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1 20 牛山 純一 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＣＩＴＹ ＲＵＮＮＥＲ 長野 長野県 2:14:42
2 2 金子 晃裕 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ コモディイイダ 東京 東京都 2:15:22
3 102 山下 侑哉 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾔ サンベルクス 東京 東京都 2:15:26
4 201 大橋 秀星 ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ 小平市陸協 東京 東京都 2:15:57
5 211 小田 俊平 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ コマネチランニングク 兵庫 兵庫県 2:18:33
6 105 紺野 凌矢 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾔ 警視庁 東京 東京都 2:18:45
7 212 高梨 良介 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ トーハツ 長野 駒ヶ根市 2:18:56
8 202 川内 鮮輝 ｶﾜｳﾁ ﾖｼｷ Ｊａｙｂｉｒｄ 埼玉 東京都 2:19:28
9 104 坪井 響己 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 新電元工業 埼玉 埼玉県 2:19:49

10 101 秋山 太陽 ｱｷﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 森ビル 東京 東京都 2:21:55
11 203 山田 泰生 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ まるお製作所 東京 東京都 2:22:17
12 205 山田 祐生 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ まるお製作所 東京 埼玉県 2:22:17
13 228 高林 遼哉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 静岡 静岡県 2:22:37
14 103 今井 隆生 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 埼玉坂戸アスリートクラブ 埼玉 埼玉県 2:24:05
15 234 伊藤 洸介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協 長野 飯田市 2:26:45
16 3248 日野 志朗 ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那郡陸協 長野 箕輪町 2:26:48
17 206 澁谷 宥介 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ 東京 東京都 2:27:21
18 223 秋葉 直人 ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ ＲＦＡＪａｐａｎ 東京 東京都 2:27:21
19 232 小林 勝太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 小諸市役所 長野 立科町 2:28:26
20 219 大久保 利哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ 愛知県庁クラブ 愛知 三重県 2:29:32
21 229 西沢 紀元 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町 長野 大町市 2:29:41
22 341 西中山 宏 ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 大和電機工業株式会社 下諏訪町 2:30:00
23 3279 姫野 辰也 ﾋﾒﾉ ﾀﾂﾔ 日本文理大学 大分 大分県 2:30:12
24 373 杉本 浩二 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 一期一会 別所 長野 上田市 2:30:48
25 226 石津 秀喜 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ 大竹市陸協 広島 広島県 2:30:51
26 246 三島 健太 ﾐｼﾏ ｹﾝﾀ 神戸えーしー 兵庫 兵庫県 2:30:56
27 254 猫 ひろし ﾈｺ ﾋﾛｼ アスリートスマイルＲＣ 東京 東京都 2:30:57
28 241 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ミヨシ油脂 愛知 愛知県 2:31:54
29 248 小林 敏明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 上田市陸協 上田市 上田市 2:31:55
30 245 増田 勇太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 茅ヶ崎市役所 神奈川 神奈川県 2:32:09
31 3260 児玉 天晴 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 長野市陸協 長野 長野市 2:32:51
32 258 新井 龍 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 岩原塾 東京都 2:32:53
33 297 吉田 茂樹 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 清掃員 埼玉 埼玉県 2:32:59
34 269 伊藤 健介 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ ランニング・デポ 神奈川 神奈川県 2:33:20
35 230 小林 優史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ アシックスＲＣ 東京 栃木県 2:33:30
36 295 網谷 直紀 ｱﾐﾀﾆ ﾅｵｷ 富山陸協 富山 東京都 2:33:35
37 424 牧内 祥広 ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越ＪＳＣ 長野 上田市 2:34:40
38 266 髙野 勇登 ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 東京陸協 東京 千葉県 2:34:47
39 233 備後 雅徳 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾏｻﾉﾘ トヨタＳＣ 愛知 愛知県 2:35:01
40 268 柳澤 貫太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野県工技センター 長野 長野市 2:35:03
41 250 吉川 泰生 ﾖｼｶﾜ ﾀｲｷ Ｔｅａｍ Ｈａｌｌｙ 富山 富山県 2:35:31
42 255 柳澤 瑞樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 上田陸上競技協会 長野 上田市 2:35:49
43 243 鈴木 昌幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ＩＮＡＦＲＳ 長野 伊那市 2:36:04
44 217 西浦 孝則 ﾆｼｳﾗ ﾀｶﾉﾘ ゴールドウイン 富山県 2:36:05
45 312 伊藤 康孝 ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ ＩＮＡＦＲＳ 長野 伊那市 2:36:14
46 408 水谷 太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾄｼ 三重 三重県 2:36:16
47 259 荒井 佑輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 相馬商事株式会社 長野 小布施町 2:36:18
48 766 中山 祐介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:36:29
49 302 高島 繁和 ﾀｶｼﾏ ｼｹﾞｶｽﾞ 長野市消防局 長野市 2:36:37
50 368 矢島 翔平 ﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 埼玉県 2:36:38
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51 210 ＭＡＩＮＡ ＤＩＳＨＯＮ ＫＡＲＵＫＷＡ 愛知県 2:36:39
52 288 西澤 悟志 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條 長野 岡谷市 2:36:42
53 283 松久 哲治 ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 腰越ＪＳＣ 上田 上田市 2:36:54
54 335 代田 貴嗣 ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 食事処 天月 長野 飯田市 2:37:02
55 411 宮崎 栄一 ﾐﾔｻﾞｷ ｴｲｲﾁ ＰＴＣ 埼玉 東京都 2:37:14
56 467 高島 健人 ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ 薄川ランナー 松本市 2:37:19
57 220 塩原 大 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 梓川高校教諭 長野 松本市 2:37:37
58 304 佐藤 孝樹 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 神奈川県立図書 神奈川 神奈川県 2:37:38
59 237 阿部 靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 東京陸協 東京 東京都 2:37:40
60 299 田尻 聡太郎 ﾀｼﾞﾘ ｿｳﾀﾛｳ 横浜市陸協 神奈川 神奈川県 2:37:46
61 332 松野 淳司 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 癒しの森ＡＣ 長野 塩尻市 2:37:50
62 3271 奥原 謙一 ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ＩＮＡＦＲＳ 長野 伊那市 2:37:54
63 334 依田 光央 ﾖﾀﾞ ﾐﾂｵ ファスフォード 山梨県 2:37:57
64 371 祢津 慎也 ﾈﾂ ｼﾝﾔ 神奈川県 2:38:00
65 251 原田 幸秀 ﾊﾗﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 三菱重工名古屋 愛知 愛知県 2:38:01
66 225 丸山 航平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 長野銀行 長野 中野市 2:38:09
67 292 橘 慎一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｲﾁ 猫パンチング 新潟 新潟県 2:38:13
68 273 間嶋 陵 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大阪陸協 大阪 大阪府 2:38:35
69 279 安田 京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 埼玉県 2:38:57
70 277 長 秀憲 ﾁｮｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 北極星ＡＣ 北海道 北海道 2:39:00
71 310 笠谷 賢二郎 ｶｻﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大幹運 大阪府 2:39:05
72 3281 高橋 功気 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ セキノＲＣ 新潟 新潟県 2:39:15
73 289 島田 秀也 ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 佐久市 2:39:22
74 413 太田 秋次 ｵｵﾀ ｱｷﾂｸﾞ 石川県 2:39:50
75 308 三澤 慶記 ﾐｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 名城ＡＲＣ 愛知 愛知県 2:40:03
76 376 新納 渉太 ﾆｲﾉｳ ｼｮｳﾀ 京都スバル自動車 京都 京都府 2:40:17
77 231 田中 章浩 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野電子 長野 長野市 2:40:19
78 387 山崎 剛士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ かながわクラブ 神奈川 神奈川県 2:40:31
79 324 荒井 翔次 ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞ 東京 愛知県 2:40:33
80 296 人見 了 ﾋﾄﾐ ﾘｮｳ 鴨川走友会 京都 京都府 2:40:40
81 357 宮田 光朗 ﾐﾔﾀ ﾐﾂｱｷ 諏訪アカデミー 長野 岡谷市 2:40:54
82 3403 田中 角治 ﾀﾅｶ ｶｸﾊﾙ えもと塾 東京 千葉県 2:41:07
83 348 山本 貴政 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ ＺＯＺＡＮ 神奈川県 2:41:10
84 306 中澤 淳 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 南アルプス市陸協 山梨 山梨県 2:41:12
85 216 浜田 浩佑 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ＧＲｌａｂ 大阪 大阪府 2:41:15
86 301 高橋 英雄 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ オーテックＲＣ 神奈川 神奈川県 2:41:15
87 260 青木 雅史 ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市駅伝部 長野 長野市 2:41:18
88 352 久保 浩昭 ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 長野県警察 長野 小布施町 2:41:23
89 559 岡田 佳剛 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 三重 三重県 2:41:27
90 399 田中 耕造 ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ 中野市陸協 中野市 中野市 2:41:44
91 319 矢島 和樹 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 東京陸協 東京 東京都 2:41:53
92 375 中山 実貴 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 滋賀県 2:41:55
93 286 小川 博史 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 天白川走友会 愛知 愛知県 2:41:57
94 456 冨田 貴史 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾌﾐ ＯＦＥ 千葉 千葉県 2:42:18
95 336 向井 孝次 ﾑｶｲ ｺｳｼﾞ ハムちゃんず 愛知 愛知県 2:42:19
96 303 副島 陽也 ｿｴｼﾞﾏ ﾊﾙﾔ ＷｉｎｄｚＲＣ 東京都 2:42:33
97 236 杉山 悠 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ 栃木陸協 栃木 栃木県 2:42:42
98 106 山領 駿 ﾔﾏﾘｮｳ ｼｭﾝ プルデンシャル生命保険 福岡 福岡県 2:42:50
99 572 美藤 共歩 ﾋﾞﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ 兵庫県 2:42:51

100 300 加茂川 郁弥 ｶﾓｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ ＵＲＣ 石川 石川県 2:43:09
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101 416 白鳥 拓 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸ 鋳造技術室 愛知 愛知県 2:43:16
102 272 原 慎弥 ﾊﾗ ｼﾝﾔ 多摩川クラブ 東京 千葉県 2:43:18
103 343 大田 伸彦 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 多治見ランナーズ 岐阜 岐阜県 2:43:20
104 318 田村 直洋 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 長野市陸上競技協会 長野 長野市 2:43:20
105 1113 西沢 倫彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ 辰野町 2:43:26
106 287 鈴木 将吾 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 東京陸協 東京 東京都 2:43:27
107 405 伊藤 寛治 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 三重陸協 三重 三重県 2:43:35
108 307 山谷 良登 ﾔﾏﾀﾆ ﾖｼﾄ 土木管理総合試験所 長野 東京都 2:43:37
109 409 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 愛知 愛知県 2:43:56
110 261 松田 純平 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＤｒｅａｍＡＣ 東京 神奈川県 2:44:09
111 486 坂井 久悦 ｻｶｲ ﾋｻﾖｼ 佐川急便 新潟県 2:44:12
112 396 尾崎 勝海 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾐ 荒砥走友会 群馬 群馬県 2:44:15
113 564 林 裕記 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 多治見 岐阜 岐阜県 2:44:21
114 267 吉延 毅朗 ﾖｼﾉﾌﾞ ﾀｹｵ 東京陸上競技協会 東京 東京都 2:44:32
115 213 宮下 晴貴 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協 長野 駒ヶ根市 2:44:49
116 404 横澤 和哉 ﾖｺｻﾜ ｶｽﾞﾔ ａｍｉｎｏ ＶＩＴＡ 神奈川県 2:44:50
117 339 高橋 聰 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ ＪＪＪ 新潟 新潟県 2:44:57
118 423 古田 茂 ﾌﾙﾀ ｼｹﾞﾙ 神奈川 神奈川県 2:45:11
119 425 沓掛 建樹 ｸﾂｶｹ ﾀﾂｷ 石川県 2:45:19
120 107 甘利 大祐 ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ コトヒラ工業 長野 長野県 2:45:26
121 290 小林 博幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東京 千葉県 2:45:29
122 476 南野 尚樹 ﾐﾅﾐﾉ ﾅｵｷ 石川陸協 石川 石川県 2:45:30
123 590 山岸 和真 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 須坂市陸協 長野 須坂市 2:45:38
124 386 嵐 敬晶 ｱﾗｼ ﾉﾘｱｷ 三菱重工冷熱 愛知 愛知県 2:45:39
125 629 岡田 裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 安曇野無所属 安曇野市 2:45:46
126 436 西本 将典 ﾆｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 愛知 愛知県 2:45:48
127 320 吉田 智史 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 黒川陸上協議会 群馬 群馬県 2:45:56
128 313 島田 裕二 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京陸協 東京 東京都 2:45:58
129 428 宮西 淳 ﾐﾔﾆｼ ｼﾞｭﾝ 東京陸協 東京 東京都 2:46:00
130 394 村上 寛之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 川崎陸協 神奈川 神奈川県 2:46:05
131 443 多田 怜史 ﾀﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 2:46:08
132 378 黒崎 群 ｸﾛｻｷ ｸﾞﾝ しのぎ 東京 神奈川県 2:46:08
133 463 西岡 賢一 ﾆｼｵｶ ｹﾝｲﾁ ＦＬＡＴＲＣ 東京都 2:46:14
134 410 田畑 宏道 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ 長野 長野市 2:46:16
135 317 佐藤 光明 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ うなぎいぬ新潟 新潟 新潟県 2:46:21
136 314 杉村 啓太 ｽｷﾞﾑﾗ ｹｲﾀ ＡＲＮ！ 石川県 2:46:25
137 612 井出 岳人 ｲﾃﾞ ｶﾞｸﾄ ねっこＧ 東京都 2:46:33
138 382 井上 孝広 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 株まど屋駅伝部 山梨 山梨県 2:46:41
139 414 荒井 彰平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 中野下高井 長野 中野市 2:46:43
140 447 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ Ｒｕｎ ｆｅｅｔ 三重 三重県 2:46:46
141 390 小林 司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 富山陸協 富山 石川県 2:46:53
142 475 高橋 裕 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ トヨタ 愛知 愛知県 2:47:00
143 372 小林 海仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 長野市 2:47:08
144 468 秋山 勝美 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾐ ＮＴＴ東日本ー関信越 長野 長野市 2:47:10
145 338 藤野 英之 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ ＳＥＡＬＳ 東京 山梨県 2:47:11
146 433 山本 史暁 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 弥富ランニングクラブ 愛知 愛知県 2:47:18
147 836 竹内 誠司 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 松本市 2:47:19
148 381 平松 誠之 ﾋﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 中馬塾 愛知 愛知県 2:47:20
149 393 市口 英樹 ｲﾁｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 南アルプス陸協 山梨 山梨県 2:47:22
150 395 飯野 拓真 ｲｲﾉ ﾀｸﾏ 長野市陸上競技協会 長野 長野市 2:47:28
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151 505 大塚 真人 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾄ 沖縄電力陸上部 沖縄県 2:47:30
152 429 徳永 信 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福岡銀行 福岡県 2:47:30
153 434 木戸 一智 ｷﾄﾞ ｶｽﾞﾄﾓ 京都府 2:47:35
154 275 大塚 功 ｵｵﾂｶ ｲｻｵ ランボーズ 東京 埼玉県 2:47:37
155 990 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:47:39
156 421 仲野 新一郎 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鹿族 三重 三重県 2:47:41
157 391 妹尾 拓海 ｾｵ ﾀｸﾐ ＧＲｌａｂ兵庫 兵庫 兵庫県 2:47:57
158 723 村山 昇平 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 東京 東京都 2:48:00
159 633 田中 耕太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ のんちゃんズ 福岡 福岡県 2:48:14
160 309 中澤 俊喜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ とよのランナーズ 長野 長野市 2:48:17
161 370 中込 暁 ﾅｶｺﾞﾐ ｱｷ 大塚魂 長野市 2:48:22
162 392 青井 春輝 ｱｵｲ ﾊﾙｷ 東京都 2:48:23
163 574 廣瀬 貴明 ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ セキノ興産 新潟 新潟県 2:48:25
164 3294 浜木 遼太 ﾊﾏｷ ﾘｮｳﾀ 森ノ宮医療大学 大阪府 2:48:25
165 500 早川 翼 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 大阪府 2:48:34
166 235 片岡 哲朗 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 愛知県庁クラブ 愛知 愛知県 2:48:43
167 477 石川 肇 ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 東芝府中 東京 東京都 2:48:44
168 459 佐々木 厚太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 東京 東京都 2:48:45
169 631 後宮 正幸 ｱﾄﾐﾔ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:48:47
170 1306 小山 千尋 ｺﾔﾏ ﾁﾋﾛ 長野市 2:48:47
171 353 和田 明久 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋｻ 東京都 2:48:50
172 556 中野 雄貴 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ ＮＲＦ 奈良 奈良県 2:49:03
173 403 清水 衛 ｼﾐｽﾞ ﾏﾓﾙ なかよし登山部 伊那市 2:49:04
174 346 稲崎 真吾 ｲﾅｻｷ ｼﾝｺﾞ 東京 東京都 2:49:05
175 435 青山 明裕 ｱｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川 神奈川県 2:49:09
176 1081 武田 泰幸 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 愛知県 2:49:10
177 227 青木 颯 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ （株）一之瀬製作所 長野 安曇野市 2:49:12
178 689 水波 邦彦 ﾐｽﾞﾅﾐ ｸﾆﾋｺ 軟野会 愛知 岐阜県 2:49:17
179 533 鷹取 直宏 ﾀｶﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 三重県 2:49:23
180 3118 水口 駿介 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 2:49:29
181 483 篠崎 明浩 ｼﾉｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:49:31
182 385 寺田 修 ﾃﾗﾀﾞ ｵｻﾑ アスリートスマイル 東京 東京都 2:49:40
183 593 岩渕 徹 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾄｵﾙ まぐろＲＣ 埼玉 埼玉県 2:49:40
184 389 荻原 大輔 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 茅ヶ崎市役所 神奈川 神奈川県 2:49:42
185 546 平井 義信 ﾋﾗｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 富山県 2:49:42
186 351 永森 健二 ﾅｶﾞﾓﾘ ｹﾝｼﾞ ＳＳランナー 富山 富山県 2:49:47
187 431 山本 晃嗣 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 和歌山 和歌山県 2:49:51
188 504 澤渡 知成 ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 長野県警察 長野 長野市 2:49:53
189 622 髙田 将光 ﾀｶﾀ ﾏｻﾐﾂ 日本無線 長野 長野市 2:49:56
190 337 上林 英男 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 中部電気保安協会 長野 長野市 2:49:59
191 3268 渡邊 真人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ なし 東京都 2:50:04
192 527 中島 拓磨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ きたながのＲＣ 長野 長野市 2:50:13
193 722 坂口 貢仁 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾄ 高松陸上部 三重県 2:50:14
194 252 北沢 正親 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ コトヒラ工業 長野 東御市 2:50:22
195 331 田畑 幸司 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協 長野 岡谷市 2:50:28
196 311 荻野 貴史 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼ 横浜綜合 神奈川県 2:50:28
197 480 池野 裕昭 ｲｹﾉ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:50:29
198 365 逢澤 智広 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ＰＨＩＬＩＰＳ 長野 松本市 2:50:35
199 355 清水 慎也 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ ＶＡＩＯ 長野 松本市 2:50:38
200 238 永井 誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ ＤＮＰ 埼玉 埼玉県 2:50:46
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201 406 木村 悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ 京都府 2:50:51
202 484 重松 健由 ｼｹﾞﾏﾂ ｹﾝﾕｳ 駒沢公園ＪＣ 東京 神奈川県 2:50:53
203 345 中村 裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 中条走四浪会 石川 石川県 2:51:07
204 541 丸山 敬樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 近畿日本ツーリスト 東京 東京都 2:51:08
205 450 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ ＲＵＮＡＲＸ 埼玉県 2:51:09
206 470 平澤 重章 ﾋﾗｻﾜ ｼｹﾞｱｷ 美容室あんず 長野 伊那市 2:51:16
207 562 木本 進 ｷﾓﾄ ｽｽﾑ 和歌山県 2:51:20
208 1162 吉岡 基 ﾖｼｵｶ ﾓﾄ 東京 東京都 2:51:24
209 692 磯田 和男 ｲｿﾀﾞ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:51:29
210 595 馬場 健志 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川 神奈川県 2:51:39
211 585 菱沼 賢 ﾋｼﾇﾏ ﾏｻﾙ 猛禽類 宮城 宮城県 2:51:39
212 921 清水 健郎 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾛｳ 長野県警察 中野市 2:51:47
213 379 後藤 健二 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 名古屋市役所 愛知 愛知県 2:51:49
214 567 近藤 正樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 三重県 2:51:50
215 415 浦野 裕之 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 飯山栄駅伝チーム 長野 飯山市 2:51:54
216 489 箱田 秀治 ﾊｺﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 西国走らん会 愛知 東京都 2:51:57
217 916 小宮山 亮太 ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 日立アステモ東御 長野 上田市 2:52:00
218 420 見原 哲哉 ﾐﾊﾗ ﾃﾂﾔ 多摩湖 東京都 2:52:03
