子
68 3418 鎌倉　美里 ｶﾏｸﾗ ﾐｻﾄ 大町市 2:21:40 チーム・リセット ハーフ一般女子
69 4296 久保　英梨香 ｸﾎﾞ ｴﾘｶ 中野市 2:22:07 ハーフ一般女子
70 3411 渡辺　朋美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ 松本市 2:22:17 チームぷるるん ハーフ一般女子
71 3416 大井　佐智子 ｵｵｲ ｻﾁｺ 長野市 2:22:34 花の銀杏園 ハーフ一般女子
72 3510 鈴木　綾佳 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 岐阜県 2:22:49 ＴＭＣ ハーフ一般女子
73 3420 荏原　智美 ｴﾊﾞﾗ ﾄﾓﾐ 埼玉県 2:23:08 ハーフ一般女子
74 3447 越田　萌恵 ｺｼﾀﾞ ﾓｴ 大阪府 2:24:25 ハーフ一般女子
75 3518 松澤　ひろみ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 松本市 2:25:26 ハーフ一般女子
76 3450 寺脇　夏海 ﾃﾗﾜｷ ﾅﾂﾐ 東京都 2:25:44 ハーフ一般女子
77 3464 坂本　華織 ｻｶﾓﾄ ｶｵﾘ 松本市 2:25:58 ハーフ一般女子
78 3502 リャン　ルイ ﾘｬﾝ ﾙｲ 神奈川県 2:26:11 ハーフ一般女子
79 3417 宮本　あずさ ﾐﾔﾓﾄ ｱｽﾞｻ 大町市 2:26:38 チームリセット ハーフ一般女子
80 3495 小野　由賀 ｵﾉ ﾕｶ 東京都 2:26:40 ハーフ一般女子
81 3419 福島　和美 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾐ 大町市 2:26:48 チーム・リセット ハーフ一般女子
82 3445 櫻井　帆乃香 ｻｸﾗｲ ﾎﾉｶ 大阪府 2:26:54 ハーフ一般女子
83 3465 坂本　綾香 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 茅野市 2:27:04 ハーフ一般女子
84 3524 手塚　芳江 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｴ 大町市 2:28:08 ハーフ一般女子
85 3489 髙山　絵美 ﾀｶﾔﾏ ｴﾐ 安曇野市 2:29:25 だいにち堂 ハーフ一般女子
86 3512 日浦　美紀 ﾋｳﾗ ﾐｷ 愛知県 2:29:58 ハーフ一般女子
87 3444 津波　裕美 ﾂﾊ ﾕﾐ 福岡県 2:30:27 ハーフ一般女子
88 3537 長谷川　千恵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｪ 松本市 2:30:44 ハーフ一般女子
89 3523 山下　由紀 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ 安曇野市 2:32:16 ハーフ一般女子
90 3520 秋山　由季 ｱｷﾔﾏ ﾕｷ 長野市 2:32:58 ハーフ一般女子
91 3429 野村　寛子 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 2:34:39 ハーフ一般女子
92 3519 長澤　厚美 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾂﾐ 松本市 2:35:19 ハーフ一般女子
93 3479 田中　理紗 ﾀﾅｶ ﾘｻ 愛知県 2:36:07 ハーフ一般女子
94 3440 村山　美香 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｶ 千曲市 2:37:28 ハーフ一般女子
95 3474 堀田　智美 ﾎﾘﾀ ﾄﾓﾐ 岐阜県 2:38:35 ハーフ一般女子
96 3493 曽　致善 ｿｳ ﾁﾖｲ 東京都 2:39:21 ハーフ一般女子
97 3486 丸山　早也香 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾔｶ 大町市 2:41:06 ハーフ一般女子
98 3462 中村　祐美 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ 大町市 2:44:31 ハーフ一般女子
99 3517 劉　美平 ﾘｭｳ ﾒﾝﾋﾟﾝ 松本市 2:45:19 ハーフ一般女子

100 3413 菅沢　友里圭 ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 大町市 2:45:56 ハーフ一般女子
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101 3414 奥原　志織 ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 大町市 2:45:57 ハーフ一般女子
102 3409 大沼　典子 ｵｵﾇﾏ ﾉﾘｺ 松本市 2:47:51 ハーフ一般女子
103 3494 清水　藍 ｼﾐｽﾞ ｱｲ 東京都 2:48:19 ハーフ一般女子
104 4299 山田　優里子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘｺ 安曇野市 2:48:57 ハーフ一般女子
105 3504 千野　櫻子 ﾁﾉ ｻｸﾗ 東京都 2:49:19 ハーフ一般女子
106 3428 トロンサッシー　リンダ ﾄﾛﾝｻｯｼｰ ﾘﾝﾀﾞ 東京都 2:50:01 ハーフ一般女子
107 3480 宮澤　百合香 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾘｶ 長野市 2:51:49 ハーフ一般女子
108 3500 薮田　聡美 ﾔﾌﾞﾀ ｻﾄﾐ 神奈川県 2:52:28 ハーフ一般女子
109 3496 中嶋　美香子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶｺ 松本市 2:53:07 ハーフ一般女子
110 3528 山内　梨々花 ﾔﾏｳﾁ ﾘﾘｶ 愛知県 2:56:15 愛知県立中村高校 ハーフ一般女子
111 3433 嶺村　恵 ﾐﾈﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 下諏訪町 2:58:34 ハーフ一般女子
112 3511 山口　直美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 大町市 2:58:54 ハーフ一般女子
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1 6012 西沢　紀元 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市 0:33:07 昭和電工大町 １０ｋｍ一般男子
2 6338 清沢　創一 ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 塩尻市 0:33:10 塩尻市陸協 １０ｋｍ一般男子
3 6005 竹村　僚太 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知県 0:34:33 愛知陸協 １０ｋｍ一般男子
4 6009 加藤　誠隆 ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 白馬村 0:35:14 白馬ＡＣ １０ｋｍ一般男子
5 6172 宮田　光朗 ﾐﾔﾀ ﾐﾂｱｷ 岡谷市 0:36:37 １０ｋｍ一般男子
6 6014 埋橋　徹 ｳｽﾞﾊｼ ﾄｵﾙ 伊那市 0:37:44 ちいむもみじ １０ｋｍ一般男子
7 6204 日原　樹史 ﾋﾊﾗ ﾀﾂｼ 富山県 0:37:51 ハローワーク混んでる １０ｋｍ一般男子
8 6004 丸山　義文 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 飯綱町 0:37:59 ＮＪＲＣ １０ｋｍ一般男子
9 6121 中澤　俊貴 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ 松本市 0:38:12 ヤーゲンラート １０ｋｍ一般男子

10 6187 西田　保則 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 松本市 0:38:27 １０ｋｍ一般男子
11 6154 大草　健史 ｵｵｸｻ ﾀｹｼ 信濃町 0:38:29 １０ｋｍ一般男子
12 6197 平林　稔介 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 山梨県 0:38:36 １０ｋｍ一般男子
13 6013 宮前　仁 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾄｼ 富山県 0:40:34 Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ １０ｋｍ一般男子
14 6240 丸山　翔平 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 大町市 0:41:35 南安曇農業高校 １０ｋｍ一般男子
15 6225 降幡　悠樹 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 松本市 0:41:56 寿の里 １０ｋｍ一般男子
16 6011 長澤　陽介 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｽｹ 山梨県 0:42:02 櫛形陸上部 １０ｋｍ一般男子
17 6289 向山　智啓 ﾑｶｲﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 箕輪町 0:42:04 ちいむもみじ １０ｋｍ一般男子
18 6620 太田　海帆 ｵｵﾀ ｶｲﾎ 白馬村 0:42:11 １０ｋｍ一般男子
19 6205 三村　渉 ﾐﾑﾗ ﾜﾀﾙ 神奈川県 0:42:42 ＪＤ相模原 １０ｋｍ一般男子
20 6290 吉田　幹弘 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 佐久市 0:43:21 佐久アスリート １０ｋｍ一般男子
21 6053 長田　裕介 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 安曇野市 0:43:24 松本工業高校 １０ｋｍ一般男子
22 6128 安藤　義治 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾊﾙ 上田市 0:43:25 １０ｋｍ一般男子
23 6116 野本　喜代治 ﾉﾓﾄ ｷﾖﾊﾙ 長野市 0:43:25 １０ｋｍ一般男子
24 6241 藤原　幸一朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 安曇野市 0:43:57 池田工業高校 １０ｋｍ一般男子
25 6126 柴田　和典 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 大町市 0:44:18 １０ｋｍ一般男子
26 6329 滝沢　雅孝 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 長野市 0:44:26 １０ｋｍ一般男子
27 6002 高野　健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:44:48 エアラン東京 １０ｋｍ一般男子
28 6168 腰原　康弘 ｺｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 松本市 0:44:49 １０ｋｍ一般男子
29 6221 本間　厚史 ﾎﾝﾏ ｱﾂｼ 長野市 0:44:51 １０ｋｍ一般男子
30 6634 田代　晋逸 ﾀｼﾛ ｼﾝｲﾂ 松川村 0:45:16 １０ｋｍ一般男子
31 6132 堀内　優太 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ 小諸市 0:45:47 １０ｋｍ一般男子
32 6349 冨田　哲志 ﾄﾐﾀ ｻﾄｼ 松本市 0:45:56 １０ｋｍ一般男子
33 6284 細田　与市 ﾎｿﾀﾞ ﾖｲﾁ 松本市 0:46:10 １０ｋｍ一般男子
34 6208 戸谷　友宏 ﾄﾔ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 0:46:13 １０ｋｍ一般男子
35 6183 仁科　智好 ﾆｼﾅ ﾄﾓﾖｼ 千葉県 0:46:23 １０ｋｍ一般男子
36 6123 戸谷　貴之 ﾄﾔ ﾀｶﾕｷ 東御市 0:46:36 １０ｋｍ一般男子
37 6633 杉本　覚 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ 安曇野市 0:46:45 １０ｋｍ一般男子
38 6326 狩野　慎治 ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 大町市 0:46:51 １０ｋｍ一般男子
39 6297 坂井　達郎 ｻｶｲ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 0:46:54 ＴＵ３９ １０ｋｍ一般男子
40 6348 村木　翔太 ﾑﾗｷ ｼｮｳﾀ 松本市 0:46:55 秀峰 １０ｋｍ一般男子
41 6065 左右田　恭朋 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 大町市 0:47:05 ＣＩＴ １０ｋｍ一般男子
42 6302 西城戸　智 ﾆｼｷﾄﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 0:47:16 ＴＵ３９ １０ｋｍ一般男子
43 6076 西澤　遼太 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町市 0:47:37 チーム・Ｄフラッグ １０ｋｍ一般男子
44 6056 糸氏　直人 ｲﾄｳｼﾞ ﾅｵﾄ 白馬村 0:47:46 １０ｋｍ一般男子
45 6335 樋口　栄嗣 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 安曇野市 0:47:47 ８２ＢＫ伊那 １０ｋｍ一般男子
46 6344 三澤　良洋 ﾐｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 伊那市 0:47:55 １０ｋｍ一般男子
47 6006 浅川　忠二 ｱｻｶﾜ ﾁｭｳｼﾞ 山梨県 0:48:27 さくれつラン １０ｋｍ一般男子
48 6616 藤森　誠 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ 松本市 0:48:28 １０ｋｍ一般男子
49 6350 竹中　悠悟 ﾀｹﾅｶ ﾕｳｺﾞ 松本市 0:48:37 松本秀峰 １０ｋｍ一般男子
50 6228 村松　浩 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 山梨県 0:48:38 櫛形陸上部 １０ｋｍ一般男子
51 6214 竹腰　良樹 ﾀｹｺｼ ﾖｼｷ 箕輪町 0:48:43 宮下建設 １０ｋｍ一般男子
52 6099 水野　哲男 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 箕輪町 0:48:47 箕輪南小学校 １０ｋｍ一般男子
53 6296 飯島　千晴 ｲｲｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 大町市 0:48:54 １０ｋｍ一般男子
54 6206 井上　真 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 岐阜県 0:48:59 １０ｋｍ一般男子
55 6280 藤山　彰浩 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 東京都 0:49:03 １０ｋｍ一般男子
56 6278 金子　信夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ 東京都 0:49:08 １０ｋｍ一般男子
57 6295 北沢　智宗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾑﾈ 大町市 0:49:09 １０ｋｍ一般男子
58 6152 黒岩　一也 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ 安曇野市 0:49:27 １０ｋｍ一般男子
59 6151 金子　章 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 諏訪市 0:49:28 諏訪湖走友会 １０ｋｍ一般男子
60 6078 長瀬　剛広 ﾅｶﾞｾ ﾀｹﾋﾛ 松本市 0:49:30 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
61 6203 森　克彦 ﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 愛知県 0:49:44 エナジーサポート １０ｋｍ一般男子
62 6307 宮澤　賢史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 松本市 0:49:49 １０ｋｍ一般男子
63 6174 志村　朋之 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 山梨県 0:50:01 ＭＦ甲信越 １０ｋｍ一般男子
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64 6288 松木　孝透 ﾏﾂｷ ﾀｶﾕｷ 新潟県 0:50:01 １０ｋｍ一般男子
65 6047 菅澤　勉 ｽｹﾞｻﾜ ﾂﾄﾑ 大町市 0:50:11 常盤クラブ １０ｋｍ一般男子
66 6036 小林　義郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾛｳ 山梨県 0:50:26 ＫＫ＆Ｔ １０ｋｍ一般男子
67 6063 関口　幸伸 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾌﾞ 大町市 0:50:27 のろまな　カメ １０ｋｍ一般男子
68 6150 水谷　秀樹 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 東京都 0:50:28 １０ｋｍ一般男子
69 6164 山本　峻 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 筑北村 0:50:30 ＥＰＳＯＮ １０ｋｍ一般男子
70 6311 村木　崇 ﾑﾗｷ ﾀｶｼ 松本市 0:50:32 １０ｋｍ一般男子
71 6292 西山　賢治 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 大町市 0:50:32 １０ｋｍ一般男子
72 6264 伊藤　淳貴 ｲﾄｳ ｱﾂｷ 大町市 0:50:36 １０ｋｍ一般男子
73 6293 田中　久登 ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 大町市 0:50:41 １０ｋｍ一般男子
74 6072 春日　脩平 ｶｽｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 松川村 0:50:50 チーム・リセット １０ｋｍ一般男子
75 6104 高野　哲哉 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾔ 大町市 0:50:52 白樺の家 １０ｋｍ一般男子
76 6140 土田　真弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 0:50:53 １０ｋｍ一般男子
77 6146 中村　和夫 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ 安曇野市 0:50:57 １０ｋｍ一般男子
78 6038 美濃　諭 ﾐﾉ ｻﾄｼ 東京都 0:51:04 １０ｋｍ一般男子
79 6320 冨永　等 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 東京都 0:51:13 鶯谷健診センター １０ｋｍ一般男子
80 6041 栗林　良太郎 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大町市 0:51:14 松本県ヶ丘高校 １０ｋｍ一般男子
81 6631 中野　博文 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾌﾐ 松本市 0:51:25 １０ｋｍ一般男子
82 6114 佐藤　大起 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町市 0:51:43 １０ｋｍ一般男子
83 6265 浅原　昭久 ｱｻﾊﾗ ｱｷﾋｻ 池田町 0:51:50 白馬中学校 １０ｋｍ一般男子
84 6337 青代　勉 ｱｵﾀﾞｲ ﾂﾄﾑ 新潟県 0:51:52 １０ｋｍ一般男子
85 6346 加藤　幸哉 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 松本市 0:51:55 なんちゃ走会 １０ｋｍ一般男子
86 6167 八木　隆 ﾔｷﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 0:51:55 １０ｋｍ一般男子
87 6071 成澤　海舟 ﾅﾙｻﾜ ｶｲｼｭｳ 大町市 0:52:08 チーム・リセット １０ｋｍ一般男子
88 6176 赤塚　健之 ｱｶﾂｶ ﾀｹﾕｷ 三重県 0:52:13 １０ｋｍ一般男子
89 6615 ＫＵＲＯＤＡ　ＹＵＳＵＫＥ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 0:52:55 （株）パンドラ １０ｋｍ一般男子
90 6294 本堂　勝也 ﾎﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 大町市 0:52:58 １０ｋｍ一般男子
91 6627 寺島　侑輝 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 坂城町 0:53:00 １０ｋｍ一般男子
92 6060 林　勇 ﾊﾔｼ ｲｻﾑ 安曇野市 0:53:01 １０ｋｍ一般男子
93 6110 寺田　洋文 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 静岡県 0:53:02 １０ｋｍ一般男子
94 6171 荒毛　真吾 ｱﾗｹ ｼﾝｺﾞ 大町市 0:53:06 １０ｋｍ一般男子
95 6075 中村　正勝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 大町市 0:53:06 チーム・Ｄフラッグ １０ｋｍ一般男子
96 6193 澤田　元充 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄﾐﾂ 滋賀県 0:53:08 サントリープロダクツ １０ｋｍ一般男子
97 6190 竹内　政生 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｵ 安曇野市 0:53:09 １０ｋｍ一般男子
98 6089 小日向　勲 ｵﾋﾞﾅﾀ ｲｻｵ 大町市 0:53:13 １０ｋｍ一般男子
99 6243 田中　宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 東御市 0:53:14 アメニティーズ １０ｋｍ一般男子