219 453 加藤 誠隆 ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大北陸上競技協会 長野 小谷村 2:52:03
220 624 荻原 慶也 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲﾔ 浦安ランナーズ 千葉県 2:52:10
221 448 渡邉 勝仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 福井県 2:52:11
222 816 平良 滝太 ﾀｲﾗ ﾘｭｳﾀ 沖縄県 2:52:23
223 472 佐藤 圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 滋賀陸協 滋賀 滋賀県 2:52:29
224 658 平田 昭雄 ﾋﾗﾀ ｱｷｵ 元年ＲＵＮ部 東京 東京都 2:52:32
225 637 小坂 翔 ｺｻﾞｶ ｼｮｳ はんこ屋ＬＯＨＡＳ 東京都 2:52:39
226 354 国府 貴大 ｺｸﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京 東京都 2:52:44
227 325 西谷 祐介 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｽｹ 福井陸協 福井 福井県 2:52:48
228 439 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ ｅＡ東京 東京 神奈川県 2:52:54
229 529 川澄 隆章 ｶﾜｽﾐ ﾀｶｱｷ ＪＪＪ 新潟県 2:52:55
230 282 桑野 博輔 ｸﾜﾉ ﾋﾛｽｹ ＢＴ 東京 東京都 2:52:56
231 4016 城戸 暢 ｷﾄﾞ ﾐﾂﾙ 東京都 2:52:57
232 412 小田切 大城 ｵﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲｷ 川崎市陸協 神奈川 神奈川県 2:52:58
233 398 飯島 健太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪陸協 大阪 大阪府 2:52:59
234 293 伊藤 勇磨 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ラチエンＡＣ 神奈川 神奈川県 2:53:00
235 3286 菅野 翔真 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳﾏ 大阪府 2:53:02
236 3315 赤間 和也 ｱｶﾏ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 2:53:02
237 695 大塚 浩司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ ＫＴＦ 軽井沢町 2:53:06
238 485 坂井 岳夫 ｻｶｲ ﾀｹｵ 京都陸協 京都 大阪府 2:53:07
239 515 内田 忠雄 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ アクシス 滋賀 三重県 2:53:07
240 659 熊谷 仁志 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾄｼ 松本市 2:53:09
241 493 増山 正博 ﾏｽﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 飯田市陸協 長野 飯田市 2:53:13
242 600 三田 正人 ｻﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知県 2:53:32
243 278 森 正裕 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ チーム嶋田組 大阪 京都府 2:53:39
244 388 古賀 宏志 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 酒ＲＵＮ 東京 神奈川県 2:53:46
245 380 畠野 裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ 調布市陸上競技協会 東京 東京都 2:53:48
246 291 久保田 祥伍 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東大サブマイン 北海道 埼玉県 2:53:49
247 614 嶋田 祐也 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 山梨県 2:53:49
248 481 谷内 隆浩 ﾀﾆｳﾁ ﾀｶﾋﾛ ＳＳランナー 富山 富山県 2:53:50
249 707 河西 康年 ｶｻｲ ﾔｽﾄｼ すわっこＡＣ 愛知 諏訪市 2:53:53
250 3338 小林 正次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾂｸﾞ 安曇野市 2:53:57
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251 750 清水 統文 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾌﾐ 小金井公園ＲＣ 東京 東京都 2:54:02
252 1047 梶谷 涼太 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 倉敷福田走友会 岡山 岡山県 2:54:02
253 1122 片山 隆 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ キムラン！ 愛知県 2:54:07
254 315 佐藤 壮介 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ フルトーンズ 東京 東京都 2:54:08
255 661 戸田 滋 ﾄﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 長野 松本市 2:54:09
256 570 清水 聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ ニトリ 埼玉県 2:54:17
257 401 仲嶺 徹 ﾅｶﾐﾈ ﾄｵﾙ フクシムラン 埼玉県 2:54:17
258 757 大橋 務 ｵｵﾊｼ ﾂﾄﾑ 木曜練習会２ｎｄ 富山県 2:54:20
259 531 上澤 亮二 ｶﾐｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ ジェイテクト 愛知 愛知県 2:54:23
260 830 那須 大地 ﾅｽ ﾀｲﾁ 東京都 2:54:26
261 563 竹本 亮太 ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳﾀ クラブＲ２東日本 東京 神奈川県 2:54:33
262 512 中澤 勇 ﾅｶｻﾞﾜ ｲｻﾑ 長野市 2:54:34
263 690 胡桃沢 文彦 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 松本市 2:54:41
264 446 八反田 浩也 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ アート梱包運輸 長野 上田市 2:54:43
265 627 永井 健太 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀ Ｔ＆Ｍ 新潟 新潟県 2:54:46
266 573 小林 司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 長野市役所 長野市 2:54:49
267 264 河田 晃 ｶﾜﾀ ｱｷﾗ 兵庫県 2:54:49
268 1089 和田 明斗 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小諸市 2:54:51
269 215 坂東 篤 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ リスタート 東京 神奈川県 2:54:54
270 1137 西村 侑資 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 2:54:54
271 587 本橋 篤 ﾓﾄﾊｼ ｱﾂｼ 東京陸協調布 東京 東京都 2:54:58
272 426 広江 昭太 ﾋﾛｴ ｼｮｳﾀ 川崎重工 岐阜 岐阜県 2:55:00
273 1181 熊谷 昌幸 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 防衛省陸上自衛隊 静岡県 2:55:04
274 591 手倉森 英才 ﾃｸﾗﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 株式会社ｆａｂ 岩手県 2:55:15
275 1130 熊谷 英明 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 飯田市 2:55:18
276 976 鳥居 陽介 ﾄﾘｲ ﾖｳｽｹ 愛知県 2:55:20
277 725 荒井 星哉 ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野市 2:55:24
278 495 芳村 淳 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:55:25
279 616 鮑 春宇 ﾎｳ ｼｭﾝｳ 山梨県 2:55:28
280 422 藤井 吉智 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾄﾓ クラブＲ２東北 宮城 愛知県 2:55:32
281 540 飯塚 和也 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 2:55:33
282 685 池田 誠一 ｲｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ チーム誠ちゃん 千葉県 2:55:36
283 548 菅原 健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 千葉 東京都 2:55:41
284 783 田中 遼太郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野市 2:55:41
285 524 中野 毅 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ 愛知陸協 愛知 愛知県 2:55:44
286 316 野村 茂行 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 凡人ＲＣ 北海道 埼玉県 2:55:44
287 464 奥田 俊一 ｵｸﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 大高ＣＲＳ 愛知県 2:55:46
288 1087 櫻井 史則 ｻｸﾗｲ ﾌﾐﾉﾘ 愛知県 2:55:48
289 518 倉持 直生 ｸﾗﾓﾁ ﾅｵｷ 埼玉県 2:56:00
290 498 田中 孝尚 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋｻ ＤＥＮＹＯ 滋賀県 2:56:03
291 239 渡辺 正悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 住友林業 茨城 岩手県 2:56:07
292 577 太田 英輝 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:56:08
293 496 小林 怜生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 上水内駅伝部 信濃町 2:56:13
294 694 杉山 聡 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾄｼ 東京 東京都 2:56:18
295 350 鈴木 啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 埼玉陸上競技協会 埼玉 埼玉県 2:56:21
296 835 長野 晋 ﾅｶﾞﾉ ｽｽﾑ ＲＵＮＢＯＺＥ 東京都 2:56:22
297 596 寺澤 宗大 ﾃﾗｻﾜ ﾑﾈﾋﾛ 群馬県 2:56:30
298 713 野島 雄太 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ＴＯＰ ＧＥＡＲ 東京 東京都 2:56:32
299 804 代田 智樹 ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ 諏訪赤十字病院 諏訪市 2:56:39
300 749 小山 正明 ｺﾔﾏ ﾏｻｱｷ 佐久市 2:56:40
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301 517 中村 賢太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院 長野 飯田市 2:56:41
302 298 西山 真 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝ 庄内ＲＴ 愛知 愛知県 2:56:41
303 1044 丁野 克己 ﾁｮｳﾉ ｶﾂﾐ 愛知県 2:56:45
304 579 合谷 勇輝 ｺﾞｳﾔ ﾕｳｷ ＳＡＮＯ ＡＣ 石川県 2:56:48
305 557 早川 浩司 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 埼玉県 2:56:49
306 753 藤井 良彦 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋｺ あすリードＲＣ大阪 大阪 兵庫県 2:56:54
307 284 羽川 英一 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協 長野 茅野市 2:56:55
308 494 加藤 守 ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ 三洋グラビア 南箕輪村 2:56:55
309 666 山田 慎也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ ジェンス 東京都 2:56:58
310 597 村澤 俊樹 ﾑﾗｻﾜ ﾄｼｷ 飯田市 岡谷市 2:57:03
311 1136 浜松 亘 ﾊﾏﾏﾂ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:57:03
312 727 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 亀田力走会 愛知 新潟県 2:57:03
313 506 金森 春樹 ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙｷ 宮本設計 長野市 2:57:05
314 892 大野 修平 ｵｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 上田市 2:57:10
315 715 田村 健太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛甲郡陸協 神奈川 神奈川県 2:57:12
316 1170 市川 丈将 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｮｳｽｹ 愛知県 2:57:13
317 1266 吉田 郁也 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾔ 東京都 2:57:14
318 652 征矢野 史也 ｿﾔﾉ ﾌﾐﾔ 東京都 2:57:14
319 555 江川 長治 ｴｶﾞﾜ ﾀｹｼﾞ 福井県 2:57:15
320 989 坂田 稔 ｻｶﾀ ﾐﾉﾙ ＣＲ２東日本 東京 神奈川県 2:57:15
321 294 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 千曲市陸上競技協会 長野 千曲市 2:57:17
322 536 鄭 開龍 ﾃｲ ｶｲﾘｭｳ ＭＧＣ 東京都 2:57:17
323 417 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 石川県 2:57:19
324 397 石井 浩行 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ コモック 群馬県 2:57:19
325 698 中川 貴詞 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 富士通 神奈川 神奈川県 2:57:20
326 635 矢島 秀悟 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉 埼玉県 2:57:22
327 696 真砂 毅 ﾏｻｺﾞ ﾂﾖｼ 東京 東京都 2:57:24
328 761 柴田 智之 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 福井県 2:57:24
329 993 平松 直人 ﾋﾗﾏﾂ ﾅｵﾄ 東京陸協 東京 東京都 2:57:36
330 538 吉川 正治 ｷｯｶﾜ ﾏｻﾊﾙ ルナークスＲＣ 埼玉県 2:57:36
331 602 増田 真之 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 大阪府 2:57:38
332 437 久世 展也 ｸｾ ﾉﾌﾞﾔ 岡山陸上競技協会 岡山 新潟県 2:57:38
333 530 鈴木 親広 ｽｽﾞｷ ﾁｶﾋﾛ ｔｅａｍＦＯＲ 三重 三重県 2:57:39
334 432 出海 立 ｲｽﾞﾐ ﾘｭｳ 物見山クラブ 石川 石川県 2:57:44
335 207 矢島 雄平 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ 千曲坂城 長野 東京都 2:57:46
336 553 小出 剛史 ｺｲﾃﾞ ﾀｹｼ 東京 東京都 2:57:48
337 1120 野口 隼 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 大阪大学大学院 大阪 大阪府 2:57:48
338 1038 猿谷 雅人 ｻﾙﾔ ﾏｻﾄ 令和の怪物 群馬 群馬県 2:57:51
339 3226 滝澤 達彦 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ リコウノススメ 長野市 2:57:52
340 513 和賀 宏典 ﾜｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ ▲山岳走破隊▲ 長野市 2:57:54
341 482 北川 泰史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾌﾐ ちーむＧＵ 愛知 愛知県 2:57:54
342 322 岡本 圭右 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 東京陸協 東京 神奈川県 2:57:54
343 1041 五穀 優二 ｺﾞｺｸ ﾕｳｼﾞ 大阪 大阪府 2:57:57
344 222 古和田 響 ｺﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ アールエスラボ 埼玉 東京都 2:57:59
345 383 内須川 忠司 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ ●ミマキ電子部品 長野 佐久市 2:58:02
346 708 宮沢 浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 北野ＪＣ 長野市 2:58:03
347 1110 古谷 佳貴 ﾌﾙﾀﾆ ﾖｼｷ 静岡県 2:58:03
348 731 宮澤 謙一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ＨＴＡＡ走友会 上田市 2:58:04
349 705 菅井 泰良 ｽｶﾞｲ ﾀｲﾗ 神奈川県 2:58:05
350 712 若竹 大輔 ﾜｶﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 2:58:05
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351 445 谷成 主一 ﾀﾆﾅﾘ ｼｭｲﾁ ＢＴＲＣ沖縄 沖縄 沖縄県 2:58:05
352 561 南澤 篤 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱﾂｼ 東京陸協 東京 神奈川県 2:58:06
353 609 小林 豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 小布施町 2:58:08
354 2045 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 富山県 2:58:08
355 471 黒川 理 ｸﾛｶﾜ ｵｻﾑ エスティカンナミ 静岡 静岡県 2:58:11
356 2248 久持 修 ﾋｻﾓﾁ ｵｻﾑ 東京都 2:58:12
357 3397 松田 惇志 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼ 東京都 2:58:13
358 847 田中 秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 2:58:15
359 522 大矢 敏夫 ｵｵﾔ ﾄｼｵ 千代田走友会 東京 東京都 2:58:16
360 619 数金 慎太郎 ｽｶﾞﾈ ｼﾝﾀﾛｳ シチズン時計 埼玉県 2:58:19
361 828 小原 翔太 ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 千葉県 2:58:20
362 645 指田 雅徳 ｻｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 2:58:21
363 710 鈴木 俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 上田市チームはる 東京都 2:58:22
364 594 大日方 泰典 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾔｽﾉﾘ 大町高ＬＥＧＥＮＤＳ 愛知県 2:58:25
365 845 遠藤 聡 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ セントレア 愛知 愛知県 2:58:27
366 768 松島 雅俊 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾄｼ 飯田市 2:58:29
367 987 足助 祐太 ｱｽｹ ﾕｳﾀ 霧訪山 塩尻市 2:58:31
368 588 澤内 洋介 ｻﾜｳﾁ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:58:34
369 2057 西田 保則 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 松本市 2:58:35
370 276 若生 昇太 ﾜｺｳ ｼｮｳﾀ 千葉陸上競技協会 千葉 千葉県 2:58:36
371 756 小倉 十三雄 ｵｸﾞﾗ ﾄﾐｵ Ｍ・Ｒ・Ｃ 塩尻市 2:58:38
372 1093 助宗 武志 ｽｹﾑﾈ ﾀｹｼ 静岡県 2:58:39
373 1183 吉川 俊介 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 大阪府 2:58:39
374 360 阿部 泰明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ チームパリマラ 東京 東京都 2:58:40
375 950 藤根 和也 ﾌｼﾞﾈ ｶｽﾞﾔ 愛知県 2:58:41
376 959 二ノ丸 寿明 ﾆﾉﾏﾙ ﾄｼｱｷ トヨタ自動車 愛知県 2:58:41
377 461 永井 由友 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾄﾓ 長野市消防局 長野市 2:58:44
378 584 藤岡 基樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾓﾄｷ 東京都 2:58:47
379 655 渡邊 雄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 滋賀 滋賀県 2:58:48
380 716 松村 拓哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾔ 春を愛する人 茨城県 2:58:48
381 3276 川口 一喜 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 静岡陸協 静岡 静岡県 2:58:50
382 819 小林 快州 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｸﾆ きたながのＲＣ 長野市 2:58:52
383 514 小岩井 聡志 ｺｲﾜｲ ｻﾄｼ 長野県庁 松本市 2:58:54
384 840 長澤 泰輔 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｲｽｹ まどかＲＣ 福岡 福岡県 2:58:55
385 829 竹内 紀彦 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾋｺ エーエス 東京 東京都 2:58:59
386 1205 見城 維佐久 ｹﾝｼﾞｮｳ ｲｻｸ 新東工業ＪＣ 富山 愛知県 2:58:59
387 924 林 雄亮 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 石川県 2:58:59
388 962 太田 雅也 ｵｵﾀ ﾏｻﾔ まらそんめん２ 石川県 2:58:59
389 607 木次 剛 ｷﾂｷﾞ ﾂﾖｼ さんれつラン 長野 佐久市 2:59:01
390 941 明 博史 ｱｹ ﾋﾛｼ クラブＲ２西日本 大阪 大阪府 2:59:02
391 3095 恩澤 達矢 ｵﾝｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 愛知県 2:59:02
392 942 清水 雄介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ ＺＲＣ 長野市 2:59:05
393 751 安田 純一 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 兵庫県 2:59:05
394 728 坂口 慎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ ＴＧＴ✕ｍｒｃ 東京都 2:59:06
395 575 泉野 拓児 ｲｽﾞﾐﾉ ﾀｸｼﾞ 東京都 2:59:06
396 665 長谷川 雄樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知 愛知県 2:59:07
397 1052 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 大阪府 2:59:08
398 790 清水 春生 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 松本市 2:59:10
399 651 中垣 太一 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｲﾁ 岐阜県 2:59:10
400 893 中川 友紀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 東北電力ネットワーク 新潟県 2:59:10
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401 2055 梅原 真吾 ｳﾒﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 大阪 大阪府 2:59:12
402 1054 坂尾 裕介 ｻｶｵ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:59:12
403 452 宮越 誉弘 ﾐﾔｺｼ ﾀｶﾋﾛ 庄内ＲＴ 愛知 愛知県 2:59:13
404 451 泉 光治 ｲｽﾞﾐ ｺｰｼﾞ 石川 石川県 2:59:15
405 822 ブラン ニコラ ﾌﾞﾗﾝ ﾆｺﾗ 兵庫県 2:59:15
406 813 天野 景治 ｱﾏﾉ ｶｹﾞﾊﾙ 神奈川県 2:59:16
407 814 米満 貴裕 ﾖﾈﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:59:17
408 697 中西 智雄 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｵ 東京都 2:59:18
409 797 滝澤 浩世 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾖ もみじ 伊那市 2:59:18
410 641 鈴木 伸明 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 拓練 宮城 東京都 2:59:18
411 864 大西 孝弥 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ 三重県 2:59:19
412 798 蔦 英明 ﾂﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 2:59:20
413 704 関野 敏正 ｾｷﾉ ﾄｼﾏｻ 東京 東京都 2:59:21
414 465 木村 毅 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ ユニバーＳＣ 兵庫 兵庫県 2:59:23
415 920 本間 満弘 ﾎﾝﾏ ﾐﾂﾋﾛ 石垣電材 北海道 2:59:28
416 244 坂本 直希 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪陸協 大阪 大阪府 2:59:32
417 763 増田 高也 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔ ＴＤＪ 愛知 松本市 2:59:33
418 358 橋本 洋平 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾍｲ ランボーズ 東京 東京都 2:59:33
419 730 齋藤 真一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ マツモトキヨシ 長野 須坂市 2:59:35
420 1196 小松 文彦 ｺﾏﾂ ﾌﾐﾋｺ 宮田村 2:59:36
421 544 小出 康二 ｺｲﾃﾞ ｺｳｼﾞ 東京 神奈川県 2:59:37
422 1029 折原 智哉 ｵﾘﾊﾗ ﾄﾓﾔ クラブＲ２東日本 東京 埼玉県 2:59:38
423 1116 松本 大吾 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 松本市 2:59:41
424 1037 福岡 和幸 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾕｷ 大町市 2:59:42
425 991 中澤 昭弘 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ココランニング 新潟県 2:59:45
426 693 上野 力 ｳｴﾉ ﾂﾄﾑ アトミクラブ 東京 埼玉県 2:59:46
427 576 松岡 武志 ﾏﾂｵｶ ﾀｹｼ 愛知県 2:59:46
428 1002 小山 稔 ｺﾔﾏ ﾐﾉﾙ Ｔ・Ｔ－ＡＣ 東京 須坂市 2:59:49
429 474 佐久間 祥光 ｻｸﾏ ﾖｼｱｷ 静岡陸上競技協会 静岡 静岡県 2:59:50
430 566 今井 滋人 ｲﾏｲ ｼｹﾞﾄ 神奈川県 2:59:50
431 767 宮原 健 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｹﾙ チキンハート 東京都 2:59:52
432 3269 尾井田 将年 ｵｲﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 愛知県 2:59:52
433 875 井上 陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 福岡県 2:59:54
434 648 小泉 大輔 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 2:59:54
435 777 萱津 寛章 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 上水内陸協 長野 小川村 2:59:56
436 617 駒村 政志 ｺﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 長野市 2:59:57
437 2048 安倍 越英 ｱﾍﾞ ｴﾂﾋﾃﾞ 信州トレマン 須坂市 2:59:58
438 3413 中島 大介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:59:58
439 438 上村 亮 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ エコフレンドリー 東京 神奈川県 3:00:01
440 2283 石原 雅佳 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ とくー 東京都 3:00:02
441 964 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ＫＯＢＥＬＣＯ 神奈川県 3:00:02
442 3019 中村 啓吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 古里ランニングクラブ 長野市 3:00:10
443 547 竹前 誠 ﾀｹﾏｴ ﾏｺﾄ 美寿々工業株式会社 須坂市 3:00:11
444 1025 利根川 幸雄 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾕｷｵ 柄木田製粉 長野市 3:00:12
445 1164 早野 透 ﾊﾔﾉ ﾄｵﾙ 神奈川 神奈川県 3:00:14
446 820 西澤 知典 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 東京 神奈川県 3:00:16
447 3404 中川 雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市 3:00:17
448 4017 近藤 要平 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 三重県 3:00:19
449 936 佐々木 克之 ｻｻｷ ｶﾂﾕｷ 小金井公園走友会 東京 東京都 3:00:21
450 837 門脇 徹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ アミノ兵庫 富山 富山県 3:00:23
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451 914 服部 輝志 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾙﾕｷ 竹本油脂ＲＣ 愛知県 3:00:25
452 430 寺地 豊 ﾃﾗｼﾞ ﾕﾀｶ 名走会 和歌山県 3:00:28
453 1099 井野 寛司 ｲﾉ ｶﾝｼﾞ 東京 神奈川県 3:00:36
454 1030 土井 伸一 ﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ 中馬塾 愛知 岐阜県 3:00:36
455 762 荒川 知春 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾊﾙ ＭＩＳＴＷＩＮＤ 福岡県 3:00:41
456 1084 二川 実 ﾌﾀｶﾜ ﾐﾉﾙ 富山県 3:00:44
457 3119 竹田 和博 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 3:00:46
458 610 駒村 勉 ｺﾏﾑﾗ ﾂﾄﾑ 千葉県 千葉県 3:00:47
459 592 青木 陽 ｱｵｷ ｱｷﾗ 癒しの森ＡＣ 長野 塩尻市 3:00:49
460 930 小山 勝 ｺﾔﾏ ﾏｻﾙ ＫＭＲＣ 埼玉県 3:00:51
461 2270 大島 和也 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ 長野市 3:00:51
462 2571 柳原 伸吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 全佐久 長野 佐久市 3:00:57
463 1208 林 豊 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ ちよだっしゅ 東京都 3:01:00
464 620 細田 昌志 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ かんてんぱぱ 長野 宮田村 3:01:00
465 545 小野 賢治 ｵﾉ ｹﾝｼﾞ ■（株）峯村組 白馬村 3:01:03
466 581 山崎 孝 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ 日精樹脂工業 長野 上田市 3:01:06
467 789 諏訪 洋 ｽﾜ ﾋﾛｼ １６４スポーツ 長野 千曲市 3:01:06
468 551 市橋 健 ｲﾁﾊｼ ﾀｹｼ 新潟県 3:01:11
469 913 中澤 慎司 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ モノノフ 千曲市 3:01:20
470 748 久保田 進之介 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾉｽｹ ＴＭＣ 愛知県 3:01:23
471 760 上田 周平 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 富山県 3:01:30
472 2016 横溝 たかし ﾖｺﾐｿﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 3:01:32
473 899 森下 浩志 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 浜松ホトニクス 静岡 静岡県 3:01:34
474 1020 伊藤 伸 ｲﾄｳ ｼﾝ ゆいはるま 東京都 3:01:35
475 1057 反町 俊介 ｿﾘﾏﾁ ｼｭﾝｽｹ 上州アスリート 群馬 群馬県 3:01:36
476 1016 入江 昌史 ｲﾘｴ ﾏｻｼ 三重県 3:01:37
477 1105 橋本 清弘 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾋﾛ 横浜ナイトラン 神奈川県 3:01:39
478 549 近澤 剛士 ﾁｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ ゼロベースＲＣ 神奈川県 3:01:43
479 1129 吉田 英晃 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 3:01:44
480 402 坪田 健二 ﾂﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ ＢｅＢｅ練 東京 東京都 3:01:44
481 628 西澤 佑真 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 長野県立大学 長野市 3:01:48
482 3339 大槻 浩章 ｵｵﾂｷ ﾋﾛｱｷ 箕輪町 3:01:49
483 4273 関本 秀人 ｾｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 新潟県 3:01:51
484 682 荒井 亮 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 北海道マラソンクラブ 北海道 北海道 3:01:58
485 1111 祖父江 圭祐 ｿﾌﾞｴ ｹｲｽｹ 前田塾 愛知県 3:02:06
486 1004 齋藤 克仁 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 新潟県 3:02:08
487 1144 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都 3:02:08
488 1059 石谷 享司 ｲｼﾀﾆ ﾀｶｼ 鳥取県 3:02:11
489 701 竹村 聖史 ﾀｹﾑﾗ ｻﾄｼ チーム弥太郎 駒ヶ根市 3:02:14
490 742 二神 敦 ﾌﾀｶﾐ ｱﾂｼ 神戸市陸上競技協会 兵庫 兵庫県 3:02:17
491 644 富澤 博之 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 建築工房富澤 伊那市 3:02:18
492 3167 長谷川 真治 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ アルプスウェイ 安曇野市 3:02:21
493 824 小知和 勇希 ｺﾁﾜ ﾕｳｷ 東京陸上競技協会 東京 東京都 3:02:21
494 1124 浅野 俊貴 ｱｻﾉ ﾄｼｷ ナイトランＡＣ 大阪 大阪府 3:02:21
495 1281 小野 和幸 ｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 3:02:22
496 672 真船 光平 ﾏﾌﾈ ｺｳﾍｲ エビトラＡＣ 神奈川 神奈川県 3:02:23
497 963 宮島 和幸 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ ＫＹＢ－ＹＳ 上田市 3:02:28
498 891 木室 英之 ｷﾑﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 3:02:29
499 455 佐藤 隆憲 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 埼玉 埼玉県 3:02:38
500 854 江川 貴久 ｴｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 静岡県 3:02:40
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501 1028 鈴木 航 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 静岡県 3:02:42
502 623 戸村 大希 ﾄﾑﾗ ﾀﾞｲｷ チーム大谷 埼玉県 3:02:43
503 1056 竹内 健一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ シーテック 岐阜県 3:02:46
504 785 広瀬 泰治 ﾋﾛｾ ﾀｲｼﾞ ランＲＵＮ乱 新潟県 3:02:47
505 771 矢野 圭介 ﾔﾉ ｹｲｽｹ Ｊ＆Ｊ 岐阜県 3:02:52
506 980 谷澤 知章 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松ホトニクス 静岡 静岡県 3:02:56
507 773 成瀬 裕樹 ﾅﾙｾ ﾕｳｷ 中馬塾 愛知県 3:03:05
508 2058 橋本 拓 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ 山口県 3:03:07
509 1119 中村 卓磨 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 日進ランニングクラブ 愛知県 3:03:10
510 832 金井 崇浩 ｶﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 荒砥走友会 群馬 群馬県 3:03:16
511 662 金屋 尚泰 ｶﾅﾔ ﾋｻﾔｽ 川崎市陸協 神奈川 神奈川県 3:03:21
512 3208 川村 考弘 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 三重県 3:03:21
513 639 里見 洋平 ｻﾄﾐ ﾖｳﾍｲ 愛知県 3:03:23
514 2013 竹内 雅之 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ 大阪府 3:03:25
515 1173 小野 剛史 ｵﾉ ﾀｹｼ しなの鉄道 長野 千曲市 3:03:25
516 1019 宮本 勝一 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂｲﾁ 日医ジョガーズ 埼玉 大阪府 3:03:35
517 853 山崎 雄一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県立こども医療 神奈川 神奈川県 3:03:45
518 613 小笠原 信 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｺﾄ 小金井公園 東京 東京都 3:03:48
519 769 北川 裕之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ＴＭＣ．ＡＣ 富山県 3:03:56
520 933 本弘 東午 ﾓﾄﾋﾛ ﾄｳｺﾞ 鹿族 三重 三重県 3:03:56
521 1200 長谷川 公範 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ 札幌山の上病院 北海道 3:03:58
522 511 小口 洋司 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 長野 岡谷市 3:04:03
523 971 柴草 仁志 ｼﾊﾞｸｻ ﾋﾄｼ 群馬県 3:04:09
524 977 小川 潤一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 三重県 3:04:17
525 706 有泉 学 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 山梨県 3:04:18
526 1178 宮崎 豊 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾀｶ 松本市 3:04:19
527 948 御園 雅之 ﾐｿﾉ ﾏｻﾕｷ 群馬県 3:04:20
528 516 井関 純二 ｲｾｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ やまきふ共済会 千葉県 3:04:23
529 923 椛 宏一 ｶﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁ 天白川走友会 愛知 愛知県 3:04:28
530 1175 漆戸 隆司 ｳﾙｼﾄﾞ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 長野 箕輪町 3:04:30
531 653 森 重治 ﾓﾘ ｼｹﾞﾊﾙ 愛知県 3:04:36
532 1174 清水 貴裕 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 3:04:38
533 709 上杉 正明 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻｱｷ ブリヂストン 東京 滋賀県 3:04:40
534 1104 早川 仁 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾄｼ 愛知県 3:04:42
535 664 北川 泰伸 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ チーム北川 滋賀県 3:04:48
536 1097 神下 真一 ｺｳｹﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 3:04:49
537 1121 山田 明憲 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ サイバーエージェント 東京 東京都 3:04:49
538 2224 橋詰 直弥 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅｵﾔ 長野 松本市 3:04:50
539 657 永井 豊 ﾅｶﾞｲ ﾕﾀｶ 東京陸協 東京 東京都 3:04:53
540 1155 森井 善則 ﾓﾘｲ ﾖｼﾉﾘ ＰＪＯちゃんねる 石川県 3:04:56
541 841 織田 陽一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 岐阜 岐阜県 3:04:59
542 801 鈴木 一也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ ウルプロ 東京 神奈川県 3:05:03
543 3489 村串 弘親 ﾑﾗｸｼ ﾋﾛﾁｶ 河津町役場 静岡県 3:05:03
544 676 平子 勝 ﾋﾗｺ ﾏｻﾙ トヨタＢＰＭ 愛知 愛知県 3:05:04
545 807 吉崎 伸之 ﾖｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ ラン友 東京 東京都 3:05:05
546 2272 伊藤 智大 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:05:06
547 3032 しん 廷 ｼﾝ ﾃｲ 埼玉県 3:05:10
548 374 大久保 貴志 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 柄木田製粉 長野 長野市 3:05:17
549 1008 藤井 善豪 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｺﾞｳ 京都府 3:05:18
550 740 奥原 浩一 ｵｸﾊﾗ ｺｳｲﾁ アズミ村田製作所 安曇野市 3:05:21
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551 2257 山下 浩一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 伊那市 3:05:24
552 3350 細根 篤史 ﾎｿﾈ ｱﾂｼ 長野市 3:05:27
553 1148 馬場 建一 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:05:28
554 932 梅澤 重成 ｳﾒｻﾞﾜ ｼｹﾞﾅﾘ ふろとも 東京都 3:05:30
555 1219 穐澤 正仁 ｱｷｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ ＹＯ！ＹＯ！ＲＣ 長野市 3:05:33
556 724 中村 雅彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 岐阜県 3:05:33
557 856 鈩 一弘 ﾀﾀﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県 3:05:38
558 815 英 潤治 ﾊﾅﾌﾞｻ ｼﾞｭﾝｼﾞ 西宮市陸協 兵庫 兵庫県 3:05:45
559 1022 筑木 瑛一 ﾂﾂﾞｷ ｴｲｲﾁ 大阪陸協 大阪 大阪府 3:05:48
560 900 大野 敏秋 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ 岐阜県 3:05:50
561 3245 小島 洋平 ｺｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 夜明け前陸上部 埼玉県 3:05:50
562 638 岩間 和紀 ｲﾜﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知 長野市 3:05:56
563 996 大荒 啓行 ｵｵｱﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:05:56
564 926 西上 昌樹 ﾆｼｶﾞﾐ ﾏｻｷ サウルスジャパン 神奈川 東京都 3:05:58
565 937 川上 博己 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 浜松ホトニクス 静岡 静岡県 3:06:01
566 800 宮澤 佳浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ すわっこＡＣ 辰野町 3:06:04
567 457 小竹 康太 ｺﾀｹ ﾔｽﾋﾛ 加速する変態 長野市 3:06:04
568 3282 小林 隼人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 木曽消防署 木祖村 3:06:04
569 507 小澤 弘明 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 東京 東京都 3:06:07
570 919 入谷 高広 ｲﾘﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 安城快足ＡＣ 愛知 愛知県 3:06:07
571 755 吉池 俊郎 ﾖｼｲｹ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 3:06:07
572 1263 春原 聡 ｽﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 長野市 3:06:09
573 781 中嶋 健太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂市 3:06:18
574 491 小林 亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 安曇野ＡＣ 長野 安曇野市 3:06:18
575 1078 坂口 直樹 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長野市消防局 長野 長野市 3:06:21
576 684 石村 正和 ｲｼﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 3:06:23
577 848 加藤 義隆 ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ ラスタバナナ 愛知県 3:06:27
578 1117 長岡 聡 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄﾙ （株）ナガオカ製作所 立科町 3:06:28
579 772 井上 博司 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 金沢市役所ＡＣ 石川 石川県 3:06:30
580 826 根岸 慎介 ﾈｷﾞｼ ｼﾝｽｹ 青山学院緑丘クラブ 東京 神奈川県 3:06:32
581 721 加藤 恒男 ｶﾄｳ ﾂﾈｵ チーム平出 辰野町 3:06:32
582 838 佐藤 正行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ ＪＤＳ 神奈川県 3:06:40
583 1220 林部 真悟 ﾊﾔｼﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 長野市 3:06:49
584 743 竹内 義人 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾋﾄ たけうち歯科 愛知県 3:06:53
585 667 村本 宗将 ﾑﾗﾓﾄ ｿｳｽｹ 石川陸協 石川 石川県 3:06:57
586 663 越智 克爾 ｵﾁ ﾖｼﾁｶ ＲＤＣ 東京 東京都 3:06:58
587 823 山市 剛 ﾔﾏｲﾁ ﾂﾖｼ 東京 東京都 3:07:02
588 537 山野内 正吾 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ ランジョグ 東京 神奈川県 3:07:02
589 1125 齋藤 行博 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 富山県 3:07:06
590 1068 国狭 亜輝臣 ｸﾆｻ ｱｷｵﾐ ＴＧＴ 東京都 3:07:11
591 717 森川 真吾 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｺﾞ 広島県 3:07:13
592 857 水野 泰宏 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 福井県 3:07:18
593 569 新坂 新 ﾆｯｻｶ ｱﾗﾀ ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ 東京 埼玉県 3:07:19
594 855 大出 泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ クラブＲ２中日本 愛知 静岡県 3:07:20
595 1039 渡辺 拓郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ クラブＲ２東日本 東京 山梨県 3:07:21
596 1083 渡邉 太介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｽｹ 愛知県 3:07:24
597 1092 三角 道夫 ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ 京都 京都府 3:07:25
598 1169 森 慎次 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 高浜走友会 愛知 愛知県 3:07:27
599 1199 伊丸岡 俊秀 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 石川県 3:07:28
600 679 中村 勝也 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾔ 四日市Ｔ＆ＦＣ 三重 三重県 3:07:30
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601 831 別府 総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 安曇野市 3:07:30
602 271 細野 松宏 ﾎｿﾉ ﾏﾂﾋﾛ 茅ヶ崎市役所 神奈川 神奈川県 3:07:33
603 778 ワトソン マーク ﾜﾄｿﾝ ﾏｰｸ 京都府 3:07:36
604 1168 渡邉 義広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 3:07:37
605 654 別所 信博 ﾍﾞｯｼｮ ﾉﾌﾞﾋﾛ ウイニングラン 三重 三重県 3:07:40
606 2360 塚原 俊朗 ﾂｶﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 千春さんを囲む会 山梨県 3:07:42
607 915 星 敬 ﾎｼ ｹｲ ｅＡ東京 東京 東京都 3:07:44
608 1042 牛木 英一郎 ｳｼｷ ｴｲｲﾁﾛｳ ＪＪＪ 新潟県 3:07:47
609 2018 和田 一斗 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 小諸市 3:07:50
610 1232 砂崎 広明 ｽﾅｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 荒砥走友会 ＮＩＩ 群馬 群馬県 3:07:54
611 3111 鈴木 秀男 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 3:08:03
612 440 倉嶋 優太 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ コトヒラ工業 京都 京都府 3:08:09
613 2579 石田 佳史 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 松本市 3:08:10
614 1242 今西 竜也 ｲﾏﾆｼ ﾀﾂﾔ ふろとも 東京都 3:08:10
615 1265 波多野 隆紹 ﾊﾀﾉ ﾀｶｱｷ ＲＵＮ塾 神奈川県 3:08:11
616 969 西岡 龍徳 ﾆｼｵｶ ﾀﾂﾉﾘ 兵庫県 3:08:15
617 1201 北原 善文 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 北原設備（株）陸上班 上田市 3:08:18
618 965 野口 徹 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ アトミクラブ 東京 東京都 3:08:19
619 1061 遠藤 正行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ ドラゴンＡＣ 山梨 山梨県 3:08:24
620 1135 大谷 知哉 ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾔ 埼玉 埼玉県 3:08:25
621 1103 村山 明宏 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 群馬県 3:08:27
622 4012 山本 風友 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾀ 愛知県 3:08:29
623 687 高澤 京介 ﾀｶｻﾜ ｷｮｳｽｹ チームつるかめ 愛知 新潟県 3:08:30
624 2065 森 大亮 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ がらるっど 千曲市 3:08:31
625 1023 坂本 健司郎 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞﾛｳ フクシムラン 埼玉県 3:08:35
626 1225 林 徳享 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ 下諏訪町 3:08:35
627 4344 中西 智之 ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾕｷ 長野市 3:08:38
628 328 坂本 隆介 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 長野俊英高校坂本兄弟 長野 上田市 3:08:39
629 3008 駒村 幸司 ｺﾏﾑﾗ ｺｳｼﾞ 長野市 3:08:39
630 849 竹内 勇司 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ ちいむもみじ 伊那市 3:08:40
631 861 小林 嗣久 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｸﾞﾋｻ 東京陸協 東京 東京都 3:08:41
632 1131 丸山 修樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 大町市 3:08:43
633 1166 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 木下ＲＣ 箕輪町 3:08:44
634 1134 田中 誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 石川県 3:08:44
635 752 溝呂木 崇也 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ﾀｶﾔ 東京都 3:08:44
636 1184 小池 健司 ｺｲｹ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:08:47
637 2033 鵜生 卓也 ｳﾉｳ ﾀｸﾔ 愛知県 3:08:47
638 1009 塩島 匡信 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 中信松本ＲＣ 長野 塩尻市 3:08:49
639 2079 酒井 伸高 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 株式会社サカイ 静岡県 3:08:51
640 534 山本 益央 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｵ 魚沼市陸上競技協会 新潟 新潟県 3:08:53
641 2268 中野 拓巳 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 3:08:54
642 1249 倉内 修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 赤ヘル軍団 長野市 3:08:56
643 625 成澤 善秋 ﾅﾙｻﾜ ﾖｼｱｷ 日立Ａｓｔｅｍｏ（株） 佐久市 3:08:57
644 2061 星野 龍太郎 ﾎｼﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ きたながのＲＣ 長野市 3:08:59
645 1031 伊藤 忠弘 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京 東京都 3:09:00
646 945 行本 武生 ﾕｷﾓﾄ ﾀｹｵ 東京都 3:09:16
647 879 赤澤 祥弘 ｱｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 甲斐市陸上競技会 山梨 山梨県 3:09:17
648 825 平野 照雄 ﾋﾗﾉ ﾃﾙｵ 自己ベストＲＣ 愛知県 3:09:20
649 3420 斎藤 肇 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 静岡県 3:09:21
650 2077 志賀 秋人 ｼｶﾞ ｱｷﾋﾄ 新潟県 3:09:24
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651 953 池田 陽一 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 新潟県 3:09:27
652 1167 井上 周平 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾍｲ 東京 東京都 3:09:27
653 1050 滝澤 圭一郎 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ イチイ 東京都 3:09:29
654 2273 高林 晃成 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅﾘ 岩原塾 東京都 3:09:30
655 586 阿部 功一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 塩尻市 3:09:33
656 1191 佐藤 和道 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐﾁ 愛知県 3:09:33
657 2253 柳谷 啓好 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾋﾛﾖｼ 神奈川 神奈川県 3:09:36
658 935 小池 雄一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 黒田組 東京都 3:09:36
659 867 笠原 健太郎 ｶｻﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城 宮城県 3:09:36
660 862 花岡 良信 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 松本市 3:09:38
661 2049 山本 幸治 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ ベルホールよしいけ 山ﾉ内町 3:09:40
662 949 番匠 啓介 ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ ｹｲｽｹ チーム金港堂 石川 石川県 3:09:40
663 1070 滝沢 克己 ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 塩尻市 3:09:41
664 606 亀山 健 ｶﾒﾔﾏ ﾀｹｼ ＪＪＪ 新潟県 3:09:42
665 608 小池 豊 ｺｲｹ ﾕﾀｶ アルプスウェイ 安曇野市 3:09:43
666 786 内藤 久嗣 ﾅｲﾄｳ ﾋｻｼ 滋賀県 3:09:48
667 1288 佐伯 秀雄 ｻｴｷ ﾋﾃﾞｵ いきもの舎 岡山県 3:09:51
668 812 川中 和幸 ｶﾜﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 大阪陸協 大阪 大阪府 3:09:53
669 2118 赤堀 佑介 ｱｶﾎﾘ ﾕｳｽｹ 東京 東京都 3:09:55
670 492 藤井 将大 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ Ｔｅｅｎ２ＡＧＥＲＳ 東京 東京都 3:09:57
671 869 馬場 一利 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾄｼ ナチュラルフーズ 静岡県 3:09:58
672 1198 Ｍａｒｋ Ｓｈｒｏｓｂｒｅｅ 神奈川県 3:09:58
673 885 久保川 繁樹 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｹﾞｷ 埼玉県 3:09:59
674 1000 長岩 尚寿 ﾅｶﾞｲﾜ ﾀｶﾋﾛ 長野市 3:10:00
675 1128 高木 丈史 ﾀｶｷﾞ ﾀｹﾌﾐ 神奈川 神奈川県 3:10:00
676 3073 奥野 広明 ｵｸﾉ ﾋﾛｱｷ 愛知県 3:10:01
677 589 井川 辰朗 ｲｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ マッツ倶楽部 東京 神奈川県 3:10:01
678 342 山崎 佑太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ クラブＲ２中日本 愛知 南木曽町 3:10:08
679 1138 小池 昭彦 ｺｲｹ ｱｷﾋｺ 大阪 大阪府 3:10:09
680 787 根本 和弥 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 東京都 3:10:13
681 3210 流 竜一 ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 3:10:17
682 3418 加藤 慎也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 静岡県 3:10:19
683 2236 本多 剛 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 3:10:19