100 6066 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 大町市 0:53:15 １０ｋｍ一般男子
101 6141 藤岡　純平 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 0:53:16 １０ｋｍ一般男子
102 6016 松本　健児 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:53:22 １０ｋｍ一般男子
103 6042 寺島　茉尋 ﾃﾗｼﾏ ﾏﾋﾛ 大町市 0:53:25 大町岳陽高校 １０ｋｍ一般男子
104 6027 船坂　淳 ﾌﾅｻｶ ｼﾞｭﾝ 安曇野市 0:53:29 １０ｋｍ一般男子
105 6166 西　庸丈 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾀｹ 諏訪市 0:53:32 諏訪赤十字病院 １０ｋｍ一般男子
106 6618 村山　公一 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ 安曇野市 0:53:34 １０ｋｍ一般男子
107 6191 圓尾　英起 ﾏﾙｵ ﾋﾃﾞｷ 大町市 0:53:34 アサヒ １０ｋｍ一般男子
108 6127 加藤　健一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 塩尻市 0:53:41 １０ｋｍ一般男子
109 6312 赤羽　弘泰 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾔｽ 安曇野市 0:53:45 あづみ病院 １０ｋｍ一般男子
110 6244 橋詰　晃 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾗ 小諸市 0:53:49 （株）アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
111 6322 伊藤　拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 大町市 0:53:56 １０ｋｍ一般男子
112 6105 滝原　裕太 ﾀｷﾊﾗ ﾕｳﾀ 大町市 0:54:21 １０ｋｍ一般男子
113 6254 山本　大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 東御市 0:54:38 （株）アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
114 6258 依田　四郎 ﾖﾀﾞ ｼﾛｳ 東御市 0:54:44 １０ｋｍ一般男子
115 6305 関谷　宗大 ｾｷﾔ ﾑﾈﾋﾛ 愛知県 0:54:50 １０ｋｍ一般男子
116 6124 大山　政雄 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 新潟県 0:54:52 糸魚川・蛍 １０ｋｍ一般男子
117 6283 井村　豪 ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ 石川県 0:54:54 １０ｋｍ一般男子
118 6137 新居　謙治 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 愛知県 0:54:54 １０ｋｍ一般男子
119 6046 武田　昌之 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大町市 0:55:00 （株）伝刀産業 １０ｋｍ一般男子
120 6113 佐伯　秀彦 ｻｴｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 富山県 0:55:05 螢川ＲＣ １０ｋｍ一般男子
121 6223 吉田　秀樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 長野市 0:55:09 １０ｋｍ一般男子
122 6055 森野　秀登 ﾓﾘﾉ ﾋﾃﾞﾄ 松川村 0:55:23 １０ｋｍ一般男子
123 6179 間中　哲司 ﾏﾅｶ ﾃﾂｼﾞ 塩尻市 0:55:37 １０ｋｍ一般男子
124 6309 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜県 0:55:39 東濃信用金庫 １０ｋｍ一般男子
125 6303 井口　裕治 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 松本市 0:55:42 クラブとびっくら １０ｋｍ一般男子
126 6081 輪湖　源和 ﾜｺ ﾓﾄｶｽﾞ 松本市 0:55:44 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
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127 6275 山口　智也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 大町市 0:55:50 東京電力 １０ｋｍ一般男子
128 6336 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 大町市 0:56:02 農家の店とまと １０ｋｍ一般男子
129 6281 小田切　雅仁 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｻﾋﾄ 長野市 0:56:03 それいけ郵便局 １０ｋｍ一般男子
130 6261 江藤　雄資 ｴﾄｳ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:56:04 １０ｋｍ一般男子
131 6328 下里　克宏 ｼﾓｻﾄ ｶﾂﾋﾛ 池田町 0:56:09 １０ｋｍ一般男子
132 6079 石川　賢志 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 安曇野市 0:56:21 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
133 6200 勝野　隆文 ｶﾂﾉ ﾀｶﾌﾐ 木曽町 0:56:28 １０ｋｍ一般男子
134 6007 田邉　昇 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府 0:56:30 １０ｋｍ一般男子
135 6319 矢吹　和人 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 群馬県 0:56:46 １０ｋｍ一般男子
136 6325 輿　幸明 ｺｼ ﾖｼｱｷ 松本市 0:56:59 １０ｋｍ一般男子
137 6133 桝谷　和彦 ﾏｽﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県 0:57:15 １０ｋｍ一般男子
138 6276 土方　一彦 ﾋｼﾞｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ 上田市 0:57:50 １０ｋｍ一般男子
139 6037 木村　邦夫 ｷﾑﾗ ｸﾆｵ 小谷村 0:58:08 テクテクカメ １０ｋｍ一般男子
140 6010 馬目　武浩 ﾏﾉﾒ ﾀｹﾋﾛ 山梨県 0:58:24 南アルプス陸協 １０ｋｍ一般男子
141 6202 山越　和敏 ﾔﾏｺﾞｴ ｶｽﾞﾄｼ 岐阜県 0:58:26 アルプスさるぼぼ １０ｋｍ一般男子
142 6169 梅原　稔 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾉﾙ 松本市 0:58:31 垂水登山隊 １０ｋｍ一般男子
143 6632 淺川　巽希 ｱｻｶﾜ ﾖｼｷ 白馬村 0:58:42 １０ｋｍ一般男子
144 6084 遊橋　成基 ﾕｳﾊｼ ﾅﾙｷ 安曇野市 0:58:43 １０ｋｍ一般男子
145 6224 岡村　秀紀 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 石川県 0:58:44 １０ｋｍ一般男子
146 6090 飯森　直樹 ｲｲﾓﾘ ﾅｵｷ 大町市 0:58:53 １０ｋｍ一般男子
147 6098 小林　重信 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 上田市 0:58:56 １０ｋｍ一般男子
148 6020 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 山梨県 0:58:59 三珠走ろう会 １０ｋｍ一般男子
149 6074 中村　光男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 大町市 0:59:05 チーム・Ｄフラッグ １０ｋｍ一般男子
150 6085 大原　直哉 ｵｵﾊﾗ ﾅｵﾔ 安曇野市 0:59:28 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
151 6093 窪田　敬司 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 安曇野市 0:59:28 １０ｋｍ一般男子
152 6163 松澤　信二 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 松本市 0:59:29 松本すすき川走る会 １０ｋｍ一般男子
153 6182 栗林　輝男 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 長野市 0:59:37 １０ｋｍ一般男子
154 6219 信田　純雄 ﾉﾌﾞﾀ ｽﾐｵ 新潟県 0:59:37 １０ｋｍ一般男子
155 6231 前田　幸男 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ 東京都 0:59:49 １０ｋｍ一般男子
156 6178 石川　健司 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 安曇野市 1:00:08 １０ｋｍ一般男子
157 6333 翠川　紹夫 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾂｸﾞｵ 東御市 1:00:12 北御牧ＲＣ １０ｋｍ一般男子
158 6257 大月　勝清 ｵｵﾂｷ ｶﾂｷﾖ 松本市 1:00:16 テプコ高瀬川Ｒ １０ｋｍ一般男子
159 6148 寺脇　恒 ﾃﾗﾜｷ ｺｳ 東京都 1:00:20 三菱ＵＦＪ信託銀行 １０ｋｍ一般男子
160 6134 村津　克哉 ﾑﾗﾂ ｶﾂﾔ 松本市 1:00:26 １０ｋｍ一般男子
161 6619 小林　正輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾃﾙ 松本市 1:00:32 ノバルティスファーマ株式会社 １０ｋｍ一般男子
162 6189 清水　稀允 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾝ 埼玉県 1:00:38 クマタマ２ １０ｋｍ一般男子
163 6070 近藤　康雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 飯田市 1:00:42 チーム・リセット １０ｋｍ一般男子
164 6023 藤巻　秀敏 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｻﾄ 新潟県 1:00:43 糸魚川・螢 １０ｋｍ一般男子
165 6321 小林　翔己 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｷ 長野市 1:00:48 １０ｋｍ一般男子
166 6238 水野　和徳 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 富山県 1:00:52 米三ランナーズ １０ｋｍ一般男子
167 6045 髙橋　映仁 ﾀｶﾊｼ ｱｷｻﾄ 大町市 1:00:53 １０ｋｍ一般男子
168 6635 渡辺　菊夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 新潟県 1:01:05 １０ｋｍ一般男子
169 6051 宮澤　房雄 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｻｵ 小谷村 1:01:12 １０ｋｍ一般男子
170 6136 新井　信生 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｲｷ 群馬県 1:01:14 ゆっくり走ろう会 １０ｋｍ一般男子
171 6092 小松　真樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ 伊那市 1:01:17 １０ｋｍ一般男子
172 6135 伴野　洋之 ﾊﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:01:35 県立木崎高校生徒会 １０ｋｍ一般男子
173 6236 太田　宣吉 ｵｵﾀ ﾉﾘﾖｼ 安曇野市 1:01:36 １０ｋｍ一般男子
174 6153 岡田　久義 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 愛知県 1:01:49 警備会社　日警 １０ｋｍ一般男子
175 6218 池上　満浩 ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾂﾋﾛ 伊那市 1:01:57 １０ｋｍ一般男子
176 6073 降幡　貴大 ﾌﾘﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ 大町市 1:02:06 チーム・Ｄフラッグ １０ｋｍ一般男子
177 6301 太田　元樹 ｵｵﾀ ﾓﾄｷ 大町市 1:02:19 １０ｋｍ一般男子
178 6180 勝又　直人 ｶﾂﾏﾀ ﾅｵﾄ 静岡県 1:02:23 １０ｋｍ一般男子
179 6021 佐野　理継 ｻﾉ ﾏｻﾂｸﾞ 東京都 1:02:25 チーム　ハニポン １０ｋｍ一般男子
180 6049 内山　博 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 大町市 1:02:25 大町ライチョウサポーターズ １０ｋｍ一般男子
181 6226 戸梶　直隆 ﾄｶｼﾞ ﾅｵﾀｶ 大阪府 1:02:29 １０ｋｍ一般男子
182 6125 関　剛 ｾｷ ﾂﾖｼ 松本市 1:02:34 １０ｋｍ一般男子
183 6019 横　征郎 ﾖｺ ﾕｷｵ 石川県 1:02:37 １０ｋｍ一般男子
184 6162 草間　友臣 ｸｻﾏ ﾄﾓﾐ 松本市 1:02:39 １０ｋｍ一般男子
185 6256 大蔵　浩樹 ｵｵｸﾗ ﾋﾛｷ 伊那市 1:02:43 １０ｋｍ一般男子
186 6212 若井　強太 ﾜｶｲ ｷｮｳﾀ 長野市 1:02:54 アサヒ １０ｋｍ一般男子
187 6138 吉村　晃 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 1:03:09 １０ｋｍ一般男子
188 6282 国島　健矢 ｸﾆｼﾏ ｹﾝﾔ 大町市 1:03:12 １０ｋｍ一般男子
189 6230 伊東　敏彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 1:03:19 東電 １０ｋｍ一般男子
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190 6028 宮本　忠義 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 長野市 1:03:19 １０ｋｍ一般男子
191 6129 小澤　節 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ 千葉県 1:03:26 １０ｋｍ一般男子
192 6192 山口　浩志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県 1:03:36 １０ｋｍ一般男子
193 6044 川上　博通 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ 山形村 1:03:41 １０ｋｍ一般男子
194 6077 北林　宏太 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 長野市 1:04:00 チーム・Ｄフラッグ １０ｋｍ一般男子
195 6120 田中　貴之 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 松本市 1:04:03 １０ｋｍ一般男子
196 6248 斉藤　歓喜 ｻｲﾄｳ ｶﾝｷ 小諸市 1:04:05 アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
197 6339 曽根川　元太 ｿﾈｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 長野市 1:04:07 １０ｋｍ一般男子
198 6287 宮島　忠雄 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｵ 長野市 1:04:10 宮島忠雄 １０ｋｍ一般男子
199 6279 糸瀬　大祐 ｲﾄｾ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:04:20 サントリー １０ｋｍ一般男子
200 6018 中澤　昭一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 千曲市 1:04:33 １０ｋｍ一般男子
201 6181 加藤　猛満 ｶﾄｳ ﾀｹﾐﾂ 愛知県 1:04:43 チームたんぽぽ １０ｋｍ一般男子
202 6271 荻原　敬一 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲｲﾁ 東御市 1:05:09 北御牧ＲＣ １０ｋｍ一般男子
203 6310 小森　信我 ｺﾓﾘ ｼﾝｶﾞ 岐阜県 1:05:12 東濃信用金庫 １０ｋｍ一般男子
204 6262 相良　忠好 ｻｶﾞﾗ ﾀﾀﾞﾖｼ 長野市 1:05:23 １０ｋｍ一般男子
205 6173 小林　浩一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 新潟県 1:05:34 １０ｋｍ一般男子
206 6050 藤巻　和成 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾅﾘ 大町市 1:05:34 １０ｋｍ一般男子
207 6086 内川　和哉 ｳﾁｶﾜ ｶｽﾞﾔ 安曇野市 1:05:36 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
208 6291 畠山　智貴 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｷ 大町市 1:05:59 １０ｋｍ一般男子
209 6342 倉地　良一 ｸﾗﾁ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 1:06:05 １０ｋｍ一般男子
210 6057 花村　寿彦 ﾊﾅﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 安曇野市 1:06:33 １０ｋｍ一般男子
211 6184 鶴見　明夫 ﾂﾙﾐ ｱｷｵ 安曇野市 1:06:37 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
212 6277 日下部　健 ｸｻｶﾍﾞ ﾀｹｼ 東京都 1:06:40 サントリー食品 １０ｋｍ一般男子
213 6235 村松　祐一 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 山梨県 1:06:46 櫛形走ろう会 １０ｋｍ一般男子
214 6095 花田　康秀 ﾊﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 神奈川県 1:06:54 １０ｋｍ一般男子
215 6260 野田　大策 ﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 北海道 1:06:55 １０ｋｍ一般男子
216 6069 大澤　友之 ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 大町市 1:06:57 チーム・リセット １０ｋｍ一般男子
217 6327 登内　瑛 ﾄﾉｳﾁ ｱｷﾗ 伊那市 1:07:01 １０ｋｍ一般男子
218 6347 和泉　洋紹 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 新潟県 1:07:04 １０ｋｍ一般男子
219 6106 石河　卓 ｲｼｶﾜ ﾀｸ 東京都 1:07:10 １０ｋｍ一般男子
220 6107 清野　芳則 ｷﾖﾉ ﾖｼﾉﾘ 安曇野市 1:07:16 １０ｋｍ一般男子
221 6323 臼倉　協 ｳｽｸﾗ ｷｮｳ 大町市 1:07:24 １０ｋｍ一般男子
222 6267 杉本　貴久 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 東京都 1:07:30 １０ｋｍ一般男子
223 6332 上村　了一 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 大町市 1:07:42 １０ｋｍ一般男子
224 6188 清水　敬三 ｼﾐｽﾞ ｹｲｿﾞｳ 埼玉県 1:07:50 クマタマ１ １０ｋｍ一般男子
225 6623 伊藤　正明 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 松川村 1:08:06 １０ｋｍ一般男子
226 6130 諸角　望 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾑ 小谷村 1:08:20 小谷村役場 １０ｋｍ一般男子
227 6626 高見澤　一伸 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 佐久市 1:08:23 １０ｋｍ一般男子
228 6222 小山　毅一郎 ｵﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ 東京都 1:08:26 １０ｋｍ一般男子
229 6033 吉澤　昌宏 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 大町市 1:08:33 １０ｋｍ一般男子
230 6186 田堂　誠 ﾀﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 松本市 1:08:36 松本市役所屋上 １０ｋｍ一般男子
231 6217 北川　剛 ｷﾀｶﾞﾜ ｺﾞｳ 神奈川県 1:08:42 １０ｋｍ一般男子
232 6229 海川　利博 ｳﾐｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 大町市 1:08:48 １０ｋｍ一般男子
233 6143 山下　達彦 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾋｺ 岐阜県 1:08:51 １０ｋｍ一般男子
234 6102 荒井　昭雄 ｱﾗｲ ｱｷｵ 群馬県 1:09:12 １０ｋｍ一般男子
235 6054 小木曽　芳雄 ｵｷﾞｿ ﾖｼｵ 飯田市 1:09:39 １０ｋｍ一般男子
236 6199 八木　健太郎 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 1:09:42 １０ｋｍ一般男子
237 6119 知野　俊明 ﾁﾉ ﾄｼｱｷ 千曲市 1:09:46 １０ｋｍ一般男子
238 6617 今井　大輝 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ 白馬村 1:09:47 １０ｋｍ一般男子
239 6039 河野　寿彦 ｺｳﾉ ﾄｼﾋｺ 山梨県 1:10:00 走ってる甲斐 １０ｋｍ一般男子
240 6252 堀川　穣 ﾎﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ 東御市 1:10:09 １０ｋｍ一般男子
241 6091 降旗　弘明 ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾛｱｷ 大町市 1:10:18 １０ｋｍ一般男子
242 6068 丸山　奨 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 大町市 1:10:32 チーム・リセット １０ｋｍ一般男子
243 6269 瀬尾　健 ｾｵ ｹﾝ 安曇野市 1:10:34 共和コーポレーション １０ｋｍ一般男子
244 6062 小林　正雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 池田町 1:10:36 １０ｋｍ一般男子
245 6064 関　敏男 ｾｷ ﾄｼｵ 大町市 1:10:41 １０ｋｍ一般男子
246 6300 細木　厚志 ﾎｿｷ ｱﾂｼ 兵庫県 1:10:41 ＰＣＪＲ神戸 １０ｋｍ一般男子
247 6088 赤沼　開 ｱｶﾇﾏ ｶｲ 安曇野市 1:10:48 松本信用金庫 １０ｋｍ一般男子
248 6625 落合　公昭 ｵﾁｱｲ ｷﾐｱｷ 諏訪市 1:11:00 Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ　　Ｌｕｃｋ １０ｋｍ一般男子
249 6109 若松　宏光 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 1:11:05 ＯＪＲＴ １０ｋｍ一般男子
250 6117 野老　公紀 ﾄｺﾛ ｺｳｷ 大阪府 1:11:11 １０ｋｍ一般男子
251 6031 松谷　景春 ﾏﾂﾀﾆ ｷﾖﾊﾙ 静岡県 1:11:14 １０ｋｍ一般男子
252 6624 原　義美 ﾊﾗ ﾖｼﾐ 安曇野市 1:11:15 １０ｋｍ一般男子
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253 6622 土屋　俊英 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾋﾃﾞ 佐久市 1:11:16 １０ｋｍ一般男子
254 6315 山本　有作 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｻｸ 神奈川県 1:11:18 ＴＵ３９ １０ｋｍ一般男子
255 6251 大髙　政臣 ｵｵﾀｶ ﾏｻｵﾐ 東御市 1:11:22 アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
256 6147 岡澤　友治 ｵｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾊﾙ 伊那市 1:11:28 １０ｋｍ一般男子
257 6170 伴田　聡 ﾊﾞﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 岐阜県 1:11:32 １０ｋｍ一般男子
258 6145 松尾　明彦 ﾏﾂｵ ｱｷﾋｺ 安曇野市 1:11:46 あおけみ １０ｋｍ一般男子
259 6059 太田　穂積 ｵｵﾀ ﾎﾂﾐ 白馬村 1:11:49 白馬ほづみ １０ｋｍ一般男子
260 6115 遠藤　厚志 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岐阜県 1:12:12 三枝倶楽部 １０ｋｍ一般男子
261 6201 田村　暢将 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾏｻ 安曇野市 1:12:12 １０ｋｍ一般男子
262 6161 林　正和 ﾊﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 松本市 1:12:21 １０ｋｍ一般男子
263 6112 佐伯　真魚 ｻｴｷ ﾏｵ 富山県 1:12:27 螢川ＲＣ １０ｋｍ一般男子
264 6331 山下　弘通 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾐﾁ 松本市 1:12:30 １０ｋｍ一般男子
265 6103 木村　友則 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 大阪府 1:12:38 １０ｋｍ一般男子
266 6043 荻原　正資 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾀﾀﾞ 長野市 1:12:39 １０ｋｍ一般男子
267 6343 小池　浩之 ｺｲｹ ﾋﾛﾕｷ 長野市 1:13:22 １０ｋｍ一般男子
268 6100 福良　浩一 ﾌｸﾗ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:13:31 １０ｋｍ一般男子
269 6097 雪島　剛 ﾕｷｼﾏ ﾂﾖｼ 千葉県 1:13:31 １０ｋｍ一般男子
270 6253 添田　英範 ｿｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 小諸市 1:13:45 株アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
271 6160 戸谷　宏 ﾄﾔ ﾋﾛｼ 大町市 1:14:19 １０ｋｍ一般男子
272 6185 伊藤　健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 小諸市 1:14:22 １０ｋｍ一般男子
273 6025 西沢　和成 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 長野市 1:15:33 １０ｋｍ一般男子
274 6255 藤河　聰 ﾌｼﾞｶﾜ ｻﾄｼ 兵庫県 1:15:36 芦屋川クラブ １０ｋｍ一般男子
275 6175 熊澤　雄一郎 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 安曇野市 1:15:52 １０ｋｍ一般男子
276 6034 野坂　健次郎 ﾉｻｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ 静岡県 1:16:15 掛川北病院 １０ｋｍ一般男子
277 6144 牧　昌史 ﾏｷ ﾏｻｼ 高山村 1:16:28 １０ｋｍ一般男子
278 6630 辻　久明 ﾂｼﾞ ﾋｻｱｷ 安曇野市 1:16:35 １０ｋｍ一般男子
279 6035 西澤　徹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 大町市 1:17:22 １０ｋｍ一般男子
280 6142 兼松　利光 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼﾐﾂ 岐阜県 1:17:27 １０ｋｍ一般男子
281 6274 岩本　渉 ｲﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 東京都 1:17:43 株式会社パンドラ １０ｋｍ一般男子
282 6030 熊井　良夫 ｸﾏｲ ﾖｼｵ 長野市 1:17:52 １０ｋｍ一般男子
283 6285 馬場　一隆 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾀｶ 長野市 1:18:12 １０ｋｍ一般男子
284 6345 伊東　眞一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 茅野市 1:18:18 １０ｋｍ一般男子
285 6629 矢島　正覚 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 安曇野市 1:19:04 あづみ病院 １０ｋｍ一般男子
286 6087 渡邊　隆志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 松本市 1:19:30 １０ｋｍ一般男子
287 6272 川田　修二 ｶﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ 静岡県 1:19:58 １０ｋｍ一般男子
288 6211 田上　修 ﾀｶﾞﾐ ｵｻﾑ 神奈川県 1:20:03 １０ｋｍ一般男子
289 6628 風間　卓哉 ｶｻﾞﾏ ﾀｸﾔ 新潟県 1:20:19 １０ｋｍ一般男子
290 6313 西澤　成範 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾘ 大町市 1:20:58 １０ｋｍ一般男子
291 6308 水野　凌 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 愛知県 1:21:14 東濃信用金庫 １０ｋｍ一般男子
292 6216 和田　弘 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 安曇野市 1:23:23 １０ｋｍ一般男子
293 6052 藤澤　俊治 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｼﾞ 長野市 1:23:55 ＦＸＡ長野 １０ｋｍ一般男子
294 6245 中澤　興弥 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾔ 長野市 1:24:03 （株）アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
295 6246 窪田　裕史 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 上田市 1:24:03 １０ｋｍ一般男子
296 6304 丸山　高弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:24:04 アメニティーズ １０ｋｍ一般男子
297 6286 磨田　茂 ﾄｷﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1:24:20 ＴＵ３９ １０ｋｍ一般男子
298 6299 傳刀　翔太 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 大町市 1:25:04 １０ｋｍ一般男子
299 6101 長嶋　健二 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:25:37 １０ｋｍ一般男子
300 6096 村田　一彦 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:25:37 １０ｋｍ一般男子
301 6118 小川　準二 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 滋賀県 1:26:02 １０ｋｍ一般男子
302 6198 中井　県次 ﾅｶｲ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 1:26:25 １０ｋｍ一般男子
303 6149 磯部　隆 ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 松本市 1:26:28 １０ｋｍ一般男子
304 6111 中垣　和司 ﾅｶｶﾞｷ ｶｽﾞｼ 安曇野市 1:28:54 １０ｋｍ一般男子
305 6029 山際　宏美 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾋﾛﾐ 大阪府 1:28:56 １０ｋｍ一般男子
306 6022 神田　健一 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 上松町 1:29:42 １０ｋｍ一般男子
307 6232 小林　久男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｵ 長野市 1:32:47 中条住自協 １０ｋｍ一般男子
308 6195 中川　譲 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞﾙ 安曇野市 1:38:20 １０ｋｍ一般男子
309 6040 坂井　謙司 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 大町市 1:40:33 １０ｋｍ一般男子
310 6220 大島　正 ｵｵｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:46:48 １０ｋｍ一般男子
311 6024 牧野　茂信 ﾏｷﾉ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 愛知県 1:52:29 １０ｋｍ一般男子
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1 6595 宮澤　花奈実 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本市 0:38:10 １０ｋｍ一般女子
2 6403 川手　美紀 ｶﾜﾃ ﾐｷ 宮田村 0:40:04 １０ｋｍ一般女子
3 6401 牧内　愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 上田市 0:40:29 １０ｋｍ一般女子
4 6608 保科　ゆり ﾎｼﾅ ﾕﾘ 諏訪市 0:43:04 すわっこＡＣ １０ｋｍ一般女子
5 6402 吉田　早織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ 愛知県 0:43:15 ＴＥＡＭＲＸＬ １０ｋｍ一般女子
6 6573 仲村　美沙 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 松本市 0:46:51 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
7 6648 湯澤　みのり ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松本市 0:46:58 １０ｋｍ一般女子
8 6508 小林　美和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜ 三重県 0:49:15 １０ｋｍ一般女子
9 6537 日野　美紀 ﾋﾉ ﾐｷ 松本市 0:49:32 中信勤医協 １０ｋｍ一般女子