684 2232 矢澤 真秀 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮田村 3:10:23
685 487 藤木 悠平 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中野市陸協 長野 中野市 3:10:24
686 744 平松 敬人 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾄ あいち健康の森 愛知 愛知県 3:10:25
687 1223 中嶋 信介 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｽｹ 東京都 3:10:25
688 1250 柳澤 行基 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷﾓﾄ 日本郵便（株） 長野市 3:10:26
689 2324 永井 悟 ﾅｶﾞｲ ｻﾄﾙ 愛知県 3:10:28
690 736 松本 真 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 別所沼スマイルランニ 埼玉 新潟県 3:10:29
691 532 土井 英人 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ 東京陸連 東京 東京都 3:10:30
692 818 溝口 哲 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾄﾙ チームカイト 神奈川県 3:10:30
693 1080 辰巳 亘 ﾀﾂﾐ ﾜﾀﾙ ＢＴＲＣ沖縄 沖縄 沖縄県 3:10:34
694 670 中川 善博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ Ｆｕｎ Ｔｒａｉｌ 埼玉 神奈川県 3:10:34
695 1018 中嶋 章 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾗ ナカジマ電器 神奈川 神奈川県 3:10:35
696 1179 大橋 拓也 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾔ 松本市 3:10:38
697 677 渡邉 一義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ フコクしんらい 千葉県 3:10:46
698 1086 石川 元 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝ 長野赤十字病院 長野市 3:10:46
699 2007 堀内 昌也 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾔ 豊上ランニング 上田市 3:10:47
700 1159 齋藤 真也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 上田市 上田市 3:10:50
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701 2359 松枝 隆章 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ ラン愛練習会 大阪 大阪府 3:10:56
702 2469 佐藤 誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 飯田市立病院 飯田市 3:10:58
703 2552 橋本 伸哉 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ ＴＳＣ 三重県 3:11:02
704 2467 山下 英樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 3:11:03
705 3256 戸口 博文 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 3:11:06
706 859 高田 伸也 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 兵庫県 3:11:09
707 729 山本 陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 3:11:10
708 1195 向 裕太 ﾑｶｲ ﾕｳﾀ 奈良県 3:11:12
709 673 星 範光 ﾎｼ ﾉﾘﾐﾂ 新潟県 3:11:15
710 2003 内堀 浩明 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾋﾛｱｷ 御代田町 3:11:15
711 3147 田中 一規 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 岡山県 3:11:16
712 1280 島岡 豊 ｼﾏｵｶ ﾕﾀｶ 愛知県 3:11:17
713 890 大木 聡 ｵｵｷ ｻﾄｼ 東京 埼玉県 3:11:19
714 1160 楠 芳樹 ｸｽﾉｷ ﾖｼｷ 長野市 3:11:20
715 1112 増田 実利 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞﾂﾘ ＭＲＣ 滋賀 滋賀県 3:11:24
716 1255 笠井 徹 ｶｻｲ ﾄｵﾙ 千葉県 3:11:27
717 1010 澤木 基樹 ｻﾜｷ ﾓﾄｷ 男塾 東京 東京都 3:11:29
718 2047 唐松 昌弘 ｶﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 3:11:35
719 1192 飯嶋 知彦 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 日立Ａｓｔｅｍｏ 栃木 上田市 3:11:40
720 539 甲元 辰雄 ｺｳﾓﾄ ﾀﾂｵ アトミクラブ 東京 愛知県 3:11:43
721 519 石田 久貴 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾀｶ 東京 東京都 3:11:43
722 2153 佐藤 則夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 三重 三重県 3:11:46
723 2095 海老岡 健 ｴﾋﾞｵｶ ｹﾝ 正栄食品工業 埼玉県 3:11:49
724 791 島田 哲郎 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京 東京都 3:11:52
725 792 大峡 邦浩 ｵｵﾊﾞ ｸﾆﾋﾛ ドラゴンズ仁礼支部 長野 須坂市 3:11:55
726 1247 小岩井 紀幸 ｺｲﾜｲ ﾉﾘﾕｷ 東京 神奈川県 3:11:58
727 1258 丸田 城弘 ﾏﾙﾀ ｸﾆﾋﾛ まるちゃん 富山県 3:11:59
728 330 坂本 雄太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 埼玉県南西部坂本兄弟 長野 上田市 3:11:59
729 833 塩練 広文 ｼｵﾈﾘ ﾋﾛﾌﾐ うさおＲＣ 福岡 東京都 3:11:59
730 868 野溝 健史 ﾉﾐｿﾞ ﾀｹｼ 名古屋ＡＯＩ ＲＣ 愛知 愛知県 3:12:01
731 1286 塚越 哲也 ﾂｶｺﾞｼ ﾃﾂﾔ ティーアールシー 埼玉 埼玉県 3:12:01
732 4186 松崎 瑞樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 東京都 3:12:04
733 2142 三枝 雄一郎 ｻｴｸﾞｻ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＴｅａｍＦＸ 東京都 3:12:07
734 2156 綾野 正毅 ｱﾔﾉ ﾏｻｷ ニッポンランナーズ 千葉 群馬県 3:12:07
735 966 梅木 大輔 ｳﾒｷ ﾀﾞｲｽｹ セントレア 愛知県 3:12:08
736 656 橋本 佳男 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｵ 長野市 3:12:09
737 1189 佐伯 孝志 ｻｴｷ ﾀｶｼ 東京 神奈川県 3:12:11
738 604 中野 洋平 ﾅｶﾉ ﾖｳﾍｲ 東京 東京都 3:12:13
739 2563 杉山 哲也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ ポテンシャル 東京都 3:12:14
740 3363 松下 伸太 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾀ オリオン 高森町 3:12:15
741 253 友井 悠人 ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ 諏訪市陸協 長野 茅野市 3:12:16
742 817 小澤 謙志 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野マラソンクラブ 愛知 上田市 3:12:21
743 647 中村 敏久 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｻ なかむら整骨院 神奈川 神奈川県 3:12:23
744 918 井上 直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知マスターズ 愛知 愛知県 3:12:26
745 1118 Ｄａｎｉｅｌ ＹＣ Ｌｉｕ 東京都 3:12:28
746 912 鎌倉 孝明 ｶﾏｸﾗ ﾀｶｱｷ さいたま走友会 埼玉 埼玉県 3:12:36
747 1149 白井 敏之 ｼﾗｲ ﾄｼﾕｷ キムラン！ 愛知県 3:12:37
748 2032 西木 拓也 ﾆｼｷ ﾀｸﾔ 滋賀県 3:12:37
749 501 内田 孝史 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 四日市ＴＦＣ 三重 三重県 3:12:38
750 718 石川 克也 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 石川眼科 埼玉 埼玉県 3:12:41
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751 1210 小田 吉哉 ｵﾀﾞ ﾖｼﾔ 東京都 3:12:41
752 1222 塩野 隆 ｼｵﾉ ﾀｶｼ 東京都 3:12:42
753 642 高市 皓太 ﾀｶｲﾁ ｺｳﾀ ＡＲＣ静岡 静岡 静岡県 3:12:42
754 2039 柴山 学 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ ＪＲ東日本新潟 新潟県 3:12:45
755 1143 藤岡 繁 ﾌｼﾞｵｶ ｼｹﾞﾙ 富山県 3:12:45
756 1176 満永 英明 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ トヨタＳＣ 愛知 愛知県 3:12:46
757 2502 本田 尋識 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 石川県 3:12:50
758 473 葉狩 祐司 ﾊｶﾞﾘ ﾕｳｼﾞ ｌｅａｆ 広島県 3:12:51
759 583 百瀬 州一 ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野ＡＣ 長野 安曇野市 3:12:54
760 2103 村上 健 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝ 愛知県 3:12:56
761 3247 池田 生成 ｲｹﾀﾞ ｷﾅﾘ あ 新潟県 3:13:00
762 2218 吉野 晏亮 ﾖｼﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川県 3:13:00
763 1218 荻原 栄治 ｵｷﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ 山梨県 3:13:14
764 598 竹内 純一 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浦安ランナーズ 千葉県 3:13:15
765 466 田中 裕輝 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 狭山池夕焼けラン 大阪 沖縄県 3:13:15
766 460 高梨 正稔 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾄｼ 東京都 3:13:16
767 3105 竹内 隼 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝ 長野市 3:13:17
768 3275 矢島 義大 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 日本連合警備（株） 愛知 松本市 3:13:19
769 660 倉富 武則 ｸﾗﾄﾐ ﾀｹﾉﾘ 愛知 愛知県 3:13:22
770 552 服部 末広 ﾊｯﾄﾘ ｽｴﾋﾛ チームブラスト 三重 三重県 3:13:23
771 5181 関 和 ｾｷ ｶｽﾞ ＳＫＹＮＩＮＪＡ 上田市 3:13:23
772 2130 片山 清範 ｶﾀﾔﾏ ｷﾖﾉﾘ アグリズ／藤原農機 和歌山 和歌山県 3:13:28
773 2198 吉野 守 ﾖｼﾉ ﾏﾓﾙ 東京陸上競技協会 東京 東京都 3:13:29
774 1082 青田 英行 ｱｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ スマイリーエンジェル 静岡 静岡県 3:13:32
775 827 多田 昌功 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 徳島市陸協 徳島 徳島県 3:13:33
776 860 森田 貴範 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾉﾘ 愛知 愛知県 3:13:35
777 497 源 勇輝 ﾐﾅﾓﾄ ﾕｳｷ 源兄弟 石川 石川県 3:13:36
778 1088 宮川 直樹 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵｷ 那慶遙 安曇野市 3:13:38
779 2082 大高 国彦 ｵｵﾀｶ ｸﾆﾋｺ 頸城走遊会 新潟県 3:13:39
780 2209 岩波 一樹 ｲﾜﾅﾐ ｶｽﾞｷ ＣＲ２東日本 東京 東京都 3:13:42
781 954 小杉 博志 ｺｽｷﾞ ﾋﾛｼ 千葉 千葉県 3:13:42
782 550 浜田 和樹 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京 東京都 3:13:43
783 1190 本間 公二 ﾎﾝﾏ ｺｳｼﾞ ロンザ→ 東京 神奈川県 3:13:44
784 2376 駒田 秀樹 ｺﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 3:13:46
785 668 天満 宏之 ﾃﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 3:13:48
786 1211 富田 祐司 ﾄﾐﾀ ﾕｳｼﾞ 浦安ランナーズクラブ 千葉県 3:13:51
787 1043 橋本 眞 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ ハルマキ 東京 東京都 3:13:54
788 407 本郷 孝知 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｶｱｷ ＴｅａｍＭｘＫ 東京 東京都 3:13:54
789 10100 田中 大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:13:56
790 733 宮澤 正晃 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ エボーリュ 愛知 茅野市 3:13:56
791 865 吉澤 弘二 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 東御市 3:13:57
792 441 永田 悠哉 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 長野 南箕輪村 3:13:57
793 2123 武田 充浩 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 日進ランニングクラブ 愛知県 3:13:58
794 3043 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 3:13:59
795 1212 真田 俊之 ｻﾅﾀﾞ ﾄｼﾕｷ クラブＲ２中日本 愛知 静岡県 3:14:01
796 2534 佐竹 総衛 ｻﾀｹ ｿｳｴｲ 河村電器産業 愛知県 3:14:01
797 871 堀本 義之 ﾎﾘﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 愛知県 3:14:01
798 1132 篠田 安史 ｼﾉﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ フクシムラン 埼玉県 3:14:04
799 2267 阿部 利勝 ｱﾍﾞ ﾄｼｶﾂ 新潟県 3:14:05
800 896 竹林 宏幸 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 前田製作所 長野市 3:14:09
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801 1271 山本 稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ やまこうＲＣ 筑北村 3:14:11
802 887 小内 則男 ｵﾅｲ ﾉﾘｵ 熊谷熱走会 埼玉 東京都 3:14:11
803 3006 倉嶋 謙吾 ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 長野市 3:14:11
804 281 大村 一 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 癒しの森ＡＣ 長野 塩尻市 3:14:11
805 3097 田村 健輔 ﾀﾑﾗ ｹﾝｽｹ 千葉県 3:14:12
806 1140 西川 司 ﾆｼｶﾜ ﾂｶｻ 埼玉県 3:14:12
807 1310 杉山 ヘンリー ｽｷﾞﾔﾏ ﾍﾝﾘｰ ナスティ 東京都 3:14:12
808 846 北條 雄輔 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ ＴＧＴ 東京 広島県 3:14:13
809 799 岡本 太郎 ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ ＭＯＲＩＧＵＭＩ 岐阜県 3:14:16
810 4031 石山 智彦 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 東京都 3:14:16
811 4612 松山 竜也 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾔ （株）竹村製作所 長野市 3:14:18
812 1311 齊藤 太郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 東京都 3:14:18
813 1150 岩﨑 隆久 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋｻ アミノ兵庫 兵庫 兵庫県 3:14:19
814 4015 清水 忠文 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞﾌﾐ 飯山市 3:14:22
815 2134 高木 剛 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 3:14:22
816 2060 島村 太 ｼﾏﾑﾗ ﾌﾄｼ ＲｕｎＦｉｅｌｄ 東京 神奈川県 3:14:23
817 2080 芝﨑 元就 ｼﾊﾞｻｷ ﾓﾄﾅﾘ ＹＭＲＣ 大阪 兵庫県 3:14:24
818 384 伊藤 信昭 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ フコクしんらい生命 千葉県 3:14:25
819 3102 杉本 雄也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨県 3:14:26
820 2009 寺沢 真 ﾃﾗｻﾜ ﾏｺﾄ アミノ長野 松本市 3:14:28
821 265 北澤 孝訓 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野市 3:14:30
822 985 升谷 博 ﾏｽﾔ ﾋﾛｼ 大清水高校ＯＢ 神奈川県 3:14:31
823 1246 岡本 真幸 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ ヘルシーラン 東京 東京都 3:14:33
824 479 山崎 英一 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲｲﾁ 東京都 3:14:40
825 580 岩附 秀和 ｲﾜﾂｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 滑川走友会 埼玉 埼玉県 3:14:40
826 2097 上條 智光 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾐﾂ 松本市 3:14:41
827 1295 西松 敏昭 ﾆｼﾏﾂ ﾄｼｱｷ 岐阜県 3:14:41
828 2317 安部 康 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ まむしクラブ 東京都 3:14:43
829 957 上野 正紀 ｳｴﾉ ﾏｻｷ マイスター 東京 東京都 3:14:47
830 1203 近野 功紀 ｺﾝﾉ ｺｳｷ カナガワランニングク 埼玉 埼玉県 3:14:47
831 1024 刀根 克之 ﾄﾈ ｶﾂﾕｷ 三重県庁ＡＣ 三重 三重県 3:14:51
832 528 伊賀 弘和 ｲｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 水曜トライアル 佐賀 佐賀県 3:14:55
833 703 坂西 正光 ｻｶﾆｼ ﾏｻﾐﾂ 荒尾市役所 熊本 熊本県 3:14:56
834 4252 奥澤 文紀 ｵｸｻﾜ ﾌﾞﾝｷ 浄蓮寺 埼玉 埼玉県 3:15:02
835 4605 小林 雄大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 長野市消防局 長野市 3:15:02
836 3302 中村 智行 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ ナスティ 東京都 3:15:07
837 305 藤井 祐 ﾌｼﾞｲ ﾀｽｸ ＪＲ東日本東京 東京 東京都 3:15:08
838 554 渡辺 駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 東京陸協 東京 千葉県 3:15:14
839 2238 岡田 卓 ｵｶﾀﾞ ﾀｸ 中馬塾 愛知 愛知県 3:15:16
840 2100 堺 章吾 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 3:15:16
841 2025 寺尾 将 ﾃﾗｵ ﾏｻｼ 千尋 大阪 兵庫県 3:15:22
842 4198 川腰 純平 ｶﾜｺﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 石川県 3:15:25
843 821 白井 永一 ｼﾗｲ ｴｲｲﾁ 横須賀市陸上競技会 神奈川 神奈川県 3:15:32
844 2024 改発 次郎 ｶｲﾎﾂ ｼﾞﾛｳ ＴＲＡＣＫ東京 東京 神奈川県 3:15:38
845 895 近藤 純也 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ ＪＣハリボテ 岐阜 岐阜県 3:15:44
846 927 原崎 靖隆 ﾊﾗｻｷ ﾔｽﾀｶ レースフリーク 富山県 3:15:47
847 720 坂田 直哉 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ アシックスラボ 兵庫 静岡県 3:15:53
848 502 池田 幸司 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 池田針灸整骨院 長野 長野市 3:15:54
849 3344 永畑 幸真 ｴｲﾊﾀ ｺｳﾏ 愛知県 3:15:57
850 1302 湯本 祐司 ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県 3:15:58
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851 2449 勝野 寛 ｶﾂﾉ ﾋﾛｼ ＲＯＧＵＥ ＲＵＮ 千葉県 3:15:59
852 2308 尾関 謙治 ｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:15:59
853 1063 永井 元気 ﾅｶﾞｲ ﾓﾄｷ クラブＲ２東日本 東京 埼玉県 3:16:06
854 958 河野 浩二 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ 京都 京都府 3:16:07
855 3518 酒井 洋輔 ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 静岡県 3:16:09
856 874 藤田 昌宏 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 河内ヲ走ル 大阪府 3:16:12
857 2181 荻原 洋人 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾄ 四日市ＲＣ 三重県 3:16:14
858 3425 李 文兵 ﾘ ﾌﾞﾝﾍｲ 中条商事 東京都 3:16:15
859 876 北浜 秀則 ｷﾀﾊﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉 東京都 3:16:17
860 1244 中根 民雄 ﾅｶﾈ ﾀﾐｵ 多治見ランナーズ 岐阜 岐阜県 3:16:23
861 784 纐纈 充保 ｺｳｹﾂ ﾐﾂﾔｽ 庄内ＲＴ 愛知 愛知県 3:16:25
862 1193 香山 智之 ｶﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 天白川走友会 愛知 愛知県 3:16:28
863 2120 岡崎 利紀 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｷ 神奈川県 3:16:29
864 1226 本舘 信 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｺﾄ 伊藤忠商事陸上競技部 東京 東京都 3:16:30
865 2015 古川 善久 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋｻ カットルーム髪瑠 小布施町 3:16:31
866 1036 藤本 暁彦 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 静岡県 3:16:34
867 1114 返町 練 ｿﾘﾏﾁ ﾚﾝ 神奈川県 3:16:36
868 745 木村 貴峰 ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協 長野 千曲市 3:16:39
869 2012 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ちばりよ～ＲＣ 北海道 北海道 3:16:40
870 444 岡田 雅之 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ＳＷＡＣ 東京 東京都 3:16:45
871 2482 佐藤 信一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 宮城 宮城県 3:16:47
872 974 山路 博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ 広島県 3:16:47
873 2239 粟野 光裕 ｱﾜﾉ ﾐﾂﾋﾛ 静岡県 3:16:49
874 3365 太田 嘉祐 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 長渕剛クラブ 滋賀県 3:16:49
875 2006 山形 裕彦 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 大阪府 3:16:49
876 873 赤 秀樹 ｾｷ ﾋﾃﾞｷ 東京陸協 東京 東京都 3:16:56
877 2290 日野 敏幸 ﾋﾉ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 3:17:00
878 1243 下田 洋彰 ｼﾓﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 青馬会ＲＣ 大阪 大阪府 3:17:01
879 2168 梶山 修司 ｶｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 新潟県 3:17:01
880 1139 山中 大貴 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｷ 愛知県 3:17:05
881 870 中野 伸哉 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ 富山県 3:17:13
882 2577 勝又 佑記 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ 愛知県 3:17:14
883 1188 森岡 洋 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 茨城ジョガーズ 茨城 静岡県 3:17:18
884 2216 竹内 淳 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝ 東京都 3:17:21
885 2141 田崎 禎明 ﾀｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 東京都 3:17:22
886 3369 武士 直樹 ﾀｹｼ ﾅｵｷ 長野市 3:17:24
887 4522 加茂川 貴 ｶﾓｶﾞﾜ ﾀｶｼ 石川県 3:17:29
888 1274 岡 潔 ｵｶ ｷﾖｼ アミノ沖縄 沖縄 沖縄県 3:17:30
889 1206 宇波 克巳 ｳﾅﾐ ｶﾂﾐ 富山県 3:17:31
890 1123 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 静岡県 3:17:32
891 2094 横井 達治 ﾖｺｲ ﾀﾂｼﾞ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:17:34
892 1229 田中 浩和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪陸協 大阪 大阪府 3:17:35
893 770 高橋 順一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ ランデポ 神奈川 神奈川県 3:17:46
894 3289 北沢 洋輔 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ ＲＤＲＣ 千曲市 3:17:48
895 1065 松田 剛 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉 千葉県 3:17:49
896 1142 細田 篤樹 ﾎｿﾀﾞ ｱﾂｷ 安曇野ＡＣ 長野 安曇野市 3:17:50
897 1197 松森 美岳 ﾏﾂﾓﾘ ﾖｼﾀｶ 愛知県 3:17:51
898 1227 塚越 亮一 ﾂｶｺｼ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 3:17:52
899 2014 清水 修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 松岡水産 東京都 3:17:53
900 2395 田中 陽久 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ 東京 東京都 3:17:56
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901 844 針金 一平 ﾊﾘｶﾞﾈ ｲｯﾍﾟｲ 神奈川県 3:18:00
902 2653 高橋 史明 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｱｷ ライズウィル 千葉県 3:18:01
903 1077 池 政志 ｲｹ ｾｲｼﾞ 京都マスターズ 京都 京都府 3:18:01
904 737 大畑 輝公 ｵｵﾊﾀ ﾃﾙﾏｻ 中郡陸協 神奈川 神奈川県 3:18:08
905 1235 齋藤 直宏 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 上州アスリートクラブ 群馬 愛知県 3:18:10
906 2228 吉田 拡司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 3:18:11
907 356 石村 聡 ｲｼﾑﾗ ｻﾄｼ 千葉県 3:18:15
908 3409 近藤 淳 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 安曇野かんぱにー 安曇野市 3:18:20
909 2444 松本 健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:18:21
910 2187 丸山 武徳 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ ドラコンアス 山梨 山梨県 3:18:24
911 2133 太田 洋介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ Ｊランナーズ 愛知県 3:18:26
912 850 桐原 篤史 ｷﾘﾊﾗ ｱﾂｼ 猛走会 京都府 3:18:27
913 3299 高橋 利光 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ フクシムラン 埼玉県 3:18:29
914 2264 吉岡 裕也 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾔ フクシムラン 埼玉県 3:18:30
915 907 小松 満男 ｺﾏﾂ ﾐﾂｵ 川崎市陸協 神奈川 神奈川県 3:18:33
916 2207 竹内 茂雄 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｵ 東京 東京都 3:18:35
917 3203 小澤 真史 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 新潟県 3:18:35
918 739 石原 賢一 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 長野市 3:18:37
919 2515 市川 博明 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｱｷ 東京 東京都 3:18:40
920 998 金田 眞 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 札幌エクセルＲＣ 北海道 北海道 3:18:41
921 542 石田 直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉 埼玉県 3:18:44
922 3115 古山 幹朗 ﾌﾙﾔﾏ ﾐｷｵ 愛知県 3:18:48
923 478 岩田 健 ｲﾜﾀ ｹﾝ 神奈川県 3:18:53
924 1241 市川 武 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野市陸協 長野 長野市 3:18:53
925 1017 角田 栄治 ﾂﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 愛知県 3:18:56
926 2233 豊田 清士 ﾄﾖﾀﾞ ｷﾖｼ ●豊田農園● 中野市 3:18:57
927 999 松本 和也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 3:18:57
928 2071 田中 隆真 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾏ 北陸銀行 神奈川県 3:18:58
929 983 福島 広大 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 陸上自衛隊 埼玉県 3:19:00
930 3253 江口 翔 ｴｸﾞﾁ ｼｮｳ ナゴヤドーム 愛知県 3:19:05
931 601 柳沢 春樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ はてブロ 東京都 3:19:08
932 1304 田中 康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 国分寺走ろう会 東京都 3:19:08
933 3288 神林 護 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ ＴＥＡＭ１９７７ 東京都 3:19:11
934 2355 青木 淳 ｱｵｷ ｼﾞﾕﾝ 湘南海岸ＲＣ 神奈川 神奈川県 3:19:13
935 678 樋口 和則 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ ｅＡ愛知 愛知 愛知県 3:19:21
936 2164 松下 勝利 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂﾄｼ 宮城県 3:19:22
937 2096 政谷 学 ﾏｻﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ 東京 東京都 3:19:30
938 3599 山田 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 山田筆頭 中野市 3:19:36
939 2030 岡田 健太郎 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 3:19:37
940 982 山本 健二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:19:38
941 2560 河田 裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 東京都 3:19:39
942 1058 東出 明 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｷﾗ 葛西ランナーズ 東京 東京都 3:19:44
943 1071 上杉 義興 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｵｷ 埼玉県 3:19:47
944 1272 元木 康人 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ 広島県 3:19:50
945 2151 田中 貴 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 東京都 3:19:53
946 2140 林 伸樹 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｷ チーム凰 埼玉県 3:19:53
947 2298 和久井 一隆 ﾜｸｲ ｶｽﾞﾀｶ 岩原塾 東京都 3:19:54
948 3137 八倉巻 亨 ﾔｸﾞﾗﾏｷ ﾄｵﾙ リスタート 神奈川県 3:19:55
949 2574 西島 洋介 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 西島果樹園 長野市 3:19:55
950 1279 藤谷 健 ﾌｼﾞﾀﾆ ｹﾝ すまいるＡＣ 松本市 3:19:58
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951 1237 大川 弘樹 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 小林果樹園 須坂市 3:20:02
952 726 宇野 敏和 ｳﾉ ﾄｼｶｽﾞ ランニングデポ 神奈川 神奈川県 3:20:03
953 3098 大塚 彰男 ｵｵﾂｶ ｱｷｵ 静岡県 3:20:05
954 2087 星野 公孝 ﾎｼﾉ ｷﾐﾀｶ チーム大熊 埼玉県 3:20:06
955 4288 中川 優 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 埼玉県 3:20:09
956 4532 北澤 良太 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 千曲市 3:20:12
957 3176 鈴木 浩二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 伊那市 3:20:17
958 925 井上 正明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ 福岡県 3:20:17
959 2382 鴨井 健太 ｶﾓｲ ｹﾝﾀ ＫＭＣ 新潟県 3:20:19
960 1101 福田 寛 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 3:20:22
961 1300 安藤 祥一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 3:20:28
962 3186 湯本 卓 ﾕﾓﾄ ﾀｸ 山梨県 3:20:29
963 2126 小西 弘樹 ｺﾆｼ ﾋﾛｷ ツカサＤＣ 愛知県 3:20:31
964 3189 髙嶋 亮太 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 伊那中央病院 伊那市 3:20:31
965 2020 大道 馨 ｵｵﾐﾁ ｶｵﾙ 栃木県 3:20:32
966 2587 佐田 徹 ｻﾀﾞ ﾄｵﾙ 苗場ＳＳ 千葉県 3:20:33
967 4214 関口 昭人 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾄ さくれつラン 佐久市 3:20:37
968 2019 早川 和孝 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾀｶ 烏森学童 東京 東京都 3:20:38
969 2067 小島 圭介 ｺｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 東京陸上競技協会 東京 東京都 3:20:42
970 3240 池上 翔 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳ 伊那市 3:20:43
971 1102 三井 達也 ﾐﾂｲ ﾀﾂﾔ 長野市 3:20:44
972 1236 森川 信一 ﾓﾘｶﾜ ｼﾝｲﾁ 横河電機山岳部 東京 東京都 3:20:45
973 3020 市橋 陽介 ｲﾁﾊｼ ﾖｳｽｹ 京都府 3:20:47
974 2422 木戸 孝一 ｷﾄﾞ ｺｳｲﾁ 鬼練 富山県 3:20:50
975 1075 水野 昌和 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶｽﾞ イーバリュー 三重県 3:20:51
976 377 西野 達也 ﾆｼﾉ ﾀﾂﾔ 愛知 愛知県 3:20:53
977 973 御子柴 和弥 ﾐｺｼﾊﾞ ｶｽﾞﾔ カイジョー 東京都 3:20:56
978 3602 武井 湧平 ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ （株）マナテック 長野 東御市 3:20:58
979 1234 福島 弘之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:20:58
980 2223 宮入 哲 ﾐﾔｲﾘ ﾃﾂ 信越放送 東京都 3:20:59
981 3326 久保田 亮 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 埼玉県 3:21:00
982 2383 本間 厚史 ﾎﾝﾏ ｱﾂｼ 長野市 3:21:01
983 1228 奥野 博士 ｵｸﾉ ﾋﾛｼ 信州トレマン家族 長野市 3:21:04
984 2516 勝俣 暢哉 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻﾔ 小山町役場 静岡県 3:21:04
985 2260 小山 輝 ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ （株）司構造計画 富山県 3:21:05
986 2645 丸田 貴弘 ﾏﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 上田市役所 上田市 3:21:12
987 3354 根村 俊哉 ﾈﾑﾗ ﾄｼﾔ 東京都 3:21:19
988 3198 上條 直樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 安曇野市 3:21:25
989 774 齊藤 光弘 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉 埼玉県 3:21:26
990 808 松本 俊治 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 岸和田健康Ｃ 大阪 大阪府 3:21:26
991 2206 兒玉 武 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ ｃｌｕｂ ＭＳＲ 富山 富山県 3:21:27
992 363 佐野 恒平 ｻﾉ ｺｳﾍｲ ミズノテクニクス 岐阜県 3:21:29
993 904 宇敷 洋道 ｳｼｷ ﾋﾛﾐﾁ 信州トレマン 長野市 3:21:29
994 952 中牟礼 賢治 ﾅｶﾑﾚ ｹﾝｼﾞ ２７ＡＰ 静岡県 3:21:31
995 2128 米田 幸司 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 熊本 熊本県 3:21:37
996 779 長野 純 ﾅｶﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 長野市 3:21:39
997 3177 宮原 容武 ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾖｼﾀｹ ◼️芝原フレンズ◼️ 千曲市 3:21:42
998 2161 東 大基 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ 群馬県 3:21:43
999 2291 松本 侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ ゆこん 栃木県 3:21:49

1000 2190 高橋 裕次郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 埼玉県 3:21:52
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1001 2090 浦野 健一 ｳﾗﾉ ｹﾝｲﾁ 富士通 東京 東京都 3:21:52
1002 2446 飯村 文太郎 ｲｲﾑﾗ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 東京都 3:21:53
1003 2034 田代 弘生 ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ 静岡県 3:21:56
1004 3588 冨塚 忠夫 ﾄﾐﾂｶ ﾀﾀﾞｵ とみちゃんＦＲＣ 福島県 3:21:56
1005 5172 小池 怜 ｺｲｹ ﾘｮｳ 栃木県 3:22:02
1006 2092 水沼 和之 ﾐｽﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾕｷ 広島県 3:22:04
1007 2083 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 神宮前乗務区 愛知 愛知県 3:22:05
1008 2325 佐々木 篤史 ｻｻｷ ｱﾂｼ 富山県 3:22:11
1009 2050 山本 周 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ 群馬県 3:22:12
1010 4464 松井 雄治 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 篠ノ井スパースタ 長野市 3:22:14
1011 2105 山岸 正幸 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾕｷ 清瀬あぐれっし部 群馬県 3:22:16
1012 877 津村 将尚 ﾂﾑﾗ ﾏｻﾅｵ 東京都 3:22:22
1013 1011 萩原 吉孝 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ ハギノＲＣ 愛知県 3:22:27
1014 2265 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 足攣りジェイソン 神奈川県 3:22:29
1015 1074 小山 栄治 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ ＧＲＴ 群馬県 3:22:34
1016 2280 影原 徹 ｶｹﾞﾊﾗ ﾄｵﾙ ＳＮＷ 静岡 静岡県 3:22:36
1017 3605 文屋 克洋 ﾌﾞﾝﾔ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 3:22:42
1018 992 猪口 友道 ｲﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾐﾁ 神奈川県 3:22:42
1019 503 嶋田 賢司 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ チーム嶋田組 大阪 群馬県 3:22:44
1020 1233 緑川 正和 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 前田製作所 千曲市 3:22:46
1021 2109 戸塚 浩行 ﾄﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 今日明日会 静岡県 3:22:46
1022 1007 畔上 文昭 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾌﾐｱｷ ■ＡＺ！ 東京 東京都 3:22:47
1023 884 金児 文夫 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ 西飯田酒造店 長野市 3:22:48
1024 3497 岩間 政樹 ｲﾜﾏ ﾏｻｷ ルナークス 埼玉県 3:22:51
1025 1053 山崎 徹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ ＰＨＣＭ 大阪 大阪府 3:22:53
1026 2155 篠田 浩之 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 美濃Ｊｒ陸上倶楽部 岐阜県 3:22:53
1027 2437 浅野 方邦 ｱｻﾉ ﾏｻｸﾆ 埼玉県 3:22:54
1028 2404 五百住 和史 ｲｵｽﾞﾐ ｶｽﾞｼ 高山村 3:22:54
1029 1106 川野輪 隆 ｶﾜﾉﾜ ﾀｶｼ サッポロビール 東京都 3:22:55
1030 7197 岡野 傑 ｵｶﾉ ｽｸﾞﾙ 大阪府 3:22:59
1031 2384 池田 健二 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 三島市役所 静岡 静岡県 3:23:00
1032 1151 池本 雅樹 ｲｹﾓﾄ ﾏｻｷ クラブＲ２中日本 愛知 岐阜県 3:23:04
1033 1284 柳瀬 満 ﾔﾅｾ ﾐﾂﾙ アミノｉｎ富山 富山 富山県 3:23:08
1034 2249 海野 敬太郎 ｳﾐﾉ ｹｲﾀﾛｳ 神奈川県 3:23:10
1035 4094 三井 武美 ﾐﾂｲ ﾀｹﾐ 千曲園 佐久市 3:23:11
1036 2472 西原 亮二 ﾆｼﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 3:23:12
1037 880 樋本 清一 ﾋﾉﾓﾄ ｾｲｲﾁ ナカマチック 長野市 3:23:13
1038 2329 升水 輝忠 ﾏｽﾐｽﾞ ﾃﾙﾀﾀﾞ 東京 東京都 3:23:14
1039 4033 高野 寛基 ﾀｶﾉ ﾋﾛｷ ＪＲ日本 長野市 3:23:15
1040 2040 山本 優 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ チーム高台東 愛知県 3:23:16
1041 1230 横田 直裕 ﾖｺﾀ ﾅｵﾋﾛ 埼玉県 3:23:19
1042 3486 嶋村 康弘 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 3:23:20
1043 2178 長谷川 伸一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 生ビールマンず 千葉 千葉県 3:23:20
1044 5239 有賀 稔 ｱﾙｶﾞ ﾐﾉﾙ 木下ＲＣ 箕輪町 3:23:22
1045 3329 高山 元成 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾄﾅﾘ 東京都 3:23:27
1046 4517 澤幡 元輝 ｻﾜﾊﾀ ｹﾞﾝｷ 群馬県 3:23:27
1047 2191 宮澤 仁志 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄｼ ホーライ 長野市 3:23:28
1048 1100 芳川 信太郎 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 北信ローカル 中野市 3:23:28
1049 2523 名越 康弘 ﾅｺﾞｼ ﾔｽﾋﾛ サントリー 神奈川県 3:23:29
1050 3370 勝又 智行 ｶﾂﾏﾀ ﾄﾓﾕｷ なし 愛知県 3:23:29
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1051 2299 井本 政幸 ｲﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 日鋼アロイ 大阪府 3:23:32
1052 1126 神山 斉己 ｶﾐﾔﾏ ﾖｼﾐ 愛知県立大学 愛知県 3:23:33
1053 1051 福島 英男 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｵ フクチャン 長野市 3:23:41
1054 680 淺野 寿利 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾄｼ 草薙激走会 静岡 静岡県 3:23:46
1055 4081 橋本 直明 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｱｷ 駒ヶ根市 3:23:48
1056 968 財津 史郎 ｻﾞｲﾂ ﾌﾐﾛｳ ざいつらんラン 東京都 3:23:48
1057 2004 中田 恭弘 ﾅｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 3:23:50
1058 961 毛受 誠 ﾒﾝｼﾞｭ ﾏｺﾄ 高嶺走友会 長野市 3:23:52
1059 878 池松 州一郎 ｲｹﾏﾂ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:23:54
1060 2561 宮澤 祐二 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 林業笠原造園株式会社 長野市 3:23:55
1061 3075 澤戸 幹夫 ｻﾜﾄ ﾐｷｵ 協栄電気興業 長野市 3:23:59
1062 2143 高木 勝央 ﾀｶｷ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 3:23:59
1063 938 島田 和幸 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ ランニングデポ 神奈川 神奈川県 3:24:02
1064 2379 中島 豊久 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾖﾋｻ アヴァシス 上田市 3:24:03
1065 2227 小野 均 ｵﾉ ﾋﾄｼ 辰野町 3:24:04
1066 1270 田中 健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:24:08
1067 2112 中村 幸友 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾄﾓ 愛知県 3:24:10
1068 2026 和久 政明 ﾜｸ ﾏｻｱｷ 東京都 3:24:13
1069 2364 島村 康夫 ｼﾏﾑﾗ ﾔｽｵ パパトリン４０６ 新潟県 3:24:16
1070 2636 土屋 浩幸 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:24:19
1071 2027 櫻井 久 ｻｸﾗｲ ﾋｻｼ ちいむもみじ２ 南箕輪村 3:24:19
1072 2139 米沢 武久 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾋｻ 東京 東京都 3:24:20
1073 2192 寺木 忠利 ﾃﾗｷ ﾀﾞﾀﾞﾄｼ 愛知県 3:24:20
1074 2501 石川 貴康 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾔｽ 豊洲月島会 東京 東京都 3:24:21
1075 2477 中村 雄一郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:24:21
1076 2672 坂下 和彦 ｻｶｼﾀ ｶｽﾞﾋｺ かずくん 上田市 3:24:22
1077 2551 上原 洋明 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 新潟県 3:24:24
1078 910 金森 優一 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 南蛮連合 東京 東京都 3:24:24
1079 2429 池田 純一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 3:24:27
1080 2634 新井 和行 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 3:24:27
1081 858 瀧川 順 ﾀｷｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ランニング・デポ 神奈川 神奈川県 3:24:27
1082 4085 筒井 正和 ﾂﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ ＢＳＪ 愛知県 3:24:30
1083 2709 柳川 心 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｺﾛ 大阪府 3:24:35
1084 1248 松澤 正澄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｽﾞﾐ 長野市 3:24:37
1085 1033 長野 亮 ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾗ 佐賀陸協 福岡県 3:24:39
1086 2392 金井 慎也 ｶﾅｲ ｼﾝﾔ 前田製作所 長野市 3:24:40
1087 1027 小林 芳明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ チーム☆ＳＫＹ 飯島町 3:24:40
1088 2370 波田野 文紀 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 3:24:47
1089 1214 犬島 顕治 ｲﾇｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 東京都 3:24:49
1090 1157 渡邉 一寛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 奈良県 3:24:50
1091 839 堀川 健一 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 長野県警 長野 長野市 3:24:50
1092 795 林 紀宏 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 大阪府 3:24:52
1093 1165 赤池 昭彦 ｱｶｲｹ ｱｷﾋｺ 長野市 3:24:52
1094 2618 中山 拓歩 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾎ チームＳＫＹ 伊那市 3:24:56
1095 2372 志村 賢二 ｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:24:57
1096 2510 小田 あつし ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 兵庫県 3:24:58
1097 1040 岩本 慎也 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ 群馬県 3:24:59
1098 2234 東渕 一暁 ﾄｳﾌﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ タカマラソンクラブ 岐阜 岐阜県 3:25:00
1099 2480 村田 俊生 ﾑﾗﾀ ﾄｼｵ 相模原市 神奈川県 3:25:00
1100 3218 宮嵜 哲 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂ 長野銀行 長野市 3:25:00
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1101 2565 池田 直紀 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡県 3:25:01
1102 323 斎藤 康洋 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ エアラン東京 東京 東京都 3:25:01
1103 2116 松本 和宏 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 富士通 神奈川 神奈川県 3:25:03
1104 2341 佐々木 陽一 ｻｻｷ ﾖｳｲﾁ 射水マラソンクラブ 富山県 3:25:03
1105 732 細谷 啓次郎 ﾎｿﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ 楓ＡＣ 東京 千葉県 3:25:04
1106 3252 松本 郁也 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 東京大学大学院 東京都 3:25:07
1107 2277 釣谷 秀樹 ﾂﾘﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ＳＮＲ 富山県 3:25:08
1108 1216 竹輪 耕一 ﾀｹﾜ ｺｳｲﾁ ラック 東京都 3:25:13
1109 946 出井 仁 ｲﾃﾞｲ ﾋﾄｼ ＨＡＣ 埼玉県 3:25:14
1110 4042 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:25:16
1111 2221 齋藤 英介 ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ 大阪 大阪府 3:25:18
1112 2262 西岡 祐矢 ﾆｼｵｶ ﾕｳﾔ 尾張旭ＲＣ 愛知県 3:25:20
1113 1297 桑原 勝 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾙ ラン友 神奈川県 3:25:22
1114 3162 篠崎 友宏 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:25:25
1115 3432 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 大阪府 3:25:26
1116 1264 笹川 明人 ｻｻｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 新潟県 3:25:28
1117 578 牟田口 泰秀 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾃﾞ ソニック福岡ＲＣ 福岡 福岡県 3:25:29
1118 621 三好 好広 ﾐﾖｼ ﾖｼﾋﾛ 岐阜陸上競技協会 岐阜 岐阜県 3:25:32
1119 2229 清水 淳史 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ 東京都 3:25:34
1120 997 永井 隆太 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾀ 東京都 3:25:34
1121 2160 岩渕 登 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ ＭＲＣ 松本市 3:25:37
1122 3422 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 東京都 3:25:39
1123 2554 春日 憲吉 ｶｽｶﾞ ｹﾝｷﾁ 春日葡萄園 坂城町 3:25:44
1124 3324 柄澤 建二 ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 木下ＲＣ 箕輪町 3:25:45
1125 1277 森本 辰徳 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 大阪府 3:25:45
1126 2194 大関 弘明 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛｱｷ 上田市 3:25:45
1127 3079 丸山 和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 下諏訪町 3:25:47
1128 2323 椎橋 勇一 ｼｲﾊｼ ﾕｳｲﾁ クラブＲ２東日本 東京 神奈川県 3:25:48
1129 3473 北澤 真澄 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｽﾐ 長野市 3:25:50
1130 1217 原 誠 ﾊﾗ ﾏｺﾄ 山雅後援会東京支部 東京都 3:25:50
1131 7203 宮下 安雄 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽｵ 箕輪町 3:25:56
1132 2001 深田 武彦 ﾌｶﾀﾞ ﾀｹﾋｺ エキップ１７０ 大阪府 3:25:58
1133 3450 佐藤 栄亮 ｻﾄｳ ｴｲｽｹ 松本市 3:25:59
1134 810 石川 大揮 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 3:26:06
1135 2137 松田 史 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ 福島 北海道 3:26:07
1136 2295 武子 雅直 ﾀｹｼ ﾏｻﾅｵ 東京都 3:26:08
1137 2084 朝廣 滋 ｱｻﾋﾛ ｼｹﾞﾙ 富士通 神奈川 石川県 3:26:12
1138 903 鞆森 祥悟 ﾄﾓﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 早稲田阿呆村 愛知 神奈川県 3:26:16
1139 2390 長谷川 典孝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｶ 埼玉県 3:26:20
1140 7112 伊勢 明 ｲｾ ｱｷﾗ 横浜市水道局 神奈川県 3:26:20
1141 3175 伝田 真二 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 長野日本無線 長野市 3:26:23
1142 3146 飯塚 武司 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 悟空会長距離部 駒ヶ根市 3:26:24
1143 2566 山崎 耕三 ﾔﾏｻｷ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 3:26:28
1144 7293 南 真人 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都 3:26:31
1145 2542 榊原 裕之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ チーム３３５ 愛知県 3:26:32
1146 2189 竹花 光彦 ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂﾋｺ 長野県警察 長野 松本市 3:26:34
1147 2135 沼生 隆 ﾇﾏﾆｭｳ ﾀｶｼ 栃木県 3:26:37
1148 719 宮島 謙史 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝｼ 東京 東京都 3:26:42
1149 2349 倉本 庸 ｸﾗﾓﾄ ﾖｳ 埼玉県 3:26:48
1150 929 長野 和海 ﾅｶﾞﾉ ｶｽﾞﾐ 埼玉陸協 埼玉 埼玉県 3:26:48
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1151 4282 前田 康太 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 埼玉県 3:26:48
1152 2284 大久保 貴行 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 新潟県 3:26:50
1153 2381 伊藤 健志 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 3:26:51
1154 3029 露木 幹人 ﾂﾕｷ ﾐｷﾄ 愛知県 3:26:51
1155 2455 吉川 浩 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ ナナポコ 愛知県 3:26:55
1156 4232 内藤 新吾 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 新潟県 3:26:57