10 6601 須藤　紋可 ｽﾄﾞｳ ｱﾔｶ 長野市 0:50:35 １０ｋｍ一般女子
11 6431 福島　美代子 ﾌｸｼﾏ ﾐﾖｺ 安曇野市 0:52:49 １０ｋｍ一般女子
12 6470 中澤　希世子 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾖｺ 松本市 0:53:15 １０ｋｍ一般女子
13 6503 鈴木　頼良 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾗ 東京都 0:53:20 ハウジング・ジャパン １０ｋｍ一般女子
14 6501 荻原　敏子 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄｼｺ 埼玉県 0:53:22 １０ｋｍ一般女子
15 6589 堀内　ミユキ ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕｷ 大町市 0:53:25 １０ｋｍ一般女子
16 6515 前原　直美 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾐ 埼玉県 0:53:46 １０ｋｍ一般女子
17 6435 西沢　由紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｷ 大町市 0:54:27 １０ｋｍ一般女子
18 6442 左右田　茜 ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ 大町市 0:55:27 大町岳陽高校 １０ｋｍ一般女子
19 6654 大塚　三貴子 ｵｵﾂｶ ﾐｷｺ 白馬村 0:55:46 １０ｋｍ一般女子
20 6569 小田切　麻紀子 ｺﾀｷﾞﾘ ﾏｷｺ 長野市 0:56:13 １０ｋｍ一般女子
21 6588 土屋　志帆 ﾂﾁﾔ ｼﾎ 伊那市 0:56:15 １０ｋｍ一般女子
22 6491 牛山　美代子 ｳｼﾔﾏ ﾐﾖｺ 松本市 0:56:42 １０ｋｍ一般女子
23 6450 横澤　忍 ﾖｺｻﾜ ｼﾉﾌﾞ 大町市 0:56:51 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
24 6408 三村　博子 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｺ 長野市 0:57:07 １０ｋｍ一般女子
25 6518 佐藤　有華 ｻﾄｳ ﾕｶ 長野市 0:57:25 １０ｋｍ一般女子
26 6524 阿部　恵 ｱﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 0:57:37 １０ｋｍ一般女子
27 6437 渡辺　楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｴﾃﾞ 新潟県 0:58:15 １０ｋｍ一般女子
28 6594 渡辺　未由希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 松本市 0:58:23 １０ｋｍ一般女子
29 6481 深沢　有子 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｺ 長野市 0:58:33 １０ｋｍ一般女子
30 6448 栗林　恵美子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ 大町市 0:58:36 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
31 6563 岡村　真紀子 ｵｶﾑﾗ ﾏｷｺ 石川県 0:58:44 １０ｋｍ一般女子
32 6613 林　由美子 ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ 大阪府 0:58:55 １０ｋｍ一般女子
33 6461 高野　さやか ﾀｶﾉ ｻﾔｶ 千葉県 0:59:12 ＨＥＲＯＺ １０ｋｍ一般女子
34 6571 高野　富美江 ﾀｶﾉ ﾌﾐｴ 長野市 0:59:23 １０ｋｍ一般女子
35 6489 堀　成美 ﾎﾘ ﾅﾙﾐ 静岡県 0:59:27 １０ｋｍ一般女子
36 6452 下里　明絵 ｼﾓｻﾄ ｱｷｴ 池田町 0:59:36 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
37 6455 神戸　七海 ｺﾞｳﾄﾞ ﾅﾅﾐ 松本市 0:59:44 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
38 6555 小松　美紀 ｺﾏﾂ ﾐｷ 塩尻市 0:59:48 １０ｋｍ一般女子
39 6507 三好　千恵子 ﾐﾖｼ ﾁｴｺ 大町市 1:00:24 篠ノ井ＲＣ １０ｋｍ一般女子
40 6480 小川　きよみ ｵｶﾞﾜ ｷﾖﾐ 滋賀県 1:00:30 １０ｋｍ一般女子
41 6582 井上　直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 安曇野市 1:00:33 １０ｋｍ一般女子
42 6577 五明　睦実 ｺﾞﾐｮｳ ﾑﾂﾐ 長野市 1:00:36 １０ｋｍ一般女子
43 6579 川田　啓子 ｶﾜﾀ ｹｲｺ 静岡県 1:01:08 １０ｋｍ一般女子
44 6426 髙橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 大町市 1:01:25 １０ｋｍ一般女子
45 6599 河崎　菜摘 ｶﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 大阪府 1:01:30 竹中工務店 １０ｋｍ一般女子
46 6454 荻無里　佑果 ｵｷﾞﾅｻ ﾕｳｶ 松本市 1:02:01 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
47 6456 松田　亜巳 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 塩尻市 1:02:14 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
48 6574 望月　佑美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾐ 安曇野市 1:02:20 １０ｋｍ一般女子
49 6538 勝又　幸子 ｶﾂﾏﾀ ｻﾁｺ 静岡県 1:02:25 １０ｋｍ一般女子
50 6590 丸山　真由美 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 大町市 1:02:26 １０ｋｍ一般女子
51 6472 渡辺　由枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｴ 安曇野市 1:02:32 １０ｋｍ一般女子
52 6532 宮川　美帆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾎ 安曇野市 1:02:36 １０ｋｍ一般女子
53 6544 竹内　洋美 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ 安曇野市 1:02:44 １０ｋｍ一般女子
54 6531 小林　真由子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｺ 愛知県 1:02:50 １０ｋｍ一般女子
55 6653 小池　寿実 ｺｲｹ ﾄｼﾐ 大町市 1:02:55 八十二銀行 １０ｋｍ一般女子
56 6516 前田　幾子 ﾏｴﾀﾞ ｲｸｺ 愛知県 1:02:59 １０ｋｍ一般女子
57 6543 鳥羽　詩織 ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ 安曇野市 1:03:41 ８２梓川 １０ｋｍ一般女子
58 6567 上野　朋子 ｳｴﾉ ﾄﾓｺ 飯綱町 1:03:42 １０ｋｍ一般女子
59 6535 笠井　美絵子 ｶｻｲ ﾐｴｺ 池田町 1:04:06 １０ｋｍ一般女子
60 6436 糸氏　志信 ｲﾄｳｼﾞ ｼﾉﾌﾞ 白馬村 1:04:11 １０ｋｍ一般女子
61 6568 中林　憲子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ 静岡県 1:04:14 １０ｋｍ一般女子
62 6490 西田　英里 ﾆｼﾀﾞ ｴﾘ 長野市 1:04:20 １０ｋｍ一般女子
63 6427 石井　千江子 ｲｼｲ ﾁｴｺ 静岡県 1:04:22 １０ｋｍ一般女子
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64 6406 山口　すみ子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｺ 松本市 1:04:22 １０ｋｍ一般女子
65 6570 小林　すみ子 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｺ 長野市 1:04:23 １０ｋｍ一般女子
66 6534 上田　香代 ｳｴﾀﾞ ｶﾖ 愛知県 1:04:43 １０ｋｍ一般女子
67 6502 関口　久美 ｾｷｸﾞﾁ ｸﾐ 安曇野市 1:04:47 １０ｋｍ一般女子
68 6410 長谷　奈月 ﾊｾ ﾅﾂｷ 千曲市 1:04:50 １０ｋｍ一般女子
69 6600 Ｍａｒｉａｎｏ　Ｅｌｌｅｎ ﾏﾘｱﾉ ｴﾚﾝ 松本市 1:04:57 １０ｋｍ一般女子
70 6549 大澤　美咲 ｵｵｻﾜ ﾐｻｷ 松本市 1:04:57 １０ｋｍ一般女子
71 6453 細川　瑞紀 ﾎｿｶﾜ ﾐｽﾞｷ 池田町 1:04:57 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
72 6560 北川　公美子 ｷﾀｶﾞﾜ ｸﾐｺ 神奈川県 1:05:05 １０ｋｍ一般女子
73 6441 望月　昌子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｺ 大町市 1:05:14 １０ｋｍ一般女子
74 6539 村田　香織 ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 松本市 1:05:26 １０ｋｍ一般女子
75 6523 落合　江理子 ｵﾁｱｲ ｴﾘｺ 安曇野市 1:05:27 １０ｋｍ一般女子
76 6527 福嶋　千晶 ﾌｸｼﾏ ﾁｱｷ 愛知県 1:05:33 村田機械 １０ｋｍ一般女子
77 6479 島立　富美子 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾌﾐｺ 茅野市 1:05:47 みどり １０ｋｍ一般女子
78 6650 外川　香 ﾄｶﾞﾜ ｶｵﾘ 奈良県 1:05:49 １０ｋｍ一般女子
79 6459 久保田　妙子 ｸﾎﾞﾀ ﾀｴｺ 伊那市 1:06:40 １０ｋｍ一般女子
80 6541 富山　恵子 ﾄﾐﾔﾏ ｹｲｺ 愛知県 1:06:41 １０ｋｍ一般女子
81 6565 宮下　真由美 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕﾐ 麻績村 1:07:14 １０ｋｍ一般女子
82 6471 鈴木　朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 静岡県 1:07:15 ランエクセル １０ｋｍ一般女子
83 6602 登内　さゆみ ﾄﾉｳﾁ ｻﾕﾐ 伊那市 1:07:17 １０ｋｍ一般女子
84 6581 細川　紗智穂 ﾎｿｶﾜ ｻﾁﾎ 東京都 1:07:46 武蔵野市役所 １０ｋｍ一般女子
85 6587 小池　由紀 ｺｲｹ ﾕｷ 長野市 1:07:53 １０ｋｍ一般女子
86 6492 奥山　祈 ｵｸﾔﾏ ｲﾉﾘ 松本市 1:07:57 １０ｋｍ一般女子
87 6562 小山　佳子 ｵﾔﾏ ﾖｼｺ 東京都 1:08:26 １０ｋｍ一般女子
88 6415 松本　千佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶ 山梨県 1:08:39 １０ｋｍ一般女子
89 6446 西澤　公子 ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ 大町市 1:08:46 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
90 6443 小淵　美紀 ｵﾌﾞﾁ ﾐｷ 大町市 1:09:24 １０ｋｍ一般女子
91 6548 小林　なつ子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｺ 上田市 1:09:26 １０ｋｍ一般女子
92 6464 烏田　香織 ｶﾗｽﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 1:09:34 ＴＥＡＭカラス １０ｋｍ一般女子
93 6605 ニコラス　ローレン ﾆｺﾗｽ ﾛｰﾚﾝ 松本市 1:09:39 １０ｋｍ一般女子
94 6485 荒井　陽子 ｱﾗｲ ﾖｳｺ 千葉県 1:09:45 １０ｋｍ一般女子
95 6468 新井　美香 ｱﾗｲ ﾐｶ 長野市 1:09:46 １０ｋｍ一般女子
96 6649 矢口　舞 ﾔｸﾞﾁ ﾏｲ 白馬村 1:09:47 １０ｋｍ一般女子
97 6612 工藤　真奈美 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 東京都 1:09:51 １０ｋｍ一般女子
98 6447 太田　和代 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖ 大町市 1:09:55 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
99 6449 仲谷　美加 ﾅｶﾀﾆ ﾐｶ 大町市 1:10:06 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子