1157 3016 塚田 瑶平 ﾂｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 上田市 3:26:57
1158 1152 野田 智博 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ エーイーティー 神奈川県 3:26:58
1159 754 福田 崇博 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 小金井公園おじ練 東京 東京都 3:27:00
1160 4088 小島 正彦 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋｺ ｅＡ東京 東京都 3:27:01
1161 2460 小林 俊一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｲﾁ 長野市 3:27:02
1162 2374 村松 功一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ ＲＤＲＣ 長野市 3:27:02
1163 4248 岡田 和之 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 新潟県 3:27:06
1164 7113 中條 大地 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 3:27:06
1165 2564 辻 高広 ﾂｼﾞ ﾀｶﾋﾛ ＲＡＮＶＥ 埼玉県 3:27:06
1166 2716 佐々木 秀典 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京陸上競技協会 東京 東京都 3:27:08
1167 714 加藤 立哉 ｶﾄｳ ﾘﾂﾔ 岐阜陸協 岐阜 岐阜県 3:27:13
1168 2138 吉澤 正光 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 栃木県 3:27:16
1169 3272 成瀬 傑 ﾅﾙｾ ﾀｹﾙ 愛知県 3:27:19
1170 7255 村上 拓史 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾌﾐ 松本市 3:27:21
1171 2640 岡部 伸也 ｵｶﾍﾞ ｼﾝﾔ 岐阜県 3:27:23
1172 2336 菰田 悟史 ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ ＪＲ東日本東京 東京 東京都 3:27:23
1173 902 坂野 登 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ おおさか渋 愛知 愛知県 3:27:24
1174 2432 相田 健汰 ｱｲﾀ ｹﾝﾀ ＤＲＣ 秋田県 3:27:24
1175 3243 小笠原 世亜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲｱ 東京都 3:27:25
1176 2088 島田 孝司 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ すぽるとＭＡＸ 三重 三重県 3:27:26
1177 3542 酒井 良幸 ｻｶｲ ﾖｼﾕｷ 愛知県 3:27:26
1178 3579 原 雅樹 ﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都 3:27:26
1179 1308 鴨井 雪紀 ｶﾓｲ ﾕｷﾉﾘ 長野市 3:27:27
1180 2197 岩崎 真哉 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 尾張旭ＲＣ 愛知 愛知県 3:27:28
1181 2441 山中 伸弥 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾔ 京都大学 大阪 大阪府 3:27:29
1182 3255 米 俊輔 ﾖﾈ ｼｭﾝｽｹ 松本市 3:27:30
1183 2250 小林 志伸 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ チーム誉 長野市 3:27:32
1184 905 山下 明生 ﾔﾏｼﾀ ｱｷｵ ユー・アイ産業 大阪府 3:27:32
1185 2443 宮腰 慎一 ﾐﾔｺｼ ｼﾝｲﾁ 富山県 3:27:33
1186 3092 村松 英樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 松本市 3:27:34
1187 1276 野村 隆 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 3:27:35
1188 2114 伊藤 武史 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 岡山県 3:27:35
1189 3074 武田 和徳 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 角藤ランニング 長野市 3:27:38
1190 3057 下田中 豊 ｼﾓﾀﾅｶ ﾕﾀｶ みんぷろ 千葉県 3:27:42
1191 883 藤木 真 ﾌｼﾞｷ ﾏｺﾄ 千葉県 3:27:43
1192 3070 本間 伸也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ 新潟県 3:27:44
1193 2076 成田 健二 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 長野市 3:27:47
1194 1292 戸塚 清 ﾄﾂｶ ｷﾖｼ 東京 東京都 3:27:47
1195 603 髙野 英二 ﾀｶﾉ ｴｲｼﾞ ☆☆☆髙野建具店☆☆ 中野市 3:27:47
1196 1269 稲葉 仁志 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾄｼ 北海道 北海道 3:27:49
1197 2251 永田 裕三 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 3:27:51
1198 1251 谷 昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京陸上競技会 東京 東京都 3:27:54
1199 2522 畔柳 隆次 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼﾞ 東京都 3:27:57
1200 2072 堀江 要輔 ﾎﾘｴ ﾖｳｽｹ 東京都 3:27:58
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1201 3061 木原 渉 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 長野市 3:28:01
1202 2231 後藤 光男 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｵ 須坂陸協 長野 須坂市 3:28:01
1203 2380 山本 賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ さわやかラン 東京都 3:28:01
1204 2158 岩本 俊哉 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼﾔ 愛知 愛知県 3:28:03
1205 2068 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 慶大陸上同好会 東京 東京都 3:28:03
1206 1153 北岸 浩一 ｷﾀｷﾞｼ ｺｳｲﾁ 岡崎中総ＲＣ 愛知 愛知県 3:28:03
1207 1290 杉本 雅駿 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 赤堀鍼灸接骨院 静岡県 3:28:05
1208 2309 伊原 修 ｲﾊﾗ ｵｻﾑ ダイフク 愛知県 3:28:06
1209 2399 平山 昭宏 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ きたながのＲＣ 長野市 3:28:06
1210 981 藤元 遼介 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 兵庫 東京都 3:28:07
1211 3362 秋野 良忠 ｱｷﾉ ﾖｼﾀﾀﾞ 東京都 3:28:09
1212 2313 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 3:28:10
1213 2409 中村 伸雄 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ まめじま 東京都 3:28:14
1214 2408 塚田 悠太 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀ けんしんＢＡＮＫ 岡谷市 3:28:16
1215 2150 片岡 陽一 ｶﾀｵｶ ﾖｳｲﾁ Ｒ２東日本 東京 千葉県 3:28:18
1216 2393 盛田 光一 ﾓﾘﾀ ｺｳｲﾁ 富山県 3:28:18
1217 2693 中川 清光 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾐﾂ 東京都 3:28:21
1218 2002 藪井 秀人 ﾔﾌﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ 三重県陸協 三重 東京都 3:28:22
1219 4150 西澤 史敏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ ＮＦＤ 長野市 3:28:23
1220 2174 秋元 賢吾 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 六華ランナーズ 東京都 3:28:25
1221 3107 笹木 史則 ｻｻｷ ﾌﾐﾉﾘ ラサ商事 東京都 3:28:27
1222 3544 荻野 光司 ｵｷﾞﾉ ｺｳｼﾞ 山梨県 3:28:27
1223 2396 市川 太 ｲﾁｶﾜ ﾌﾄｼ 和田正通信サービス 松本市 3:28:29
1224 2195 小林 義周 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾞｼｭｳ ビスコーグ 須坂市 3:28:31
1225 759 安藤 誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 新居浜楽走会 愛媛 愛媛県 3:28:31
1226 2107 太田 清士 ｵｵﾀ ｷﾖｼ 愛知県 3:28:32
1227 2593 安田 英之 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 3:28:32
1228 4095 安念 優夫 ｱﾝﾈﾝ ﾏｻｵ 太田サンク 富山県 3:28:34
1229 3503 遠藤 靖典 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ Ｂの会 原村 3:28:35
1230 2311 松永 渉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 東割保育園ＡＣ 山口県 3:28:36
1231 3296 天野 憲人 ｱﾏﾉ ﾉﾘﾋﾄ 愛知 愛知県 3:28:36
1232 2535 夏目 尚 ﾅﾂﾒ ﾀｶｼ 上里陸連 埼玉県 3:28:36
1233 3360 小柳津 智 ｵﾔｲｽﾞ ｻﾄｼ ＭＡＫＡＮＩ 東京都 3:28:37
1234 2454 田村 弘和 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 東京陸協 東京 東京都 3:28:39
1235 3091 玉井 秀樹 ﾀﾏｲ ﾋﾃﾞｷ 東御市 3:28:39
1236 2415 下村 信男 ｼﾓﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 富山県 3:28:39
1237 2179 片瀬 和夫 ｶﾀｾ ｶｽﾞｵ 松本市 3:28:40
1238 2037 田中 義人 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ 県庁高嶺倶楽部走友会 長野市 3:28:40
1239 2333 中村 孝二郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 恵比寿ＲＣ 埼玉県 3:28:40
1240 1182 丸山 茂樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｷ 愛知県 3:28:40
1241 2385 内田 裕康 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ クラブＲ２東日本 東京 埼玉県 3:28:42
1242 909 島川 順 ｼﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 3:28:43
1243 3024 田中 悠 ﾀﾅｶ ﾕｳ 塩尻市 3:28:45
1244 1156 堀内 竜太 ﾎﾘｳﾁ ﾘｭｳﾀ 長野市 3:28:46
1245 2005 大橋 健治 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ 埼玉 埼玉県 3:28:47
1246 1257 白井 敬二 ｼﾗｲ ｹｲｼﾞ 神奈川県 3:28:48
1247 1006 今村 幸一 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｲﾁ アトミクラブ 東京 神奈川県 3:28:48
1248 2692 新田 弘輝 ｱﾗﾀ ﾋﾛｷ 東京都 3:28:48
1249 2641 成田 伸一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ まるはちＲＣ 愛知県 3:28:49
1250 3072 立岡 正明 ﾀﾁｵｶ ﾏｻｱｷ 東京都 3:28:49
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1251 4234 関 生一 ｾｷ ｼｮｳｲﾁ 塩尻市 3:28:50
1252 3123 南保 良幸 ﾅﾝﾎﾞ ﾖｼﾕｷ 東京 埼玉県 3:28:51
1253 3278 菊地 雅明 ｷｸﾁ ﾏｻｱｷ 愛知県 3:28:52
1254 2489 田中 秀典 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 3:28:52
1255 2245 稲垣 光利 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾄｼ 愛知 愛知県 3:28:52
1256 3576 柿澤 大輔 ｶｷｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:28:53
1257 886 惠 健 ﾒｸﾞﾐ ｹﾝ 千葉陸協 千葉 千葉県 3:28:53
1258 2310 荒木 剛 ｱﾗｷ ﾂﾖｼ 新潟県 3:28:53
1259 3383 高木 正樹 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｷ 埼玉県 3:28:54
1260 2041 三好 秀典 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 3:28:54
1261 2327 増子 尚武 ﾏｽｺ ﾅｵﾀｹ 埼玉県 3:28:54
1262 4101 水島 彰宏 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ いっちょガッツ 新潟県 3:28:55
1263 4113 小林 正仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾄ 兵庫県 3:28:55
1264 2165 猪又 直樹 ｲﾉﾏﾀ ﾅｵｷ 新潟県 3:28:55
1265 2211 菊地 祐一 ｷｸﾁ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 3:28:56
1266 3231 岩田 大輔 ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:28:56
1267 1252 青柳 健太郎 ｱｵﾔｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ チーム金港堂 石川 石川県 3:28:56
1268 4509 関 敬一郎 ｾｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 株式会社イケダ 上田市 3:28:57
1269 2144 蘓和 英彦 ｿﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 3:28:58
1270 3124 丸山 弘記 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 石川県 3:28:58
1271 2398 清水 昭年 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾄｼ 愛知県 3:28:59
1272 3414 白澤 健吾 ｼﾗｻﾜ ｹﾝｺﾞ 松川村 3:28:59
1273 4628 篠原 佑太郎 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ＤＴＶＳ 岐阜県 3:28:59
1274 2312 坂井 一正 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏｻ 松本すすき川走る会 松本市 3:29:00
1275 967 上原 高俊 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾄｼ アインＲＣ 諏訪市 3:29:00
1276 3394 加藤 朝之 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 3:29:00
1277 3207 安藤 大介 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:29:01
1278 2217 木村 光寿 ｷﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ ＧＳＫ 群馬県 3:29:02
1279 2717 諏訪 利行 ｽﾜ ﾄｼﾕｷ 東京都 3:29:02
1280 3250 島崎 真二 ｼﾏｻｷ ｼﾝｼﾞ ラルフローレン 東京 神奈川県 3:29:06
1281 5906 小松 勢至 ｺﾏﾂ ｾｲｼ ちーむちゃぽん 松本市 3:29:07
1282 796 池田 稔啓 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ エコー自動車 長野市 3:29:07
1283 2584 手島 聡一 ﾃｼﾏ ｻﾄｼ 埼玉県 3:29:07
1284 3235 小山 悟史 ｺﾔﾏ ｻﾄｼ 無所属 東京都 3:29:08
1285 3216 小田切 祐太 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂市 3:29:08
1286 688 勝野 知幸 ｶﾂﾉ ﾄﾓﾕｷ 前田製作所 長野市 3:29:08
1287 3172 楠元 克敏 ｸｽﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 3:29:09
1288 2413 黒田 真一郎 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 3:29:11
1289 2488 渡邉 雄祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉県 3:29:12
1290 3310 川俣 卓也 ｶﾜﾏﾀ ﾀｸﾔ 栃木県 3:29:14
1291 3220 清水 秀文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ イナカメくん 飯田市 3:29:15
1292 2108 老松 稔 ｵｲﾏﾂ ﾐﾉﾙ ★★オイマー２★★ 駒ヶ根市 3:29:17
1293 3116 樋川 祥章 ﾋｶﾜ ﾖｼｱｷ 茨城県 3:29:18
1294 2347 酒井 邦博 ｻｶｲ ｸﾆﾋﾛ 酒ラン 東京都 3:29:18
1295 2319 佐藤 峰生 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ コアラ一家 岐阜県 3:29:19
1296 2499 奈木野 史朗 ﾅｷﾞﾉ ｼﾛｳ 山形村 3:29:19
1297 2417 石川 和佳 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 大江戸飛脚会 東京都 3:29:20
1298 3078 小山 隼平 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野市 3:29:24
1299 2445 加藤 茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ 諏訪市 3:29:27
1300 2023 國方 誠一 ｸﾆｶﾀ ｾｲｲﾁ チーム２００Ｋ 香川県 3:29:27
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1301 2412 村石 直之 ﾑﾗｲｼ ﾅｵﾕｷ 岡山県 3:29:30
1302 3610 林 武史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 松本市 3:29:32
1303 2274 佐藤 伸彦 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 山ﾉ内町 3:29:32
1304 2600 花見 武吉 ﾊﾅﾐ ﾀｹﾖｼ 長野市 3:29:32
1305 2176 篠澤 厚司 ｼﾉｻﾞﾜ ｱﾂｼ 千葉県 3:29:35
1306 1045 小林 賢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾙ エムケー精工 長野 信濃町 3:29:36
1307 2011 高野 幸郎 ﾀｶﾉ ﾕｷｵ ＭＯＲＡ ＭＯＲＡ 千葉県 3:29:36
1308 881 荻野 統一郎 ｵｷﾞﾉ ﾄｳｲﾁﾛｳ 庭 荻野 小諸市 3:29:38
1309 3018 斎藤 潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 愛川町役場 神奈川 神奈川県 3:29:40
1310 2670 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 埼玉県 3:29:40
1311 3264 楠田 等 ｸｽﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 3:29:42
1312 3156 曽根原 充 ｿﾈﾊﾗ ﾐﾂﾙ ＩＨＩアグリテック 松本市 3:29:44
1313 3004 佐野 雄一 ｻﾉ ﾕｳｲﾁ ２ＢＦ 北海道 3:29:45
1314 2442 岩佐 保男 ｲﾜｻ ﾔｽｵ 神奈川県 3:29:45
1315 2332 平林 州司 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 縣陵飛龍会 松本市 3:29:45
1316 4229 北原 正寛 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ＴＥＡＭ９ 塩尻市 3:29:46
1317 2044 橋本 未来 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ 神奈川県 3:29:46
1318 2316 金井 恵宏 ｶﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 埼玉 埼玉県 3:29:52
1319 2205 河西 明 ｶｻｲ ｱｷﾗ マルニシ 長野 岡谷市 3:29:53
1320 2028 小林 敏明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 小諸市陸上競技協会 長野 小諸市 3:29:56
1321 8037 小林 民男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾐｵ ＳＡＫＵ乱 佐久市 3:29:58
1322 901 岡田 一成 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 岡田総業 神奈川県 3:30:01
1323 2225 児玉 茂 ｺﾀﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 颯汰 長野市 3:30:06
1324 3022 杉町 善徳 ｽｷﾞﾏﾁ ﾖｼﾉﾘ 福マラＲＣ 福岡 福岡県 3:30:07
1325 2507 中谷 知幸 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 3:30:07
1326 3361 中村 毅 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ ＪＲ貨物信濃ＲＣ 千曲市 3:30:09
1327 7065 駒津 和宜 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ ＳＲＣトライアスロン 松本市 3:30:11
1328 3618 池田 直哉 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 長野市 3:30:15
1329 4156 成田 亮平 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾍｲ 長野市 3:30:16
1330 3223 芝野 茂輝 ｼﾊﾞﾉ ｼｹﾞｷ 高嶺走友会 長野市 3:30:27
1331 4404 篠原 正規 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ ランキューブ 東京都 3:30:31
1332 811 小林 祐也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ◆◆更北中◆◆陸上部 長野 長野市 3:30:33
1333 4219 荒川 貴彦 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾋｺ 埼玉県 3:30:34
1334 2694 平野 幸規 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾘ ⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ 諏訪市 3:30:39
1335 1095 小金丸 浩史 ｺｶﾞﾈﾏﾙ ﾋﾛｼ エビトラＡＣ 神奈川 千葉県 3:30:41
1336 3239 田嶋 章二 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 3:30:43
1337 3343 三浦 育磨 ﾐｳﾗ ｲｸﾏ 愛知県 3:30:46
1338 3534 水口 琢 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸ 千葉県 3:30:47
1339 3523 片岡 幹夫 ｶﾀｵｶ ﾐｷｵ 横浜がんばる 神奈川県 3:30:50
1340 2302 服部 剛明 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｱｷ 浜松ホトニクス 静岡県 3:30:51
1341 2215 柳橋 智 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｻﾄﾙ 東御市役所 東御市 3:30:52
1342 2671 小島 仁 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 東京都 3:30:53
1343 4317 田中 将也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長野市 3:30:56
1344 2054 横山 亮太 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 須田亜香里ＦＣ 愛知県 3:30:57
1345 3067 大井 修 ｵｵｲ ｵｻﾑ ちの技研ＲＣ 茅野市 3:30:59
1346 2659 實原 修 ｼﾞﾂﾊﾗ ｵｻﾑ 下條クラブ 下條村 3:31:03
1347 4074 澤村 大地 ｻﾜﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ クリタ 埼玉県 3:31:08
1348 2486 日比野 馨 ﾋﾋﾞﾉ ｶｵﾙ 長野市 3:31:12
1349 2276 宮井 宏樹 ﾐﾔｲ ﾋﾛｷ 古里ランニング倶楽部 長野市 3:31:13
1350 2690 渡邉 信人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄ 東京都 3:31:14
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1351 2043 坂本 裕史 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ ラスタバナナラン 東京都 3:31:16
1352 2627 正木 学 ﾏｻｷ ﾏﾅﾌﾞ グータロウ月島 東京都 3:31:17
1353 2585 宮下 尚也 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 伊那市 3:31:23
1354 2433 渡辺 洋貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 渡辺ヒーロー勤続 箕輪町 3:31:29
1355 3488 谷口 強 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 東京 東京都 3:31:32
1356 3228 内山 茂 ｳﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 須坂市 3:31:33
1357 3606 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 3:31:35
1358 2307 岸人 徳恭 ｷｼﾝﾄﾞ ﾉﾘﾔｽ ＮＥＣ三田 東京 東京都 3:31:39
1359 3285 白子 経明 ｼﾛｺ ﾂﾈｱｷ 白子建築設計事務所 飯田市 3:31:39
1360 2010 今別府 彰太郎 ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京 千葉県 3:31:43
1361 5075 工藤 涼 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 佐久市 3:31:45
1362 7222 名和 翔 ﾅﾜ ｼｮｳ 東京都 3:31:47
1363 2582 中島 浩 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ 中島鉄筋 愛知県 3:31:51
1364 917 成井 克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 大久保歯車 神奈川県 3:31:51
1365 4099 関 朗人 ｾｷ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 3:31:52
1366 2287 篠原 好次 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ ＮＲ多摩 東京 東京都 3:31:53
1367 1307 永井 彰 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ ＤＥＲＣ 愛知県 3:31:57
1368 2506 宇都宮 博幸 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ ■たまラン会 神奈川県 3:32:03
1369 3249 大井 弘義 ｵｵｲ ﾋﾛﾖｼ 御代田町 3:32:03
1370 4611 白 胖小 ﾊｸ ﾊﾝｼｮ 東京都 3:32:09
1371 4431 廣田 渉 ﾋﾛﾀ ﾜﾀﾙ 廣田家 長野市 3:32:11
1372 5849 石田 義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ 安曇野市 3:32:14
1373 525 八鳥 伸之輔 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉大井ＲＣ 埼玉 埼玉県 3:32:16
1374 3030 会津 一磨 ｱｲﾂﾞ ｶｽﾞﾏ 別所温泉 かしわや本 上田市 3:32:16
1375 5243 小林 大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 飯綱町 3:32:17
1376 2661 篠原 康征 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 向野ＲＣ 大阪府 3:32:22
1377 4520 丸山 伸幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ＫＳ自動車 長野市 3:32:31
1378 794 出口 芳浩 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ ランナーズ９の会 大阪府 3:32:34
1379 3521 内田 育海 ｳﾁﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市 3:32:39
1380 4507 瀧澤 雅樹 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｷ 新潟県 3:32:45
1381 3168 伊藤 広明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ＫＡＣ０８４３ 愛知県 3:32:46
1382 3219 中村 裕介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ 千曲市 3:32:48
1383 1067 北原 達也 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾔ 弘法林業ＲＣ 長野 上田市 3:32:51
1384 3348 坂井 泰生 ｻｶｲ ﾔｽｵ 東京都 3:32:54
1385 2266 今村 貴志 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 松本市 3:32:57
1386 3485 山田 英俊 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京陸協 東京 東京都 3:33:02
1387 3069 宮 雅彦 ﾐﾔ ﾏｻﾋｺ 東長野病院 長野市 3:33:02
1388 2099 奥平 芳宏 ｵｸﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 3:33:02
1389 4003 福澤 健一 ﾌｸｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ トラスト英語学院 伊那市 3:33:04
1390 1301 加藤 敏博 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 参法会 東京 東京都 3:33:06
1391 3201 大嶋 篤史 ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ ＮＴＴ Ｃｏｍ 東京 東京都 3:33:06
1392 4406 山崎 史郎 ﾔﾏｻｷ ｼﾛｳ 愛知県 3:33:07
1393 8420 渡邊 哲弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ チーム北川 大阪府 3:33:07
1394 3212 渡辺 毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ ＪＡ長野八ケ岳 長野 南牧村 3:33:08
1395 2113 宮下 浩 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ ＴＥＡＭ ＲＸＬ＋ 埼玉 東京都 3:33:11
1396 4556 青木 俊樹 ｱｵｷ ﾄｼｷ 塩尻市 3:33:14
1397 4349 児玉 幸信 ｺﾀﾞﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 伊藤忠エネクス 福岡県 3:33:15
1398 3396 山崎 友輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 猫パンチング 新潟県 3:33:24
1399 4220 萩原 剛 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 養命酒 駒ヶ根工場 駒ヶ根市 3:33:27
1400 4192 間々瀬 裕 ﾏﾏｾ ﾕﾀｶ ラスタバナナ 愛知県 3:33:28
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1401 2476 橋本 浩一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ 千葉県 3:33:30
1402 3431 片庭 勇一 ｶﾀﾆﾜ ﾕｳｲﾁ ＥＰＳＯＮ 塩尻市 3:33:33
1403 3487 坂本 晃浩 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:33:44
1404 568 小川 友和 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 3:33:47
1405 2008 土田 等則 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ リコウノススメ 神奈川県 3:33:48
1406 746 山本 慶浩 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ドルフィンズ 神奈川 神奈川県 3:33:49
1407 1094 徳武 雄次郎 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長野マスターズ 長野 長野市 3:33:50
1408 640 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:34:02
1409 2180 清滝 太喜 ｷﾖﾀｷ ﾀｲｷ 千葉県 3:34:04
1410 1046 藤井 公明 ﾌｼﾞｲ ｷﾐｱｷ 東京陸協 東京 東京都 3:34:08
1411 4045 北島 孝典 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 自動車協会川崎地区 東京都 3:34:09
1412 3337 戸土 光徳 ﾄﾄﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛知 愛知県 3:34:10
1413 3165 北原 直樹 ｷﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 伊那市 3:34:12
1414 4623 加納 宏明 ｶﾉｳ ﾋﾛｱｷ 山梨県 3:34:16
1415 669 安田 昌泰 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ 東京 千葉県 3:34:21
1416 3525 高橋 栄 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 大阪府 3:34:23
1417 1275 平野 友善 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ 埼玉県 3:34:28
1418 4261 仲野 賢治 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:34:28
1419 2687 渡部 学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 秋田県 3:34:33
1420 951 柳瀬 禎男 ﾔﾅｾ ﾀﾀﾞｵ ＲｕｎＱ 東京都 3:34:34
1421 3461 村尾 知博 ﾑﾗｵ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 3:34:35
1422 4523 室岡 隆 ﾑﾛｵｶ ﾀｶｼ 群馬県 3:34:36
1423 3465 満田 敏裕 ﾐﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 3:34:40
1424 2334 小柳 恵太 ｵﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 新潟県 3:34:41
1425 3295 垣内 岳 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪町 3:34:44
1426 8185 福浦 敦彦 ﾌｸｳﾗ ｱﾂﾋｺ ＪＲ貨物信濃ＲＣ 松本市 3:34:46
1427 3548 坂口 剛啓 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 三重県 3:34:48
1428 4233 東 勉 ﾋｶﾞｼ ﾂﾄﾑ 木曽消防署 木曽町 3:34:48
1429 4108 設永 昌広 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:34:54
1430 2252 戸田 雄太 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ 長野市 長野市 3:34:56
1431 2539 青山 努 ｱｵﾔﾏ ﾂﾄﾑ 牛久走友会 茨城県 3:34:58
1432 863 松林 洋志 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東御市 3:34:58
1433 2648 常田 忠博 ﾄｷﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ Ａｓｔｅｍｏ猿飛 上田市 3:34:59
1434 4269 山崎 諭 ﾔﾏｻｷ ｻﾄｼ 大阪府 3:35:02
1435 4524 北澤 昭彦 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾋｺ 日本ランナーズ多摩 東京 神奈川県 3:35:04
1436 1194 稲見 晃宏 ｲﾅﾐ ｱｷﾋﾛ ＲＯＵＮＤ５ 静岡 静岡県 3:35:06
1437 3145 大野 伸也 ｵｵﾉ ｼﾝﾔ 兄けんじ 新潟県 3:35:06
1438 5689 高山 渡 ﾀｶﾔﾏ ﾜﾀﾙ 昭和商事 松本市 3:35:08
1439 4258 池内 誠 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ 新潟県 3:35:11
1440 4143 中山 敏一 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 上田市 3:35:16
1441 686 山岸 陽介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｳｽｹ ＰＴＣ 埼玉県 3:35:16
1442 2500 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:35:20
1443 3620 森泉 哲 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 愛知県 3:35:23
1444 4191 蛯原 康友 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾔｽﾄﾓ 茨城県 3:35:26
1445 7188 武居 大志 ﾀｹｲ ﾀｲｼ 塩尻市 3:35:26
1446 2434 塚田 竜也 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 長野市 3:35:28
1447 4447 塩川 崇 ｼｵｶﾜ ﾀｶｼ 長野市 3:35:34
1448 490 乙村 直人 ｵﾄﾑﾗ ﾅｵﾄ ＴＫＧ 京都府 3:35:36
1449 3545 行平 雅彦 ﾕｷﾋﾗ ﾏｻﾋｺ 愛知県 3:35:38
1450 995 高原 善広 ﾀｶﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 3:35:42
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1451 4417 榑沼 基章 ｸﾚﾇﾏ ﾓﾄｱｷ ＭＭＣ 松本市 3:35:43
1452 3135 古林 健太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ カニマラソン部 愛知県 3:35:43
1453 2344 中村 桂山 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｻﾞﾝ 東京都 3:35:44
1454 3474 岩波 博史 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｼ 足湯＋ 諏訪市 3:35:44
1455 3062 小澤 正敬 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 松本市立病院 松本市 3:35:47
1456 2297 森川 直人 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾄ ＭＡＣ 岡山県 3:35:55
1457 3608 鶴巻 剛 ﾂﾙﾏｷ ﾀｹｼ リコージャパン 上田市 3:35:58
1458 3549 中村 靖 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 埼玉県 3:35:59
1459 5301 柳沼 真行 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾏｻﾕｷ 宝来屋本店 福島県 3:36:02
1460 2633 千原 歩 ﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 大阪教育大学 奈良県 3:36:03
1461 2202 木村 忠美 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾐ 松本市 3:36:03
1462 5712 西脇 健治 ﾆｼﾜｷ ｹﾝｼﾞ 三菱電機 長野市 3:36:03
1463 2326 山崎 孝行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:36:05
1464 7163 有賀 滉 ｱﾙｶﾞ ｱｷﾗ 東京都 3:36:06
1465 3401 濱谷 英輝 ﾊﾏﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 3:36:08
1466 3066 横澤 信泉 ﾖｺｻﾜ ﾉﾌﾞﾓﾄ 日立Ａｓｔｅｍｏ東御 青木村 3:36:11
1467 2022 野村 祐介 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 熊谷総合病院 東京 埼玉県 3:36:11
1468 2630 井上 卓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ ランニングデポ 神奈川 神奈川県 3:36:13
1469 4615 松本 浩直 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅｵ 東京都 3:36:13
1470 5382 加藤 知巳 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 多治見ランナーズ 岐阜県 3:36:14
1471 4536 牧 孝和 ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 須坂市 3:36:15
1472 3195 鈴木 晃二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 中部精機 岐阜 岐阜県 3:36:17
1473 2458 古幡 雄輝 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 熊谷製麺 松本市 3:36:18
1474 934 丸山 豊文 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾖﾌﾐ ＳＡＫＵ乱ＨＴＦ 佐久市 3:36:22
1475 2345 田中 秀一 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｲﾁ 愛知県 3:36:24
1476 3417 山下 尚彦 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋｺ 愛知県 3:36:28
1477 2548 萩原 靖 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾔｽｼ 神奈川県 3:36:28
1478 5129 菊池 将央 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾋｻ ＪＡ長野八ヶ岳 小海町 3:36:29
1479 4683 安田 貴志 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ 石川県 3:36:30
1480 3038 堀 義晴 ﾎﾘ ﾖｼﾊﾙ 戸田建設株式会社 愛知県 3:36:34
1481 11009 光島 直希 ﾐﾂｼﾏ ﾅｵｷ 東京都 3:36:36
1482 3081 岡田 裕司 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野市 3:36:40
1483 2321 三浦 淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ きたながのＲＣ 神奈川県 3:36:40
1484 4022 小松 滋 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 走る．ｋｏｍ 千葉県 3:36:42
1485 3184 細山 幹夫 ﾎｿﾔﾏ ﾐｷｵ 絆４７ 長野市 3:36:46
1486 805 小林 健人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 上水内駅伝部 長野 長野市 3:36:46
1487 1172 若井 栄一 ﾜｶｲ ｴｲｲﾁ 十日町地域消防署 新潟 新潟県 3:36:47
1488 1076 柳澤 英昭 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ プルデンシャル 長野市 3:36:50
1489 535 小林 宏規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 新国立劇場 東京 東京都 3:36:50
1490 2035 古橋 由崇 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 3:36:51
1491 3077 八木 伸介 ﾔｷﾞ ｼﾝｽｹ ＲＤＣ 東京 東京都 3:36:52
1492 2152 佐々木 達也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 市川精機 長野市 3:36:57
1493 7156 池田 修平 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 3:37:00
1494 2701 藤原 寛司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝｼﾞ 福岡県 3:37:00
1495 2330 清水 彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ ＳＬＤＲＣ 神奈川県 3:37:01
1496 3209 小貫 崇 ｵﾇｷ ﾀｶｼ エアラン東京 東京都 3:37:04
1497 3408 宮尾 淳矢 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ かもしか倶楽部 長野 長野市 3:37:13
1498 2038 栗原 信行 ｸﾘﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 3:37:15
1499 3089 牧 航平 ﾏｷ ｺｳﾍｲ ＮＨＫ高知 高知県 3:37:16
1500 888 本多 雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡県 3:37:20
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1501 4487 大平 仁 ｵｵﾋﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:37:20
1502 2578 中村 邦彦 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 河津町役場 静岡県 3:37:21
1503 4235 腰原 弘之 ｺｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 松本市 3:37:24
1504 3546 福嶋 邦章 ﾌｸｼﾏ ｸﾆｱｷ 豊通ジョギング 愛知県 3:37:29
1505 2353 塚田 淳 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 信州トレマン 長野市 3:37:35
1506 2654 加藤 幸裕 ｶﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 3:37:37
1507 1213 関 裕一 ｾｷ ﾕｳｲﾁ サンリン 千曲市 3:37:43
1508 4624 及川 健一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 新潟県 3:37:44
1509 5505 佐藤 大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 3:37:46
1510 1305 浅井 昇 ｱｻｲ ﾉﾎﾞﾙ 多治見ランナーズ 岐阜 岐阜県 3:37:48
1511 738 森本 俊樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼｷ 東京都 3:37:49
1512 3380 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京 東京都 3:37:52
1513 2684 野澤 晃司 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:37:59
1514 2569 花市 祐介 ﾊﾅｲﾁ ﾕｳｽｹ Ｓ＆Ｅ 京都府 3:38:01
1515 2485 丸山 季浩 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ ランコネ 大阪 大阪府 3:38:02
1516 5214 楜澤 岳郎 ｸﾙﾐｻﾜ ﾀｹｵ 佐久市 3:38:06
1517 2278 鈴木 直也 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ 鈴木ランニング 愛知県 3:38:08
1518 3205 松本 紘幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ フジテック 石川県 3:38:10
1519 3352 森岡 浩司 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ トヨタ自動車 愛知県 3:38:11
1520 3331 宮向 裕一 ﾐﾔﾑｶｲ ﾕｳｲﾁ 石川県 3:38:13
1521 4122 大谷 晃司 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ 東京都 3:38:13
1522 5078 天野 敦 ｱﾏﾉ ｱﾂｼ 千葉県 3:38:13
1523 5405 山口 希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ 株式会社十一屋 安曇野市 3:38:16
1524 2318 長谷川 浩二 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ ＣＲ２中日本 愛知 愛知県 3:38:17
1525 2132 畠山 法夫 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉﾘｵ 長野市 3:38:17
1526 2586 丸山 一二三 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾌﾐ 長野マラソンクラブ 長野市 3:38:19
1527 3434 大葉 康弘 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京陸協 東京 東京都 3:38:20
1528 626 吉沢 健 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝ 樂走組 東京 神奈川県 3:38:20
1529 2303 中尾 拓司 ﾅｶｵ ﾀｸｼﾞ 大阪陸協 大阪 大阪府 3:38:32
1530 1202 森岡 大智 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾄﾓ 東京都 3:38:38
1531 2614 宮本 博昭 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 富山陸協 富山 富山県 3:38:40
1532 3293 王 才本 ｵｳ ｻｲﾎﾝ ＭＧＣ 神奈川県 3:38:41
1533 5235 阿部 宣彦 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 適正露出委員会 長野市 3:38:42
1534 2676 永谷 三樹夫 ﾅｶﾞﾔ ﾐｷｵ 愛知県 3:38:43
1535 1145 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野市 3:38:44
1536 3010 横山 太郎 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾛｳ ランフィールド 東京都 3:38:46
1537 7143 原 滋俊 ﾊﾗ ｼｹﾞﾄｼ 北陽建設株式会社 大町市 3:38:47
1538 1293 鈴木 智良 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾖｼ Ｎａｋａｍｏｏ 千葉県 3:38:49
1539 2656 井上 雅治 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾊﾙ 松庵ＣＬＵＢ 東京都 3:38:49
1540 3447 桜井 俊哉 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾔ 上田市 3:38:50
1541 4028 鈴木 早実 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾐ 愛知県 3:38:52
1542 9212 ＣＨＥＮＧＸＵＥ ＪＩＮ 東京都 3:38:52
1543 2439 小林 法元 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾓﾄ 長野赤十字病院 松本市 3:38:55
1544 2464 赤尾 佳則 ｱｶｵ ﾖｼﾉﾘ 豊洲ＲＣ 東京都 3:38:55
1545 3573 深山 憲久 ﾌｶﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 神奈川県 3:38:56
1546 3232 池田 清太郎 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ つば九郎軍団 埼玉県 3:38:59
1547 2590 金沢 信隆 ｶﾅｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 3:39:03
1548 3215 海田 学 ｶｲﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ＡＷＡＫＥ 石川県 3:39:04
1549 5557 澤田 吉隆 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 3:39:05
1550 4168 田中 篤 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 松本市 3:39:05
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1551 4488 水島 飛翔 ﾐｽﾞｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 山梨県 3:39:07
1552 2149 川本 英 ｶﾜﾓﾄ ｴｲ 新潟県 3:39:07
1553 3206 関屋 正康 ｾｷﾔ ﾏｻﾔｽ 東京 東京都 3:39:07
1554 2556 杉山 善文 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ まるお製作所ＲＣ 神奈川県 3:39:09
1555 3190 城野 守智 ｼﾞｮｳﾉ ﾓﾘﾄｼ 愛媛県 3:39:09
1556 843 須藤 脩 ｽﾄｳ ｵｻﾑ 東京都 3:39:11
1557 3217 宮本 雄真 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 愛知県 3:39:14
1558 3242 原 秀紀 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ ちいむもみじ 南箕輪村 3:39:17
1559 4010 関崎 直樹 ｾｷｻﾞｷ ﾅｵｷ 天寿堂 松本市 3:39:23
1560 3040 佐々木 賢治 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 群馬県 3:39:24
1561 3351 多田 浩則 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京陸協 東京 東京都 3:39:26
1562 3222 阿部 浩 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 山形県 3:39:27
1563 4434 進藤 薫 ｼﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ 山梨県 3:39:36
1564 4389 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟県 3:39:40
1565 2689 漆瀬 成 ｳﾙｾ ｼｹﾞﾙ 千葉県 3:39:41
1566 3446 岡部 一宏 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 3:39:44
1567 3598 大澤 章孝 ｵｵｻﾜ ｱｷﾀｶ 埼玉県 3:39:45
1568 2629 米林 聡 ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 埼玉県 3:39:47
1569 1285 田村 大志 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ チームＴ＆Ｍ 新潟県 3:39:48
1570 2662 大浦 修 ｵｵｳﾗ ｵｻﾑ 愛知県 3:39:50
1571 4093 高木 昌彦 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 3:39:50
1572 2146 佐久間 誠司 ｻｸﾏ ｾｲｼﾞ ゆっくり走ろう 静岡 静岡県 3:39:50
1573 2365 飯田 和也 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ｅＡ愛知 愛知 愛知県 3:39:54
1574 4356 若尾 聖 ﾜｶｵ ｻﾄﾙ 埼玉県 3:39:57
1575 2695 廣幡 康祐 ﾋﾛﾊﾀ ﾔｽﾋﾛ 広島県 3:39:58
1576 2470 吉沢 龍彦 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 山梨県 3:39:59
1577 2247 笹本 浩司 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 3:40:00
1578 1032 遠藤 健 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 東京都 3:40:00
1579 2017 田守 洋介 ﾀﾓﾘ ﾖｳｽｹ 大阪府 3:40:04
1580 3225 岩崎 洋士 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ アマダ 東京 群馬県 3:40:06
1581 3002 小木曽 武史 ｵｷﾞｿ ﾀｹｼ 八十二銀行 駒ヶ根市 3:40:07
1582 4662 五十嵐 悟 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾙ あなうまＡＣ 神奈川県 3:40:11
1583 2559 依田 賢尋 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮原酸素 長野 長野市 3:40:14
1584 2397 花森 英輔 ﾊﾅﾓﾘ ｴｲｽｹ 富山県 3:40:15
1585 4178 木内 太郎 ｷｳﾁ ﾀﾛｳ 飯田市 3:40:17
1586 1090 谷川 秀樹 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ＤＳＫ諏訪 諏訪市 3:40:19
1587 2705 萱森 理一 ｶﾔﾓﾘ ﾘｲﾁ 新潟県 3:40:20
1588 3161 水野 義和 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 3:40:21
1589 7311 花輪 洋弥 ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾔ 長野市 3:40:25
1590 2304 中澤 昌久 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｻ チームのこのこ 松本市 3:40:27
1591 4358 三浦 正樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ ＲＳＴ－ＴＣ 愛知県 3:40:32
1592 3492 高木 駿 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 東京都 3:40:36
1593 5725 井出 和哉 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 上田市 3:40:37
1594 3157 小高 敏裕 ｺﾀﾞｶ ﾄｼﾋﾛ 宮城 神奈川県 3:40:38
1595 4047 秋本 猛 ｱｷﾓﾄ ﾀｹｼ サリーズ 富山県 3:40:38
1596 851 北村 暁彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ 株式会社 後藤組 新潟県 3:40:38
1597 618 田中 勝己 ﾀﾅｶ ｶﾂﾐ ミリカＡＣ 福岡 福岡県 3:40:39
1598 5674 中野 博之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:40:40
1599 3415 村瀬 淳 ﾑﾗｾ ｱﾂｼ 愛知県 3:40:43
1600 3564 大西 秀明 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 3:40:43
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1601 4197 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 3:40:45
1602 3400 花崎 哲也 ﾊﾅｻｷ ﾃﾂﾔ ＨＭＴ 長野市 3:40:48
1603 4616 椚谷 博 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 高森町 3:40:48
1604 3603 江口 和輝 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 駄菓子屋倶楽部 長野市 3:40:50
1605 5582 箭内 将人 ﾔﾅｲ ﾏｻﾄ ライズウィル 千葉県 3:40:51
1606 2185 諸角 泰裕 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ ドゥカティ９９６Ｒ 愛知県 3:40:53
1607 2609 福井 秀明 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木県 3:40:53
1608 3254 種田 達也 ﾀﾈﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京 東京都 3:40:55
1609 3287 竹本 和貴 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞｷ ポップライン 東京都 3:40:58
1610 3340 大濱 徹 ｵｵﾊﾏ ﾄｵﾙ 愛知県 3:40:58
1611 2490 岩本 剛成 ｲﾜﾓﾄ ｺﾞｳｾｲ 東京ｂａｙＲＣ 千葉県 3:40:58
1612 1085 石原 忠 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ ＲＣ北御牧 東御市 3:41:00
1613 523 長岡 淳 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｭﾝ パンダ大好き 東京 神奈川県 3:41:01
1614 3490 丹羽 正明 ﾆﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県 3:41:02
1615 3539 橋本 篤 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川県 3:41:04
1616 1034 青木 玄 ｱｵｷ ｹﾞﾝ 別所沼スマイルＲＣ 埼玉 埼玉県 3:41:07
1617 2214 高山 孝雄 ﾀｶﾔﾏ ﾀｶｵ 埼玉陸協 埼玉 埼玉県 3:41:09
1618 3193 竹本 睦弘 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ チーム三ちゃん 埼玉県 3:41:11
1619 2021 中島 浩一 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 水ラン倶楽部 長野市 3:41:13
1620 7078 橋爪 徹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｵﾙ 伊那市 3:41:15
1621 4096 岩本 隆司 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 3:41:17
1622 1005 藤澤 孝司 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ 三重県 3:41:20
1623 5020 横内 貴 ﾖｺｳﾁ ﾀｶｼ チーム青葉 松本市 3:41:21
1624 4364 加藤 充純 ｶﾄｳ ﾀｶｽﾞﾐ グランペール 愛知県 3:41:22