100 6593 伊藤　明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 東京都 1:10:12 えんだらじっぷ １０ｋｍ一般女子
101 6495 上平　知子 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｺ 愛知県 1:10:13 碧南健走会 １０ｋｍ一般女子
102 6586 横井　多津子 ﾖｺｲ ﾀﾂｺ 石川県 1:10:35 １０ｋｍ一般女子
103 6469 松室　良子 ﾏﾂﾑﾛ ﾖｼｺ 大阪府 1:10:38 １０ｋｍ一般女子
104 6572 本土　圭子 ﾎﾝﾄﾞ ｹｲｺ 東京都 1:10:41 １０ｋｍ一般女子
105 6510 村松　美穂 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 愛知県 1:10:46 １０ｋｍ一般女子
106 6540 竹内　希 ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 千曲市 1:10:48 １０ｋｍ一般女子
107 6547 藤沢　美和 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾜ 上田市 1:10:51 １０ｋｍ一般女子
108 6550 石原　りか子 ｲｼﾊﾗ ﾘｶｺ 愛知県 1:11:03 チームイシハラ １０ｋｍ一般女子
109 6514 穴沢　みう ｱﾅｻﾞﾜ ﾐｳ 長野市 1:11:15 １０ｋｍ一般女子
110 6652 土屋　真理子 ﾂﾁﾔ ﾏﾘｺ 佐久市 1:11:16 １０ｋｍ一般女子
111 6440 三澤　登美子 ﾐｻﾜ ﾄﾐｺ 安曇野市 1:11:36 １０ｋｍ一般女子
112 6499 永田　いずみ ﾅｶﾞﾀ ｲｽﾞﾐ 埼玉県 1:11:43 １０ｋｍ一般女子
113 6475 松沢　則子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 長野市 1:11:46 １０ｋｍ一般女子
114 6493 吉村　章子 ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 神奈川県 1:12:04 １０ｋｍ一般女子
115 6451 中牧　可奈子 ﾅｶﾏｷ ｶﾅｺ 大町市 1:12:06 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
116 6460 大矢　陽子 ｵｵﾔ ﾖｳｺ 長野市 1:12:15 １０ｋｍ一般女子
117 6466 佐伯　育代 ｻｴｷ ｲｸﾖ 富山県 1:12:24 螢川ＲＣ １０ｋｍ一般女子
118 6497 川瀬　直子 ｶﾜｾ ﾅｵｺ 長野市 1:12:26 １０ｋｍ一般女子
119 6411 長谷　照美 ﾊｾ ﾃﾙﾐ 小諸市 1:12:38 １０ｋｍ一般女子
120 6423 和田　理佳 ﾜﾀﾞ ﾘｶ 長野市 1:12:39 １０ｋｍ一般女子
121 6545 布山　すみれ ﾌﾔﾏ ｽﾐﾚ 安曇野市 1:12:41 １０ｋｍ一般女子
122 6412 久保田　やす子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ 安曇野市 1:13:00 １０ｋｍ一般女子
123 6444 小淵　静 ｵﾌﾞﾁ ｼｽﾞｶ 東京都 1:13:14 １０ｋｍ一般女子
124 6513 田中　和恵 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｴ 山梨県 1:13:17 三珠走ろう会 １０ｋｍ一般女子
125 6651 外川　ひろ子 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 奈良県 1:13:36 １０ｋｍ一般女子
126 6614 西井　弥生 ﾆｼｲ ﾔﾖｲ 白馬村 1:13:49 １０ｋｍ一般女子
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127 6525 田上　淳子 ﾀｳｴ ｼﾞｭﾝｺ 木祖村 1:14:02 ランランラン １０ｋｍ一般女子
128 6473 金子　美香 ｶﾈｺ ﾐｶ 安曇野市 1:14:14 １０ｋｍ一般女子
129 6505 小池　ちはる ｺｲｹ ﾁﾊﾙ 長野市 1:15:15 １０ｋｍ一般女子
130 6647 青木　美紀子 ｱｵｷ ﾐｷｺ 塩尻市 1:15:24 １０ｋｍ一般女子
131 6646 井澤　由美子 ｲｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 塩尻市 1:15:24 １０ｋｍ一般女子
132 6645 上條　みどり ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾄﾞﾘ 塩尻市 1:15:24 １０ｋｍ一般女子
133 6519 米倉　宜子 ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｺ 松本市 1:15:40 １０ｋｍ一般女子
134 6559 太田　早紀 ｵｵﾀ ｻｷ 大町市 1:15:45 １０ｋｍ一般女子
135 6606 小平　真理 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 南箕輪村 1:15:56 １０ｋｍ一般女子
136 6558 大石　涼子 ｵｵｲｼ ﾘｮｳｺ 中野市 1:16:02 １０ｋｍ一般女子
137 6566 中村　淑子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｺ 長野市 1:16:02 １０ｋｍ一般女子
138 6429 河合　たか子 ｶﾜｲ ﾀｶｺ 東京都 1:16:17 １０ｋｍ一般女子
139 6483 内田　利絵 ｳﾁﾀﾞ ﾘｴ 埼玉県 1:16:17 １０ｋｍ一般女子
140 6500 前野　友樺 ﾏｴﾉ ﾕｶ 愛知県 1:16:29 １０ｋｍ一般女子
141 6404 矢野口　美恵子 ﾔﾉｸﾁ ﾐｴｺ 安曇野市 1:16:46 １０ｋｍ一般女子
142 6419 杉浦　信子 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞｺ 愛知県 1:16:54 碧南健走会 １０ｋｍ一般女子
143 6609 赤羽　志保 ｱｶﾊﾈ ｼﾎ 諏訪市 1:17:20 １０ｋｍ一般女子
144 6418 西澤　康子 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽｺ 大町市 1:17:22 １０ｋｍ一般女子
145 6467 関口　洋子 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｺ 埼玉県 1:17:30 和楽走友会 １０ｋｍ一般女子
146 6416 熊井　知美 ｸﾏｲ ﾄﾓﾐ 長野市 1:17:52 １０ｋｍ一般女子
147 6474 原田　典子 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘｺ 須坂市 1:18:28 １０ｋｍ一般女子
148 6580 中山　ちさと ﾅｶﾔﾏ ﾁｻﾄ 伊那市 1:18:39 かばうそチー １０ｋｍ一般女子
149 6592 藤原　淳子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:19:09 １０ｋｍ一般女子
150 6536 小池　美樹 ｺｲｹ ﾐｷ 安曇野市 1:19:25 １０ｋｍ一般女子
151 6557 中山　節子 ﾅｶﾔﾏ ｾﾂｺ 白馬村 1:19:29 １０ｋｍ一般女子
152 6445 平林　佳子 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 大町市 1:19:32 チーム・リセット １０ｋｍ一般女子
153 6438 室橋　国江 ﾑﾛﾊｼ ｸﾆｴ 大町市 1:19:42 １０ｋｍ一般女子
154 6556 田上　郁実 ﾀｶﾞﾐ ｲｸﾐ 神奈川県 1:20:03 １０ｋｍ一般女子
155 6511 張　議幻 ﾁｮｳ ｷﾞｹﾞﾝ 岐阜県 1:20:15 村田機械 １０ｋｍ一般女子
156 6430 森　初代 ﾓﾘ ﾊﾂﾖ 福井県 1:20:47 １０ｋｍ一般女子
157 6598 小林　遥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本市 1:20:58 １０ｋｍ一般女子
158 6597 神戸　涼子 ｶﾝﾍﾞ ﾘｮｳｺ 岐阜県 1:21:14 東濃信用金庫 １０ｋｍ一般女子
159 6596 加藤　あい ｶﾄｳ ｱｲ 岐阜県 1:21:25 東濃信用金庫 １０ｋｍ一般女子
160 6561 中川　優子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｺ 長野市 1:21:58 長野県教職員組合 １０ｋｍ一般女子
161 6533 宮澤　恵 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 安曇野市 1:22:09 １０ｋｍ一般女子
162 6584 島田　美恵子 ｼﾏﾀﾞ ﾐｴｺ 長野市 1:22:50 １０ｋｍ一般女子
163 6428 戸谷　千代子 ﾄﾔ ﾁﾖｺ 長野市 1:22:51 １０ｋｍ一般女子
164 6424 山下　信子 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡県 1:22:55 １０ｋｍ一般女子
165 6486 ナリター　パチャーリン ﾅﾘﾀｰ ﾊﾟﾁｬｰﾘﾝ 東京都 1:23:05 １０ｋｍ一般女子
166 6487 チャイルーキッジ　チェーニャ ﾁｬｲﾙｰｷｯｼﾞ ﾁｪｰﾆｬ 東京都 1:23:05 １０ｋｍ一般女子
167 6434 藤澤　節子 ﾌｼﾞｻﾜ ｾﾂｺ 長野市 1:23:48 ＦＸＡ長野 １０ｋｍ一般女子
168 6604 ブレーヂ　サラ ﾌﾞﾚｰﾁﾞ ｻﾗ 松本市 1:24:06 １０ｋｍ一般女子
169 6552 井口　紗綾香 ｲｸﾞﾁ ｻﾔｶ 安曇野市 1:26:10 １０ｋｍ一般女子
170 6551 中井　恵美子 ﾅｶｲ ｴﾐｺ 岐阜県 1:26:24 １０ｋｍ一般女子
171 6506 仲田　舞子 ﾅｶﾀ ﾏｲｺ 松本市 1:26:28 １０ｋｍ一般女子
172 6457 栗林　佳子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ 松本市 1:27:16 松本信用金庫 １０ｋｍ一般女子
173 6521 佐藤　恵美 ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 1:27:56 １０ｋｍ一般女子
174 6591 傅刀　美樹子 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 大町市 1:29:08 １０ｋｍ一般女子
175 6433 柳原　一代 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾖ 愛知県 1:29:14 １０ｋｍ一般女子
176 6578 青沼　桂子 ｱｵﾇﾏ ｹｲｺ 愛知県 1:32:51 １０ｋｍ一般女子
177 6546 李　聖愛 ﾘ ｿﾝｴ 東京都 1:33:42 猫田病院 １０ｋｍ一般女子
178 6432 酒井　久美子 ｻｶｲ ｸﾐｺ 長野市 1:33:57 １０ｋｍ一般女子
179 6458 今井　美咲 ｲﾏｲ ﾐｻｷ 松本市 1:41:08 １０ｋｍ一般女子
180 6407 牧野　侑代 ﾏｷﾉ ﾕｷﾖ 愛知県 1:52:27 １０ｋｍ一般女子
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1 7017 田畑　真司 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷市 0:13:03 岡谷田中小です。 ３ｋｍ小学男子１・２年
2 7020 福田　龍司 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大町市 0:13:35 大町東小 ３ｋｍ小学男子１・２年
3 7006 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町市 0:14:02 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
4 7003 浅野　昊 ｱｻﾉ ｿﾗ 大町市 0:14:05 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
5 7011 田原　優心 ﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 大町市 0:14:09 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
6 7013 瀧沢　治空 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｸ 池田町 0:14:47 ３ｋｍ小学男子１・２年
7 7002 丸山　隼弥 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 大町市 0:14:49 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
8 7019 井田　惇貴 ｲﾀﾞ ｱﾂｷ 茅野市 0:14:58 ３ｋｍ小学男子１・２年
9 7010 田中　和翔 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 大町市 0:15:04 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年

10 7007 荒井　太壱 ｱﾗｲ ﾀｲﾁ 大町市 0:15:12 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
11 7008 立川　和泉 ﾀﾁｶﾜ ｲｽﾞﾐ 大町市 0:15:17 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
12 7014 塚田　陽日樹 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 安曇野市 0:15:24 安曇野市豊科北小 ３ｋｍ小学男子１・２年
13 7021 中田　湊人 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾅﾄ 神奈川県 0:15:41 ３ｋｍ小学男子１・２年
14 7018 小野　駈 ｵﾉ ｶｹﾙ 岡谷市 0:16:23 ３ｋｍ小学男子１・２年
15 7005 吉原　弘大 ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾀ 大町市 0:16:26 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
16 7016 齋藤　廉太 ｻｲﾄｳ ﾚﾝﾀ 茨城県 0:16:39 板橋小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
17 7009 柴田　琉来 ｼﾊﾞﾀ ﾙｸ 大町市 0:16:47 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
18 7004 神社　春 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾊﾙ 大町市 0:16:59 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
19 7015 向山　遼介 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 安曇野市 0:17:07 ３ｋｍ小学男子１・２年
20 7344 溝脇　想介 ﾐｿﾞﾜｷ ｿｳｽｹ 岐阜県 0:17:44 ３ｋｍ小学男子１・２年
21 7001 中山　志郎 ﾅｶﾔﾏ ｼﾛｳ 大町市 0:19:26 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
22 7012 山口　零生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲ 大町市 0:20:35 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子１・２年
1 7123 田畑　真子 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 岡谷市 0:13:18 岡谷田中小です。 ３ｋｍ小学女子１・２年
2 7121 小山　柊花 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 東御市 0:13:30 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学女子１・２年
3 7101 竹下　愛 ﾀｹｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 静岡県 0:13:40 岡部小 ３ｋｍ小学女子１・２年
4 7125 名取　樹里 ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾘ 茅野市 0:14:16 金沢小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
5 7103 仲俣　綾乃 ﾅｶﾏﾀ ｱﾔﾉ 飯綱町 0:14:43 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学女子１・２年
6 7122 本島　蓉子 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｺ 高森町 0:15:15 ３ｋｍ小学女子１・２年
7 7113 立川　愛乃 ﾀﾁｶﾜ ｱﾔﾉ 大町市 0:15:29 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
8 7109 吉川　美羽 ｷﾁｶﾜ ﾐｳ 大町市 0:15:35 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
9 7105 三ッ井　柚花 ﾐﾂｲ ﾕｳｶ 飯綱町 0:15:43 牟礼陸上スポ少 ３ｋｍ小学女子１・２年

10 7102 松本　すみれ ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ 大町市 0:16:00 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
11 7118 小澤　心音 ｵｻﾞﾜ ｺｺﾈ 松本市 0:16:25 清水小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
12 7111 西山　朋夏 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶ 大町市 0:16:28 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
13 7124 丸山　奈緒子 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｺ 飯綱町 0:16:49 牟礼小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
14 7115 小林　莉煌奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾅ 大町市 0:17:26 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
15 7104 古谷　奈々 ﾌﾙﾔ ﾅﾅ 飯綱町 0:17:42 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学女子１・２年
16 7116 小林　真由花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｶ 安曇野市 0:18:09 チーム・リセット ３ｋｍ小学女子１・２年
17 7106 本山　結愛 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｱ 飯綱町 0:18:18 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学女子１・２年
18 7110 田口　夏帆 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大町市 0:18:23 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
19 7108 北原　幸姫 ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 大町市 0:18:32 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
20 7119 川瀬　朱里 ｶﾜｾ ｱｶﾘ 長野市 0:19:01 ３ｋｍ小学女子１・２年
21 7114 成松　咲星 ﾅﾘﾏﾂ ｻﾎ 大町市 0:19:38 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
22 7107 松井　結椛 ﾏﾂｲ ﾕｲｶ 大町市 0:21:18 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子１・２年
1 7204 竹下　優 ﾀｹｼﾀ ﾕｳ 静岡県 0:11:21 岡部小 ３ｋｍ小学男子３・４年
2 7248 中澤　侑己 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 安曇野市 0:11:23 安曇野かけっこクラブ ３ｋｍ小学男子３・４年
3 7242 黒沢　天馬 ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 上田市 0:11:46 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学男子３・４年
4 7253 松澤　晃佑 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬村 0:12:12 白馬かけっこクラブ ３ｋｍ小学男子３・４年
5 7249 田畑　泰司 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 岡谷市 0:12:17 岡谷田中小です。 ３ｋｍ小学男子３・４年
6 7244 小山　颯太 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 東御市 0:12:18 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学男子３・４年
7 7214 倉科　伊吹 ｸﾗｼﾅ ｲﾌﾞｷ 大町市 0:12:22 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
8 7254 佃　陸登 ﾂｸﾀﾞ ﾘｸﾄ 山梨県 0:12:30 ３ｋｍ小学男子３・４年
9 7256 名取　悠翔 ﾅﾄﾘ ﾋｻﾄ 茅野市 0:12:33 金沢小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年

10 7206 松本　勇志 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼ 大町市 0:12:43 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
11 7227 山口　丈虎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾄﾗ 大町市 0:12:47 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
12 7211 西田　太陽 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 大町市 0:12:57 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
13 7345 赤松　駿 ｱｶﾏﾂ ｼｭﾝ 大町市 0:12:59 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
14 7205 菊地　翔太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 小川村 0:13:02 小川村小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
15 7250 丸山　航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山形村 0:13:07 山形小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
16 7218 横川　愛翔 ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町市 0:13:18 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
17 7236 田中　虎太郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 岐阜県 0:13:22 高山ＸＣスキークラブ ３ｋｍ小学男子３・４年
18 7245 本島　岳 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 高森町 0:13:28 ３ｋｍ小学男子３・４年
19 7343 横田　煌成 ﾖｺﾀ ｺｳｾｲ 池田町 0:13:30 ３ｋｍ小学男子３・４年
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20 7226 髙橋　朱里 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 大町市 0:13:31 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
21 7257 中田　智紘 ﾅｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 神奈川県 0:13:32 ３ｋｍ小学男子３・４年
22 7212 倉科　惺樹 ｸﾗｼﾅ ｾｲｼﾞｭ 大町市 0:13:33 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
23 7223 北澤　魁人 ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 大町市 0:13:37 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
24 7247 角谷　健介 ｽﾐﾔ ｹﾝｽｹ 愛知県 0:13:37 棚尾小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
25 7201 服部　一輝 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｷ 大町市 0:13:39 ３ｋｍ小学男子３・４年
26 7213 藤岡　佑樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 大町市 0:13:40 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
27 7252 原　英汰 ﾊﾗ ｴｲﾀ 大町市 0:13:46 ３ｋｍ小学男子３・４年
28 7235 田原　健心 ﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 大町市 0:13:58 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
29 7210 古谷　圭志 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞ 飯綱町 0:13:59 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子３・４年
30 7221 荒井　漣斗 ｱﾗｲ ﾚﾝﾄ 大町市 0:14:01 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
31 7232 関川　巴琉 ｾｷｶﾜ ﾊﾙ 大町市 0:14:14 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
32 7215 松田　泰樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲｷ 大町市 0:14:16 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
33 7241 栩川　新之助 ﾄﾁｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 愛知県 0:14:34 ３ｋｍ小学男子３・４年
34 7230 竹村　幸悠 ﾀｹﾑﾗ ﾕｷﾋｻ 大町市 0:14:38 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
35 7217 大日向　温馬 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾏ 大町市 0:14:56 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
36 7251 栗林　ねいる ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾈｲﾙ 松本市 0:14:58 インタースクール長野 ３ｋｍ小学男子３・４年
37 7209 剱持　遥央 ｹﾝﾓﾂ ﾊﾙﾁｶ 飯綱町 0:15:05 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子３・４年
38 7228 志賀　洸太郎 ｼｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大町市 0:15:25 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
39 7238 清水　理貴 ｼﾐｽﾞ ﾘｷ 群馬県 0:15:32 ３ｋｍ小学男子３・４年
40 7220 宮澤　玲来 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚｸ 大町市 0:15:44 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
41 7234 小林　怜眞 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 大町市 0:15:44 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
42 7231 北原　涼太 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市 0:15:44 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
43 7219 種山　壮心 ﾀﾈﾔﾏ ｿｳｼ 大町市 0:15:58 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
44 7202 中沢　悠希 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 安曇野市 0:16:01 ３ｋｍ小学男子３・４年
45 7229 渡辺　大我 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 大町市 0:16:06 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
46 7233 西條　旭陽 ﾆｼｼﾞｮｳ ｱｻﾋ 大町市 0:16:17 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
47 7237 岩本　匠生 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山梨県 0:16:21 白根源小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
48 7246 齋藤　貫太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 0:16:27 板橋小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
49 7255 瓜田　瑞智 ｳﾘﾀ ﾐｽﾞﾁ 岐阜県 0:16:45 高山市立西小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
50 7216 尾﨑　蒼 ｵｻﾞｷ ｱｵｲ 大町市 0:16:57 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
51 7207 傳刀　禄水 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾛｸﾄ 大町市 0:17:25 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
52 7222 山辺　純也 ﾔﾏﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大町市 0:18:45 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子３・４年
53 7208 佐山　快晟 ｻﾔﾏ ｶｲｾｲ 飯綱町 0:20:35 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子３・４年
1 7340 田上　瑠花 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 新潟県 0:13:53 糸魚川小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
2 7335 高嶋　祥帆 ﾀｶｼﾏ ｻﾁﾎ 松本市 0:13:59 梓川小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
3 7334 吉川　和花 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬村 0:14:10 白馬南小 ３ｋｍ小学女子３・４年
4 7305 浅野　雫 ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ 大町市 0:14:14 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
5 7308 太田　蒼唯 ｵｵﾀ ｱｵｲ 大町市 0:14:19 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
6 7338 清沢　実紀 ｷﾖｻﾜ ﾐﾉﾘ 山形村 0:14:24 ヤマリククラブ ３ｋｍ小学女子３・４年
7 7306 奥原　凛 ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ 大町市 0:14:24 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
8 7337 岩本　紗彩 ｲﾜﾓﾄ ｻｱﾔ 池田町 0:14:32 大町スポーツクラブ ３ｋｍ小学女子３・４年
9 7328 瀧沢　愛鈴 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｲﾘ 池田町 0:14:35 ３ｋｍ小学女子３・４年

10 7318 杉木　結 ｽｷﾞｷ ﾕｲ 大町市 0:14:35 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
11 7330 草本　にこら ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬村 0:14:50 ３ｋｍ小学女子３・４年
12 7307 田中　綾乃 ﾀﾅｶ ﾘﾉ 大町市 0:14:50 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
13 7302 西沢　なつみ ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 大町市 0:15:14 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
14 7311 川村　虹來 ｶﾜﾑﾗ ﾆﾗｲ 大町市 0:15:20 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
15 7327 宮下　友実 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾐ 塩尻市 0:15:34 ３ｋｍ小学女子３・４年
16 7323 高橋　菫 ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ 大町市 0:15:38 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
17 7320 白澤　みさと ｼﾗｻﾜ ﾐｻﾄ 大町市 0:15:39 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
18 7310 大厩　莉音 ｵｵﾏﾔ ﾘｵﾝ 大町市 0:15:52 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
19 7313 伊藤　日鞠 ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 大町市 0:16:02 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
20 7312 西山　朋花 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶ 大町市 0:16:06 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
21 7324 林　瑚晴 ﾊﾔｼ ｺﾊﾙ 大町市 0:16:12 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
22 7325 小日向　逢 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ 大町市 0:16:14 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
23 7339 岡澤　未紗 ｵｶｻﾞﾜ ﾐｻ 大町市 0:16:21 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
24 7301 戸田　成美 ﾄﾀﾞ ﾅﾙﾐ 群馬県 0:16:22 ３ｋｍ小学女子３・４年
25 7315 田中　結愛 ﾀﾅｶ ﾕｱ 大町市 0:16:23 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
26 7329 矢口　愛那 ﾔｸﾞﾁ ﾏﾅ 池田町 0:16:28 ３ｋｍ小学女子３・４年
27 7331 清水　優 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 池田町 0:16:40 池田小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
28 7316 金原　藍菜 ｷﾝﾊﾞﾗ ｱｲﾅ 大町市 0:17:23 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
29 7304 栁澤　詩衣奈 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｲﾅ 大町市 0:17:48 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
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30 7314 石原　和 ｲｼﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ 大町市 0:17:48 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
31 7333 大久保　亜胡 ｵｵｸﾎﾞ ｱｺ 長野市 0:18:02 湯谷小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
32 7309 平林　乃亜海 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉｱﾝ 大町市 0:18:15 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
33 7336 上原　藍果 ｳｴﾊﾗ ｱｲｶ 諏訪市 0:18:50 豊田小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
34 7317 瀬戸口　心 ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ 大町市 0:18:56 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
35 7332 川瀬　遥花 ｶﾜｾ ﾊﾙｶ 長野市 0:18:58 ３ｋｍ小学女子３・４年
36 7303 奥原　里奈 ｵｸﾊﾗ ﾘﾅ 大町市 0:19:01 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
37 7322 堀田　はな ﾎｯﾀ ﾊﾅ 大町市 0:19:47 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子３・４年
38 7347 大野　立夏 ｵｵﾉ ﾘﾂｶ 神奈川県 0:21:21 ３ｋｍ小学女子３・４年
1 8040 児玉　大河 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 上田市 0:11:06 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学男子５・６年
2 8006 城越　瑛大 ｼﾛｺｼ ｴｲﾀ 松本市 0:11:09 芳川小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
3 8038 黒沢　燦 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 上田市 0:11:32 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学男子５・６年
4 8044 矢花　海空 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｿﾗ 安曇野市 0:11:56 堀金小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
5 8032 松下　絆 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ 大町市 0:12:01 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
6 8039 児玉　大和 ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 上田市 0:12:09 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学男子５・６年
7 8022 大塚　蒼空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 大町市 0:12:21 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
8 8001 服部　徹也 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ 大町市 0:12:21 ３ｋｍ小学男子５・６年
9 8047 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 白馬村 0:12:21 ３ｋｍ小学男子５・６年

10 8016 小林　朋弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 大町市 0:12:22 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
11 8019 田中　湊都 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ 大町市 0:12:28 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
12 8011 本山　秀斗 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳﾄ 飯綱町 0:12:31 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子５・６年
13 8024 仁科　有貴 ﾆｼﾅ ﾕｳｷ 大町市 0:12:40 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
14 8046 野口　輝 ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 安曇野市 0:12:43 穂高南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
15 8003 松澤　和壱 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷村 0:13:02 小谷小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
16 8009 仲俣　悠太 ﾅｶﾏﾀ ﾕｳﾀ 飯綱町 0:13:07 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子５・６年
17 8017 奥原　星 ｵｸﾊﾗ ｾｲ 大町市 0:13:14 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
18 8041 荒井　颯也 ｱﾗｲ ｿｳﾔ 大町市 0:13:23 大町南小 ３ｋｍ小学男子５・６年
19 8030 今溝　陸斗 ｲﾏﾐｿﾞ ﾘｸﾄ 大町市 0:13:23 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
20 8002 中沢　聡仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 安曇野市 0:13:26 ３ｋｍ小学男子５・６年
21 8045 丸山　玄翔 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾞﾝﾄ 飯綱町 0:13:33 牟礼小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
22 8025 荒井　遙斗 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 大町市 0:13:41 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
23 8037 中嶋　俊樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 安曇野市 0:13:56 堀金小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
24 8012 山岸　由尚 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾋｻ 飯綱町 0:13:59 牟礼陸上スポ少 ３ｋｍ小学男子５・６年
25 8008 近藤　友晴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ 飯綱町 0:14:01 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子５・６年
26 8033 守屋　大翔 ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ 大町市 0:14:06 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
27 8005 後藤　健太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 安曇野市 0:14:28 豊科北小 ３ｋｍ小学男子５・６年
28 8004 寺島　泰志 ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ 安曇野市 0:14:29 豊科北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
29 8023 大日向　結弦 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲﾄ 大町市 0:14:33 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
30 8036 ヤグチ　琉稀 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 池田町 0:14:33 ３ｋｍ小学男子５・６年
31 8007 佐山　悠誠 ｻﾔﾏ ﾕｳｾｲ 飯綱町 0:14:54 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子５・６年
32 8010 上野　翔琉 ｳｴﾉ ｶｹﾙ 飯綱町 0:14:57 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学男子５・６年
33 8021 西澤　希陸 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｸ 大町市 0:14:59 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
34 8048 八木澤　駿 ﾔｷﾞｻﾜ ｼｭﾝ 長野市 0:15:06 松代小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
35 8020 宮尾　駿希 ﾐﾔｵ ｼｭﾝｷ 大町市 0:15:10 大町北小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
36 8027 中川　竣太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 大町市 0:15:13 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
37 8026 原　直生 ﾊﾗ ﾅｵｷ 大町市 0:15:28 大町東小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
38 8015 渡邉　空琉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾙ 大町市 0:15:31 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
39 8031 清水　廉 ｼﾐｽﾞ ﾚﾝ 大町市 0:15:32 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
40 8043 栗林　らいあん ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾗｲｱﾝ 松本市 0:16:05 インタースクール長野 ３ｋｍ小学男子５・６年
41 8029 仁科　悠佳 ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ 大町市 0:16:53 大町西小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
42 8035 樋口　智哉 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 安曇野市 0:19:03 豊科南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
43 8034 栗林　暁生 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 大町市 0:19:36 美麻小中学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
44 8028 関口　大雅 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 大町市 0:19:41 大町南小学校 ３ｋｍ小学男子５・６年
1 8122 成澤　あん里 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 上田市 0:11:49 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学女子５・６年
2 8128 名取　玲香 ﾅﾄﾘ ﾚｲｶ 茅野市 0:12:40 金沢小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
3 8110 秋山　遥香 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大町市 0:13:03 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
4 8123 竹花　心美 ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 上田市 0:13:19 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ小学女子５・６年
5 8126 清沢　好 ｷﾖｻﾜ ｺﾉﾐ 山形村 0:13:41 ヤマリククラブ ３ｋｍ小学女子５・６年
6 8116 太田　花梨 ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 大町市 0:14:02 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
7 8120 小日向　咲良 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾗ 大町市 0:14:16 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
8 8558 湯浅　姫菜 ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ 白馬村 0:14:16 白馬北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
9 8103 広田　幸千 ﾋﾛﾀ ｻﾁ 飯綱町 0:14:47 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学女子５・６年

10 8129 北澤　莉紗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 大町市 0:14:56 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
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11 8101 上田　くるみ ｳｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 飯綱町 0:14:57 牟礼陸上スポ少 ３ｋｍ小学女子５・６年
12 8109 宮澤　心愛 ﾐｱｻﾞﾜ ｺｱ 大町市 0:14:59 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
13 8106 吉沢　藍那 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲﾅ 大町市 0:15:03 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
14 8102 田中　星乃 ﾀﾅｶ ﾎﾉ 飯綱町 0:15:10 牟礼陸上スポーツ少年団 ３ｋｍ小学女子５・６年
15 8108 田中　遥凪 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 大町市 0:15:22 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
16 8119 山口　葉奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 大町市 0:15:38 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
17 8113 立川　菜桜 ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ 大町市 0:15:58 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
18 8112 上條　明日香 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ 大町市 0:16:00 大町西小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
19 8118 松原　亜咲美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾐ 大町市 0:16:02 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
20 8115 太田　梅菜 ｵｵﾀ ﾋﾅ 大町市 0:16:05 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
21 8111 平林　野都栞 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ 大町市 0:16:15 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
22 8104 下條　茉緒 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｵ 大町市 0:16:18 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
23 8107 西田　莉胡 ﾆｼﾀﾞ ﾘｺ 大町市 0:17:03 大町南小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
24 8127 岡澤　杏奈 ｵｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 大町市 0:17:41 大町北小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
25 8117 西條　なずな ﾆｼｼﾞｮｳ ﾅｽﾞﾅ 大町市 0:18:17 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
26 8114 山﨑　香凜 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 大町市 0:18:26 大町東小学校 ３ｋｍ小学女子５・６年
27 8124 小松　花音 ｺﾏﾂ ｶﾉﾝ 塩尻市 0:18:54 ３ｋｍ小学女子５・６年
1 8209 小坂　悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 大町市 0:09:36 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
2 8202 武田　寧登 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬村 0:10:12 白馬中学校 ３ｋｍ中学生男子
3 8236 山崎　優葵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千曲市 0:10:18 千曲市立更埴西中学校 ３ｋｍ中学生男子
4 8232 丸山　直生 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 山形村 0:10:19 鉢盛中学校 ３ｋｍ中学生男子
5 8224 成澤　爽 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田市 0:10:24 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ中学生男子
6 8226 大神　健太 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 上田市 0:10:26 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ中学生男子
7 8231 上条　優雅 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ 松本市 0:10:31 波田中 ３ｋｍ中学生男子
8 8207 高根　夏雪 ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 大町市 0:10:31 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
9 8204 新山　堅太 ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ 大町市 0:10:32 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子

10 8201 中川　敬大 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷村 0:10:53 小谷中学校 ３ｋｍ中学生男子
11 8238 濱野　大輝 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松本市 0:11:03 筑摩野中学校 ３ｋｍ中学生男子
12 8227 白井　充大 ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 長和町 0:11:08 依田窪南部中学 ３ｋｍ中学生男子
13 8234 松澤　尚弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬村 0:11:17 白馬中学校 ３ｋｍ中学生男子
14 8208 平出　純大 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 大町市 0:11:27 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
15 8530 宮島　寛幸 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 山形村 0:11:46 鉢盛中学校 ３ｋｍ中学生男子
16 8235 松澤　岳拓 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬村 0:11:46 白馬中学校 ３ｋｍ中学生男子
17 8205 曽根原　悠希 ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｷ 大町市 0:11:49 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
18 8228 竹花　翔太 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田市 0:11:49 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ中学生男子
19 8230 川崎　映楽 ｶﾜｻｷ ﾃﾗ 安曇野市 0:11:51 穂高西中 ３ｋｍ中学生男子
20 8206 宮田　陽叶 ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ 大町市 0:12:02 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
21 8233 内堀　翼 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 上田市 0:12:18 丸子北中学校 ３ｋｍ中学生男子
22 8220 下條　拓海 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ 大町市 0:12:38 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
23 8222 青田　聖也 ｱｵﾀ ｾｲﾔ 大町市 0:12:44 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
24 8213 松倉　朋樹 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町市 0:12:51 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
25 8219 松澤　将大 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 大町市 0:13:02 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
26 8214 中原　慎一朗 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大町市 0:13:06 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
27 8212 太田　龍輝 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町市 0:13:07 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
28 8221 大日向　孝雅 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町市 0:13:08 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
29 8215 栗林　慮雨 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 大町市 0:13:17 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
30 8216 水口　恵介 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 大町市 0:13:18 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
31 8225 渡辺　友規 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 安曇野市 0:13:23 才教学園中学校 ３ｋｍ中学生男子
32 8218 志水　宏生 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 大町市 0:13:30 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
33 8223 鈴木　大晴 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 大町市 0:13:55 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
34 8203 町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町市 0:14:03 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生男子
35 8229 小林　大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 徳島県 0:14:26 リオデＴＣ ３ｋｍ中学生男子
36 8210 佐藤　幸弥 ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 大町市 0:15:07 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
37 8217 唐澤　亮成 ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 大町市 0:15:34 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生男子
1 8312 牧内　大華 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 上田市 0:10:34 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ中学生女子
2 8309 松下　輝来 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町市 0:11:20 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
3 8311 竹花　明姫 ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 立科町 0:11:29 立科中学校 ３ｋｍ中学生女子
4 8315 西澤　穂姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ 小谷村 0:11:52 ■■コダック３■■ ３ｋｍ中学生女子
5 8536 辻　芽衣 ﾂｼﾞ ﾒｲ 安曇野市 0:12:04 三郷中学校 ３ｋｍ中学生女子
6 8316 西澤　愛姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ 小谷村 0:12:32 ■■コダック３■■ ３ｋｍ中学生女子
7 8323 上條　佑依 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 山形村 0:12:34 鉢盛中学校 ３ｋｍ中学生女子
8 8310 内川　奈々 ｳﾁｶﾜ ﾅﾅ 大町市 0:12:51 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
9 8313 下村　悠莉 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 上田市 0:13:00 腰越ＪＳＣ ３ｋｍ中学生女子
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10 8304 太田　瑞莉 ｵｵﾀ ﾐｽﾞﾘ 大町市 0:13:09 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
11 8303 北原　侑奈 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 大町市 0:13:27 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
12 8301 藤岡　夏望 ﾌｼﾞｵｶ ﾅﾂﾐ 大町市 0:13:50 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
13 8307 海川　怜 ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町市 0:13:53 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生女子
14 8314 西澤　瑞姫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷村 0:14:09 ■■コダック３■■ ３ｋｍ中学生女子
15 8306 平林　杏菜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 大町市 0:14:15 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生女子
16 8321 水井　彩夏 ﾐｽﾞｲ ｻﾅ 千曲市 0:14:23 戸倉上山田中学校 ３ｋｍ中学生女子
17 8302 橋本　彩 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ 大町市 0:14:33 仁科台中学校 ３ｋｍ中学生女子
18 8319 丸山　佳織 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷村 0:14:52 ３ｋｍ中学生女子
19 8559 駒田　眞也 ｺﾏﾀﾞ ﾏﾔ 安曇野市 0:15:26 ３ｋｍ中学生女子
20 8305 酒井　杏樹 ｻｶｲ ｱﾝｼﾞｭ 大町市 0:15:31 大町第一中学校 ３ｋｍ中学生女子
21 8317 吉川　陽菜 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 白馬村 0:16:16 白馬中 ３ｋｍ中学生女子
22 8554 大野　芳桜 ｵｵﾉ ｶｸﾞﾗ 神奈川県 0:18:55 ３ｋｍ中学生女子
23 8555 齋藤　桜 ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ 神奈川県 0:18:55 ３ｋｍ中学生女子
24 8318 中川　夏歩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂﾎ 長野市 0:26:51 ３ｋｍ中学生女子
1 8409 西沢　紀元 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市 0:09:30 昭和電工大町 ３ｋｍ一般男子
2 8433 斉藤　岳 ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 富山県 0:10:29 ＳＲＣ ３ｋｍ一般男子
3 8429 古清水　映二 ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 塩尻市 0:10:43 シスメックスＲＡ ３ｋｍ一般男子
4 8436 石田　喜之 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 愛知県 0:11:10 虎龍 ３ｋｍ一般男子
5 8411 清澤　雅仁 ｷﾖｻﾜ ﾏｻﾋﾄ 朝日村 0:11:11 朝日村 ３ｋｍ一般男子
6 8439 濱野　匡弘 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾋﾛ 松本市 0:11:16 ３ｋｍ一般男子
7 8435 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 安曇野市 0:12:20 ３ｋｍ一般男子
8 8402 山﨑　昌宏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 山梨県 0:12:33 ＪＰ　韮崎 ３ｋｍ一般男子
9 8420 宮下　憲司 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝｼﾞ 塩尻市 0:13:05 ３ｋｍ一般男子

10 8430 宮澤　武紗士 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾑｻｼ 松川村 0:13:45 ３ｋｍ一般男子
11 8419 小林　令司 ｺﾊﾞﾔ ｼｻﾄｼ 池田町 0:14:27 大町南小学校 ３ｋｍ一般男子
12 8407 佐々木　貴彦 ｻｻｷ ﾀｶﾋｺ 福島県 0:14:38 Ｌｉｎｋ ３ｋｍ一般男子
13 8434 一志　秀明 ｲｯｼ ﾋﾃﾞｱｷ 大町市 0:15:20 ３ｋｍ一般男子
14 8427 小川　浩 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 0:17:02 ３ｋｍ一般男子
15 8423 大久保　毅 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 長野市 0:18:09 中央電機工業株式会社 ３ｋｍ一般男子
16 8416 丸山　耕太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 大町市 0:19:16 ３ｋｍ一般男子
17 8408 仁科　醇也 ﾆｼﾅ ｱﾂﾔ 大町市 0:19:17 ３ｋｍ一般男子
18 8410 片瀬　雅夫 ｶﾀｾ ﾏｻｵ 池田町 0:19:21 ３ｋｍ一般男子
19 8404 中沢　文晃 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 安曇野市 0:19:21 ３ｋｍ一般男子
20 8424 中嶋　功光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾐﾂ 安曇野市 0:19:40 ３ｋｍ一般男子
21 8415 石井　来弥 ｲｼｲ ｸﾘﾔ 大町市 0:20:39 ３ｋｍ一般男子
22 8413 吉原　正樹 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻｷ 大町市 0:20:39 ３ｋｍ一般男子
23 8426 伊井　浩太 ｲｲ ｺｳﾀ 新潟県 0:22:46 ３ｋｍ一般男子
24 8438 加藤　順也 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 0:23:20 ３ｋｍ一般男子
25 8422 川瀬　健太 ｶﾜｾ ｹﾝﾀ 長野市 0:23:56 ３ｋｍ一般男子
26 8421 吉村　公一 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:24:36 ３ｋｍ一般男子
27 8529 宮坂　斉 ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 千曲市 0:25:35 ３ｋｍ一般男子
28 8403 岡部　忠美 ｵｶﾍﾞ ﾀﾀﾞﾐ 飯田市 0:27:02 チーム　のこのこ ３ｋｍ一般男子
29 8412 大森　晋 ｵｵﾓﾘ ｽｽﾑ 小諸市 0:29:17 ３ｋｍ一般男子
1 8522 松澤　杏奈 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 白馬村 0:12:50 白馬かけっこクラブ ３ｋｍ一般女子
2 8502 城越　麻利子 ｼﾛｺｼ ﾏﾘｺ 松本市 0:12:54 ３ｋｍ一般女子
3 8528 秋山　麻理奈 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘﾅ 塩尻市 0:13:15 ３ｋｍ一般女子
4 8521 中野　敏子 ﾅｶﾉ ﾄｼｺ 安曇野市 0:13:35 ３ｋｍ一般女子
5 8505 渡辺　美紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 大町市 0:15:05 ３ｋｍ一般女子
6 8513 宮下　美惠 ﾐﾔｼﾀ ﾐｴ 塩尻市 0:15:11 ３ｋｍ一般女子
7 8519 栗林　梨恵 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 松本市 0:16:48 インタースクール長野 ３ｋｍ一般女子
8 8518 駒田　嘉奈子 ｺﾏﾀﾞ ｶﾅｺ 安曇野市 0:17:38 ３ｋｍ一般女子
9 8501 中沢　純子 ﾅｶｻﾞﾜ ｽﾐｺ 安曇野市 0:18:15 ３ｋｍ一般女子

10 8506 今溝　信子 ｲﾏﾐｿﾞ ﾉﾌﾞｺ 大町市 0:18:50 ３ｋｍ一般女子
11 8507 吉沢　佐織 ﾖｼｻﾞﾜ ｻｵﾘ 大町市 0:19:07 ３ｋｍ一般女子
12 8514 岩本　咲織 ｲﾜﾓﾄ ｻｵﾘ 山梨県 0:19:22 ３ｋｍ一般女子
13 8520 宮澤　久美 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾐ 松川村 0:19:24 ３ｋｍ一般女子
14 8525 土方　優子 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｺ 上田市 0:19:44 ３ｋｍ一般女子
15 8556 越　裕子 ｺｼ ﾕｳｺ 千曲市 0:19:54 ３ｋｍ一般女子
16 8511 飯森　明子 ｲｲﾓﾘ ｱｷｺ 大町市 0:20:54 ３ｋｍ一般女子
17 8510 藤澤　佳恵 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｴ 松本市 0:21:25 松本信用金庫 ３ｋｍ一般女子
18 8517 伊井　紗津希 ｲｲ ｻﾂｷ 新潟県 0:22:54 ３ｋｍ一般女子
19 8516 島　恭子 ｼﾏ ｷｮｳｺ 上田市 0:23:24 ３ｋｍ一般女子
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20 8509 松井　由理 ﾏﾂｲ ﾕﾘ 松本市 0:23:34 松本信用金庫 ３ｋｍ一般女子
21 8526 牧田　直子 ﾏｷﾀ ﾅｵｺ 伊那市 0:23:41 ３ｋｍ一般女子
22 8524 登内　みさと ﾄﾉｳﾁ ﾐｻﾄ 伊那市 0:24:10 ３ｋｍ一般女子
23 8508 古畑　千史 ﾌﾙﾊﾀ ﾁﾌﾐ 松本市 0:25:07 松本信用金庫 ３ｋｍ一般女子
24 8515 吉村　伸子 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 0:26:29 ３ｋｍ一般女子
25 8504 西沢　亜弥 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔ 大町市 0:29:29 ３ｋｍ一般女子
1 9078 田中　綾子 ﾀﾅｶ ｱﾔｺ 安曇野市 0:12:54 安曇野かけっこクラブ ３ｋｍペア
2 9084 宮本　晃一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 松川村 0:13:06 長野県労働金庫 ３ｋｍペア
3 9045 青木　寿峰 ｱｵｷ ﾖｼﾀｶ 長野市 0:13:17 八十二銀行 ３ｋｍペア
4 9076 長谷川　直広 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 安曇野市 0:14:04 ３ｋｍペア
5 9036 小山　颯斗 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬村 0:14:23 白馬南小学校 ３ｋｍペア
6 9047 井田　太郎 ｲﾀﾞ ﾀﾛｳ 茅野市 0:14:31 ３ｋｍペア
7 9051 江崎　翔平 ｴｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 長野市 0:15:02 ３ｋｍペア
8 9082 岩本　尚也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 池田町 0:15:07 大町スポーツクラブ ３ｋｍペア
9 9002 倉科　樹 ｸﾗｼﾅ ﾀﾂｷ 大町市 0:15:17 大町南小学校 ３ｋｍペア

10 9097 師田　健太郎 ﾓﾛﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 長野市 0:15:17 ３ｋｍペア
11 9008 黒栁　晴之 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾕｷ 大町市 0:15:19 大町南小学校 ３ｋｍペア
12 9030 根本　一颯 ﾈﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 大町市 0:15:23 みあさの森 ３ｋｍペア
13 9029 清水　滉生 ｼﾐｽﾞ ｺｵ 大町市 0:15:26 大町北小学校 ３ｋｍペア
14 9055 小倉　清孝 ｵｸﾞﾗ ｷﾖﾀｶ 安曇野市 0:15:40 ３ｋｍペア
15 9006 菅澤　優樹 ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 大町市 0:15:42 大町南小学校 ３ｋｍペア
16 9060 松原　敦 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 安曇野市 0:15:49 ３ｋｍペア
17 9053 荒江　淳 ｱﾗｴ ｼﾞｭﾝ 松本市 0:16:11 ３ｋｍペア
18 9102 戸田　博明 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 長野市 0:16:26 ３ｋｍペア
19 9021 田中　悠雅 ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 大町市 0:16:33 大町西小学校 ３ｋｍペア
20 9043 中牧　七海 ﾅｶﾏｷ ﾅﾅﾐ 松川村 0:16:36 松川小学校 ３ｋｍペア
21 9040 久保田　杏梨 ｸﾎﾞﾀ ｱﾝﾘ 大町市 0:16:45 大町西小学校 ３ｋｍペア
22 9050 大山　照一 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 安曇野市 0:16:47 ３ｋｍペア
23 9094 輿　幸明 ｺｼ ﾖｼｱｷ 松本市 0:16:48 ３ｋｍペア
24 9003 栗林　謙伸 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 大町市 0:16:49 大町南小学校 ３ｋｍペア
25 9080 原　滋俊 ﾊﾗ ｼｹﾞﾄｼ 大町市 0:16:54 北陽建設株式会社 ３ｋｍペア
26 9069 吉原　明彦 ﾖｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ 長野市 0:17:00 ３ｋｍペア
27 9013 種山　陽向 ﾀﾈﾔﾏ ﾋﾅﾀ 大町市 0:17:01 大町西小学校 ３ｋｍペア
28 9041 柏原　一翔 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾄ 大町市 0:17:06 大町北小学校 ３ｋｍペア
29 9072 安部　聡子 ｱﾍﾞ ｻﾄｺ 大町市 0:17:08 ３ｋｍペア
30 9087 高橋　良平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 池田町 0:17:09 ３ｋｍペア
31 9022 松浦　一芽 ﾏﾂｳﾗ ﾊｼﾞﾒ 大町市 0:17:09 大町西小学校 ３ｋｍペア
32 9092 矢口　直宏 ﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 安曇野市 0:17:12 ３ｋｍペア
33 9027 秋山　日和 ｱｷﾔﾏ ﾋﾖﾘ 大町市 0:17:15 八坂小学校 ３ｋｍペア
34 9048 菊地　保宏 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 安曇野市 0:17:17 豊科南小 ３ｋｍペア
35 9038 西澤　光雅 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 大町市 0:17:24 大町西小学校 ３ｋｍペア
36 9065 松本　町子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾁｺ 松川村 0:17:26 松川村小学校 ３ｋｍペア
37 9090 金沢　信隆 ｶﾅｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 0:17:27 ３ｋｍペア
38 9042 久保田　凛音 ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ 大町市 0:17:32 大町西小学校 ３ｋｍペア
39 9068 山田　美佐希 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 岡谷市 0:17:44 長野県教育委員会 ３ｋｍペア
40 9081 岡村　勝美 ｵｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 長野市 0:17:46 ３ｋｍペア
41 9057 矢口　弘樹 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 池田町 0:17:47 ３ｋｍペア
42 9061 新谷　将 ｼﾝﾔ ﾏｻﾙ 宮田村 0:17:53 ３ｋｍペア
43 9035 小山　廉斗 ｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ 白馬村 0:17:56 白馬南小学校 ３ｋｍペア
44 9073 荒井　俊光 ｱﾗｲ ﾄｼﾐﾂ 大町市 0:18:05 大町南小 ３ｋｍペア
45 9026 竹村　優衣子 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲｺ 大町市 0:18:05 大町南小学校 ３ｋｍペア
46 9083 両角　公也 ﾓﾛｽﾞﾐ ｷﾐﾔ 茅野市 0:18:29 ミズチャンズ ３ｋｍペア
47 9070 高嶋　祥光 ﾀｶｼﾏ ﾖｼﾃﾙ 松本市 0:18:31 ハウスマジック ３ｋｍペア
48 9020 下里　梨斗 ｼﾓｻﾄ ﾘﾄ 大町市 0:18:32 大町西小学校 ３ｋｍペア
49 9005 五十川　陽香 ｲｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 大町市 0:18:35 大町南小学校 ３ｋｍペア
50 9064 大月　延浩 ｵｵﾂｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 松本市 0:18:38 ３ｋｍペア
51 9085 江津　良輔 ｺﾞｳﾂﾞ ﾘｮｳｽｹ 松本市 0:18:45 ３ｋｍペア
52 9004 平林　依奈 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴﾅ 大町市 0:18:49 大町南小学校 ３ｋｍペア
53 9012 吉澤　和之 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 大町市 0:18:54 大町北小学校 ３ｋｍペア
54 9074 原　和美 ﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 大町市 0:18:56 ３ｋｍペア
55 9011 東方　晴来 ﾄｳﾎﾞｳ ﾊﾙｸ 大町市 0:18:58 大町北小学校 ３ｋｍペア
56 9007 桑澤　朋也 ｸﾜｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 大町市 0:19:02 大町南小学校 ３ｋｍペア
57 9044 川上　蓮香 ｶﾜｶﾐ ﾊｽｶ 大町市 0:19:07 大町南小学校 ３ｋｍペア
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58 9039 飯森　陽菜 ｲｲﾓﾘ ﾋﾅ 大町市 0:19:16 大町南小学校 ３ｋｍペア
59 9071 赤沢　秀典 ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 松本市 0:19:19 ３ｋｍペア
60 9019 宮田　和拓 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 大町市 0:19:24 大町西小学校 ３ｋｍペア
61 9075 小林　清計 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶｽﾞ 安曇野市 0:19:37 ３ｋｍペア
62 9089 金原　本治 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾓﾄﾊﾙ 大町市 0:19:49 ３ｋｍペア
63 9032 下川　悠成 ｼﾓｶﾜ ﾕｳｾｲ 大町市 0:19:55 大町西小学校 ３ｋｍペア
64 9028 吉田　歩未 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 大町市 0:19:57 八坂小学校 ３ｋｍペア
65 9009 太田　七海 ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 大町市 0:19:57 大町北小学校 ３ｋｍペア
66 9031 清水　蒼良 ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 大町市 0:19:59 大町南小学校 ３ｋｍペア
67 9066 志村　朋之 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 山梨県 0:20:00 ＭＦ甲信越 ３ｋｍペア
68 9096 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 大町市 0:20:06 大町南小学校 ３ｋｍペア
69 9016 金原　穂 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾐﾉﾙ 大町市 0:20:12 大町西小学校 ３ｋｍペア
70 9052 樋口　栄嗣 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 安曇野市 0:20:15 豊科南小学校 ３ｋｍペア
71 9086 酒井　裕司 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 長野市 0:20:23 ３ｋｍペア
72 9001 ピッチ　サムエル ﾋﾟｯﾁ ｻﾑｴﾙ 大町市 0:20:25 大町西小学校 ３ｋｍペア
73 9099 八木澤　麻紀 ﾔｷﾞｻﾜ ﾏｷ 長野市 0:20:27 ３ｋｍペア
74 9025 蜂谷　琳 ﾊﾁﾔ ﾘﾝ 大町市 0:20:32 大町東小学校 ３ｋｍペア
75 9024 相澤　凪人 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｷﾞﾄ 大町市 0:20:33 大町東小学校 ３ｋｍペア
76 9014 小淵　太輔 ｵﾌﾞﾁ ﾀｲｽｹ 大町市 0:20:36 大町西小学校 ３ｋｍペア
77 9010 吉澤　直之 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 大町市 0:20:47 大町北小学校 ３ｋｍペア
78 9062 大沼　和幸 ｵｵﾇﾏ ｶｽﾞﾕｷ 伊那市 0:21:07 ルビコンエンジニア ３ｋｍペア
79 9063 大久保　裕美 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 長野市 0:21:32 ３ｋｍペア
80 9058 丸山　恵里 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘ 白馬村 0:21:36 ３ｋｍペア
81 9067 太田　喜三男 ｵｵﾀ ｷﾐｵ 白馬村 0:21:46 ３ｋｍペア
82 9079 小松　力 ｺﾏﾂ ﾁｶﾗ 塩尻市 0:21:47 ３ｋｍペア
83 9095 横林　教之 ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 松本市 0:21:58 ３ｋｍペア
84 9015 和田　怜 ﾜﾀﾞ ﾚﾝ 大町市 0:22:10 大町西小学校 ３ｋｍペア
85 9018 吉澤　佳純 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾐ 大町市 0:22:11 大町西小学校 ３ｋｍペア
86 9023 遠藤　颯大 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 大町市 0:22:22 大町東小学校 ３ｋｍペア
87 9054 徳嵩　まゆみ ﾄｸﾀｹ ﾏﾕﾐ 池田町 0:22:38 ＴＥＡＭカラス ３ｋｍペア
88 9103 飯田　大地 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 大町市 0:23:35 ３ｋｍペア
89 9101 宮坂　圭子 ﾐﾔｻｶ ｹｲｺ 千曲市 0:23:42 ３ｋｍペア
90 9088 山崎　信悟 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 長野市 0:23:48 ３ｋｍペア
91 9077 小林　大祐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 大町市 0:24:10 ３ｋｍペア
92 9017 宮﨑　こなつ ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾅﾂ 大町市 0:24:16 大町西小学校 ３ｋｍペア
93 9037 羽田　湊都 ﾊﾀ ﾐﾅﾄ 大町市 0:24:41 大町北小学校 ３ｋｍペア
94 9100 西澤　知世 ﾆｼｻﾞﾜ ﾁｾ 大町市 0:24:52 ３ｋｍペア
95 9034 藤岡　柊 ﾌｼﾞｵｶ ｼｭｳ 大町市 0:25:48 大町南小学校 ３ｋｍペア
96 9059 宮永　寿美江 ﾐﾔﾅｶﾞ ｽﾐｴ 筑北村 0:27:43 ３ｋｍペア
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