1625 5818 石川 直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 日本イーライリリー 東京都 3:41:22
1626 3353 伊藤 景範 ｲﾄｳ ｶｹﾞﾉﾘ チームＴ＆Ｍ 新潟 新潟県 3:41:25
1627 2361 奥村 修平 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 京都府 3:41:25
1628 3141 小林 和広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 3:41:26
1629 4383 児島 良佑 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都 3:41:30
1630 4618 清水 天平 ｼﾐｽﾞ ﾃﾝﾍﾟｲ 長野中央病院 長野市 3:41:30
1631 4124 伊藤 和司 ｲﾄｳ ｶｽﾞｼ 三重県 3:41:31
1632 5896 瀧本 明生 ﾀｷﾓﾄ ｱｷｵ 長野市 3:41:34
1633 2073 徳田 吉広 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 妙高ランクラブ 新潟県 3:41:34
1634 2091 和田 崇史 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 奈良県 3:41:34
1635 7102 田中 俊朗 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ 新潟ランナーズ 新潟県 3:41:40
1636 5470 渡邉 文敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾄｼ 飯田市 3:41:41
1637 2281 杉村 久雄 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ エスアスリーツ 静岡県 3:41:42
1638 3297 田中 友和 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ システムアイ 神奈川県 3:41:43
1639 2484 久野 裕史 ｸﾉ ﾋﾛｼ チーム鯛焼き 大阪府 3:41:44
1640 4530 大西 航平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ ｅＡ大阪 大阪 大阪府 3:41:44
1641 2547 鷲津 隆 ﾜｼﾂﾞ ﾀｶｼ 新潟県 3:41:46
1642 2285 鈴木 英至 ｽｽﾞｷ ｴｲｼ 三重 三重県 3:41:48
1643 3221 田村 仲雄 ﾀﾑﾗ ﾅｶｵ 長野電子 長野市 3:41:49
1644 2465 横村 隆 ﾖｺﾑﾗ ﾀｶｼ さいたま走友会 埼玉 埼玉県 3:41:49
1645 2643 平澤 圭介 ﾋﾗｻﾜ ｹｲｽｹ 福岡県 3:41:51
1646 3101 熊代 陽一郎 ｸﾏｼﾛ ﾖｳｲﾁﾛｳ ＮＤＦｓｒ 中野市 3:41:51
1647 2691 渡辺 康博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 3:41:52
1648 2479 徳嵩 文男 ﾄｸﾀｹ ﾌﾐｵ ＨＩＯＫＩ 長野 上田市 3:41:54
1649 2036 杉本 陽太 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳﾀ 長野市 3:41:59
1650 7474 小笠原 勝 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾙ 東京都 3:42:00
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1651 4059 内山 郁夫 ｳﾁﾔﾏ ｲｸｵ 愛知県 3:42:03
1652 2167 磯村 国生 ｲｿﾑﾗ ｸﾆｵ メルシャン別所沼 埼玉県 3:42:03
1653 5788 安藤 道彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾋｺ 松本市 3:42:07
1654 3087 小林 千尋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 千葉県 3:42:10
1655 683 鶴 一磨 ﾂﾙ ｶｽﾞﾏ ＴｅａｍＭ×Ｋ 東京 神奈川県 3:42:10
1656 2513 水頭 正晴 ﾐｽﾞｶﾞｼﾗ ﾏｻﾊﾙ 長崎県 3:42:14
1657 9210 中野 和輝 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ ＨＫＴ５８ 長野市 3:42:14
1658 4638 金子 光延 ｶﾈｺ ﾐﾂﾉﾌﾞ ＫＴＺ３７ｔｈ 東京都 3:42:15
1659 5761 永井 一禎 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾖｼ ＮＤＰＰＯ 諏訪市 3:42:15
1660 632 吉川 崇志 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｼ 富山 富山県 3:42:17
1661 1133 上村 英生 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 千葉 千葉県 3:42:17
1662 2419 向山 洋一郎 ﾑｶｲﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高嶺走友会 長野市 3:42:17
1663 2678 亀井 哲也 ｶﾒｲ ﾃﾂﾔ クラブエムエスアール 富山 富山県 3:42:19
1664 11066 大矢 祐輔 ｵｵﾔ ﾕｳｽｹ 下條村 3:42:21
1665 2196 猪熊 正美 ｲﾉｸﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 3:42:21
1666 4071 大島 晃 ｵｵｼﾏ ｱｷﾗ 新潟県 3:42:22
1667 5090 大野 吉治 ｵｵﾉ ﾖｼﾊﾙ 東京都 3:42:25
1668 361 萩原 耕一郎 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京 東京都 3:42:31
1669 2212 福田 六花 ﾌｸﾀﾞ ﾘｯｶ リスタート 東京 山梨県 3:42:34
1670 1049 吉岡 泰治 ﾖｼｵｶ ﾀｲｼﾞ 東京都 3:42:37
1671 4664 高橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:42:37
1672 8201 槻木 孝洋 ﾂｷﾉｷ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 3:42:38
1673 1108 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 静岡県 3:42:39
1674 3117 小林 一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ ＪＴＢ登山部 東京都 3:42:41
1675 2688 竹前 亘 ﾀｹﾏｴ ﾜﾀﾙ 茨城県 3:42:47
1676 2102 鈴木 献 ｽｽﾞｷ ｻｻｸﾞ 神奈川県 3:42:48
1677 3458 山本 正樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良県社会保険労務士 奈良県 3:42:55
1678 3003 伊集院 琢磨 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｸﾏ 庄内ＲＵＮ３ 愛知県 3:42:55
1679 2528 田野尻 俊郎 ﾀﾉｼﾞﾘ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 3:42:56
1680 4097 井上 浩 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 東京都 3:43:00
1681 2436 竹内 保洋 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 3:43:09
1682 2271 浜野 弘行 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ 美走ＲＣ 東京 千葉県 3:43:13
1683 4092 小野澤 洋二 ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ エアラン東京 東京 東京都 3:43:15
1684 2628 田島 行雄 ﾀｼﾞﾏ ﾕｷｵ 桐生走ろう会 栃木県 3:43:17
1685 7285 橋詰 一真 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｽﾞﾏ 長野県警察 長野市 3:43:18
1686 8034 永高 正人 ｴｲﾀｶ ﾏｻﾄ チームポッポ～ 山梨県 3:43:20
1687 5076 熊谷 司 ｸﾏｶﾞｲ ﾂｶｻ 須坂市 3:43:27
1688 3173 平野 寛幸 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 3:43:27
1689 3423 小林 勇亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 長野市 3:43:33
1690 2680 村田 英之 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 八十二リース 長野市 3:43:33
1691 3601 吉越 善広 ﾖｼｺﾞｴ ﾖｼﾋﾛ 炭平４０８ 長野市 3:43:34
1692 3076 小暮 哲夫 ｺｸﾞﾚ ﾃﾂｵ 東京都 3:43:35
1693 970 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ ローソンストア 東京都 3:43:37
1694 3445 清水 敏昭 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 東京都 3:43:37
1695 3379 八幡 正勝 ﾔﾊﾀ ﾏｻｶﾂ 茅ヶ崎市役所 神奈川 神奈川県 3:43:40
1696 2696 伊東 治幸 ｲﾄｳ ﾊﾙﾕｷ 東京都 3:43:41
1697 4667 西野 徹 ﾆｼﾉ ﾄｵﾙ 金沢市近岡町生産組合 石川県 3:43:43
1698 947 富井 桂志 ﾄﾐｲ ｹｲｼﾞ 東京都庁 神奈川県 3:43:45
1699 5065 市田 貴昭 ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｱｷ 愛知県 3:43:48
1700 2531 大河原 譲 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｽﾞﾙ 高田走ろう会 新潟県 3:43:48
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1701 2371 峰村 一生 ﾐﾈﾑﾗ ｲｯｾｲ 猫パンチング 新潟県 3:43:48
1702 5236 千葉 泰成 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾏｻ 山梨県 3:43:48
1703 3511 大藤 勝美 ｵｵﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 小笠山ＲＣ 静岡県 3:43:51
1704 2509 市村 秀行 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ いっちー 東京都 3:43:53
1705 3034 橋詰 聡史 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾄｼ 上田市 3:44:02
1706 2453 高原 一公 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ Ｒ×Ｌプラス 埼玉 兵庫県 3:44:04
1707 4428 牧野 元拓 ﾏｷﾉ ｹﾞﾝﾀｸ 長野市 3:44:06
1708 4202 後藤 仁士 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 愛知県 3:44:06
1709 2423 大池 遼 ｵｵｲｹ ﾘｮｳ ＳＡＫＵ乱 小諸市 3:44:08
1710 4463 山上 晃司 ﾔﾏｶﾐ ｺｳｼﾞ 長野市 3:44:10
1711 3427 和田 勝幸 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:44:11
1712 5289 城子 俊之 ｼﾛｺ ﾄｼﾕｷ 上田市 3:44:13
1713 3609 高野 隆之 ﾀｶﾉ ﾀｶﾕｷ よなよな走行会 軽井沢町 3:44:16
1714 2637 門間 哲雄 ﾓﾝﾏ ﾃﾂｵ 東京都 3:44:18
1715 3068 小池 直 ｺｲｹ ﾅｵ マクロミル 東京都 3:44:19
1716 2545 大沼 幸太郎 ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ 農耕馬 東京都 3:44:19
1717 5085 井手 芳具 ｲﾃﾞ ﾖｼﾄﾓ 福岡県 3:44:20
1718 3528 岩岡 健太郎 ｲﾜｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 伊那市 3:44:20
1719 4126 中山 陽央 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 豪傑になり隊 愛知県 3:44:21
1720 4115 湯澤 清隆 ﾕｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 3:44:21
1721 5001 齋藤 俊行 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 3:44:24
1722 4298 傳田 雅也 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ エヌエフディー 長野市 3:44:24
1723 5359 市原 智憲 ｲﾁﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 3:44:25
1724 4182 佐々木 俊典 ｻｻｷ ﾄｼﾉﾘ 富山県 3:44:26
1725 2525 宮崎 諭 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川県 3:44:27
1726 2125 和田 英弥 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾔ 静岡県 3:44:27
1727 2495 前田 稔 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 菰野ランニングクラブ 三重県 3:44:28
1728 3292 水場 和輝 ﾐｽﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾃﾙ 大阪陸協 大阪 大阪府 3:44:28
1729 802 森下 道人 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁﾋﾄ ＡＢＴＲ 静岡県 3:44:29
1730 3127 熊井 清晃 ｸﾏｲ ｷﾖｱｷ 栃木県 3:44:32
1731 4467 網倉 博 ｱﾐｸﾗ ﾋﾛｼ エルハウス 松本市 3:44:32
1732 3567 髙橋 守道 ﾀｶﾊｼ ﾓﾘﾐﾁ 大阪府 3:44:33
1733 4049 植原 康典 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 安曇野市 3:44:34
1734 7034 田尻 皓基 ﾀｼﾞﾘ ｺｳｷ 須坂市 3:44:36
1735 4395 藤尾 知道 ﾌｼﾞｵ ﾄﾓﾐﾁ 東京陸上競技協会 東京 東京都 3:44:37
1736 2508 寺西 徹 ﾃﾗﾆｼ ﾄｵﾙ 富山県 3:44:41
1737 1291 林 炳秀 ﾘﾝ ﾍｲｼｭｳ 東京都 3:44:46
1738 3185 滝沢 秀行 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 四五六会 岡谷市 3:44:46
1739 3367 原田 尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾋｻｼ カネマ産商 須坂市 3:44:47
1740 2575 柳川 俊之 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 3:44:49
1741 3558 宮嶋 弘樹 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ エプソン 松本市 3:44:51
1742 2350 鹿山 和義 ｶﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ バジッコラ 大阪 神奈川県 3:44:52
1743 2720 岩下 俊彦 ｲﾜｼﾀ ﾄｼﾋｺ ４０＆５０よろこんで 長野市 3:44:52
1744 3059 長崎 将利 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｻﾄｼ 松本Ｒｕｎらんクラブ 塩尻市 3:44:53
1745 2491 市川 祥平 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾍｲ ＳＭＩＬＥＹ 静岡県 3:44:54
1746 4087 山本 玲緒奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾅ ザ・スペース 神奈川県 3:44:55
1747 2115 米澤 誠 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｺﾄ ＨＯＫＵＴＯ＆ＴＲＹ 富山県 3:44:56
1748 4316 松島 智一 ﾏﾂｼﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 3:44:56
1749 3519 外園 太郎 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀﾛｳ 神奈川県 3:44:57
1750 3436 宮下 翼 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯綱町 3:44:58
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1751 5079 山戸 満男 ﾔﾏﾄ ﾐﾂｵ マツダ 広島県 3:44:59
1752 4299 井口 和幸 ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 3:45:03
1753 2208 梅村 真 ｳﾒﾑﾗ ﾏｺﾄ アドバンス 東京都 3:45:04
1754 4230 大内 喜徳 ｵｵｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 光が丘ＯＳクラブ 東京都 3:45:07
1755 3584 林 雄大 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ リコウノススメ 千葉県 3:45:09
1756 2450 大井 成介 ｵｵｲ ｼｹﾞﾕｷ 成田ランハイ 千葉県 3:45:11
1757 7270 高麗 貴志 ｺｳﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 3:45:12
1758 3543 江原 大悟 ｴﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 上州山楽走 群馬県 3:45:12
1759 1062 上野 陽介 ｳｴﾉ ﾖｳｽｹ 富士通 神奈川 神奈川県 3:45:14
1760 3449 鈴木 達夫 ｽｽﾞｷ ﾀﾂｵ 愛知県 3:45:15
1761 2682 中澤 圭一 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 慶應あらばしり 神奈川県 3:45:15
1762 5588 山崎 超 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾙ 新潟県 3:45:16
1763 2512 戸塚 禎靖 ﾄﾂｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県 3:45:20
1764 3267 松澤 祐介 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 樹鈴頑張る 飯山市 3:45:21
1765 3467 丸山 浩平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 東京都 3:45:22
1766 3577 新実 雄大 ﾆｲﾉﾐ ﾀｹﾋﾛ 碧南特殊機械 愛知県 3:45:25
1767 842 中田 匡俊 ﾅｶﾀ ﾏｻﾄｼ 村山サブスリー 長野市 3:45:25
1768 9159 高野 哲生 ﾀｶﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 3:45:29
1769 3322 木村 康司 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ きりん堂 東京都 3:45:31
1770 2328 森山 雅裕 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:45:34
1771 4437 内田 良司 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 3:45:37
1772 4001 宮入 智彦 ﾐﾔｲﾘ ﾄﾓﾋｺ しんきょうネット 千曲市 3:45:37
1773 7202 丸山 良幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 長野県警 長野市 3:45:37
1774 4109 滝田 哲也 ﾀｷﾀ ﾃﾂﾔ 福島県 3:45:42
1775 2632 根村 信洋 ﾈﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京 松本市 3:45:45
1776 2596 望月 良昭 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼｱｷ 静岡県 3:45:45
1777 3151 江坂 浩紀 ｴｻﾞｶ ﾋﾛｷ 愛知県 3:45:47
1778 4600 山﨑 博一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 長野市 3:45:47
1779 2339 望月 朋彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾋｺ ＳＡＮＡＧＥ 愛知県 3:45:51
1780 4086 伊藤 薫一 ｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 東京都 3:45:53
1781 691 平井 聡 ﾋﾗｲ ｻﾄｼ 横浜市陸協 神奈川 神奈川県 3:45:56
1782 2541 鳥海 義一 ﾄﾘｳﾐ ﾖｼｲﾁ 埼玉県 3:46:00
1783 9063 桐原 洋平 ｷﾘﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 東京都 3:46:01
1784 809 大峽 貴道 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ ランナラーズ黄 長野 富山県 3:46:01
1785 5188 鮎沢 政文 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 長野市 3:46:02
1786 3306 山田 隆夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 刀水倶楽部 東京 埼玉県 3:46:02
1787 2608 大下 重法 ｵｵｼﾀ ｼｹﾞﾉﾘ 三重県 3:46:03
1788 4103 寺嶋 信之 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県 3:46:04
1789 5465 市川 朝一郎 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ わんぽぽ 千葉県 3:46:05
1790 4193 倉沢 佳樹 ｸﾗｻﾜ ﾖｼｷ 高見澤上田事業所 上田市 3:46:08
1791 3428 一島 雅士 ｲﾁｼﾞﾏ ﾏｻｼ 沖縄県 3:46:09
1792 5334 小林 恵祐 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 佐久穂町 3:46:09
1793 3204 北野 慎一 ｷﾀﾉ ｼﾝｲﾁ 愛知県 3:46:10
1794 2394 今溝 秀雄 ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾃﾞｵ 南安曇農業高校教員 長野 長野市 3:46:11
1795 1072 安藤 文人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 3:46:13
1796 2389 清水 秀樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 3:46:17
1797 3385 柳澤 淳一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 3:46:18
1798 4614 塩田 康介 ｼｵﾀﾞ ｺｳｽｹ 愛知県 3:46:19
1799 2069 池田 朗長 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 3:46:23
1800 2642 森田 健明 ﾓﾘﾀ ﾀｹｱｷ 大阪魂 大阪府 3:46:25
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1801 4353 荻原 健司 ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ ★ＮＡＧＡＮＯ★ 長野市 3:46:28
1802 7274 西谷 友孝 ﾆｼﾀﾆ ﾄﾓﾉﾘ 塩尻市 3:46:29
1803 2388 宮下 一幸 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 塩尻市 3:46:30
1804 5438 白根 信人 ｼﾗﾈ ﾉﾌﾞﾄ 東京都 3:46:30
1805 11006 岡部 穏 ｵｶﾍﾞ ﾔｽｷ 埼玉県 3:46:31
1806 2663 濱崎 哲也 ﾊﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 大阪陸協 大阪府 3:46:31
1807 4602 渡部 修二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾕｳｼﾞ 塩尻市 3:46:33
1808 4639 森下 裕之 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾕｷ ＲＵＮＵＰ岐阜 岐阜県 3:46:33
1809 4107 岡本 克也 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 北海道 3:46:38
1810 939 田中 俊夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ 徳島大学 徳島 徳島県 3:46:38
1811 2373 小川 静幸 ｵｶﾞﾜ ｼｽﾞﾕｷ クラブＲ２中日本 愛知 石川県 3:46:38
1812 4348 荒川 恭昌 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾏｻ 東京都 3:46:41
1813 3313 西川 健一 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 愛知県 3:46:45
1814 4120 細川 幸扶 ﾎｿｶﾜ ﾕｷｦ 富山県 3:46:50
1815 2377 松井 徹也 ﾏﾂｲ ﾃﾂﾔ 東京陸協 東京 東京都 3:46:52
1816 4011 小倉 清孝 ｵｸﾞﾗ ｷﾖﾀｶ 安曇野市 3:46:56
1817 4436 佐藤 幸太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 埼玉県 3:46:58
1818 7173 疋田 雄一 ﾋｷﾀ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 3:46:58
1819 2492 関 一孝 ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ フロイント 東京 東京都 3:47:00
1820 3516 畠山 聡 ﾊﾀｹﾔﾏ ｿｳ 東京都 3:47:00
1821 2406 川田 祐治 ｶﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 浦和マラソン部 東京 埼玉県 3:47:03
1822 2494 竹山 誠二 ﾀｹﾔﾏ ｾｲｼﾞ トゥインクルスター 東京都 3:47:05
1823 4226 尾花 朋也 ｵﾊﾞﾅ ﾄﾓﾔ まるお製作所ＲＣ 埼玉県 3:47:05
1824 4069 西本 誠良 ﾆｼﾓﾄ ｾｲﾘｮｳ 兵庫県 3:47:07
1825 3154 今村 昭二郎 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｼﾞﾛｳ チーム三水会 東京都 3:47:12
1826 4584 加藤 功甫 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 神奈川県 3:47:13
1827 3244 堂本 渉太 ﾄﾞｳﾓﾄ ｼｮｳﾀ 千葉県 3:47:15
1828 3298 松崎 正男 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻｵ 高知県 3:47:16
1829 7246 結城 悟 ﾕｳｷ ｻﾄﾙ 松本市 3:47:19
1830 2553 長瀬 博 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｼ 東京都 3:47:20
1831 5096 郡司 晃浩 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 3:47:25
1832 2210 渡部 勇 ﾜﾀﾍﾞ ｲｻﾑ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:47:25
1833 5010 加藤 清正 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 昌栄＆清正 東京都 3:47:27
1834 4423 木村 勝巳 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 埼玉県 3:47:29
1835 3619 今村 好志 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 3:47:29
1836 3390 生嶋 千稔 ｲｸｼﾏ ﾁﾄｼ 長野市 3:47:30
1837 4180 征矢 芳友 ｿﾔ ﾖｼﾄﾓ 松本市 3:47:32
1838 4052 坂本 千尋 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ 長野市 3:47:34
1839 4144 篠原 進 ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾑ あいおいニッセイ同和 松本市 3:47:36
1840 4379 高村 正志 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 臼井学園 富山県 3:47:42
1841 4084 坂下 克芳 ｻｶｼﾀ ｶﾂﾖｼ 上田市 3:47:43
1842 5092 小田 雄介 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ ＮｏＬｉｍｉｔ 東京都 3:47:49
1843 3526 小田切 一元 ｵﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾓﾄ 新光電気工業 長野 長野市 3:47:49
1844 2533 石井 浩二 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 東急住宅リースＲＣ 東京都 3:47:49
1845 3152 田口 誠 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 岐阜県 3:47:50
1846 9201 佐藤 隆 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県 3:47:52
1847 3381 樽田 サブ ﾀﾙﾀ ｻﾌﾞ 長野市 3:47:53
1848 7048 樋口 康弘 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 3:47:53
1849 7108 大間 賢司 ｵｵﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:47:53
1850 4119 青木 善久 ｱｵｷ ﾖｼﾋｻ 竹村製作所 長野市 3:47:54
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1851 2070 山本 洋介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 東京都 3:47:55
1852 775 漆原 一樹 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 景楽 東御市 3:47:58
1853 4090 小峰 芳明 ｺﾐﾈ ﾖｼｱｷ 神奈川県 3:47:58
1854 1239 八尋 順太朗 ﾔﾋﾛ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ だめーず 東京都 3:47:58
1855 4640 瀬在 雅史 ｾｻﾞｲ ﾏｻﾌﾐ 戸倉郵便局 長野市 3:47:59
1856 1253 岸上 郁夫 ｷｼｶﾞﾐ ｲｸｵ 神戸ＡＣ 兵庫 兵庫県 3:47:59
1857 2075 小出 訓 ｺｲﾃﾞ ｻﾄｼ トヨタＰＴ生 愛知県 3:47:59
1858 3088 景山 久司 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋｻｼ 愛知県 3:48:01
1859 2322 山内 研治 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:48:02
1860 2117 鵜崎 彰 ｳｻﾞｷ ｱｷﾗ 神奈川県 3:48:06
1861 4384 勝家 隆 ｶﾂﾔ ﾀｶｼ 松本市役所屋上ＲＣ 松本市 3:48:08
1862 3229 小林 幸司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ライザクラブ 坂城町 3:48:10
1863 3513 降幡 悠樹 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 寿の里 松本市 3:48:10
1864 4567 山本 博雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｵ 河津町役場 静岡県 3:48:11
1865 2159 須田 仁 ｽﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 3:48:13
1866 2147 木下 恵太 ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 愛知県 3:48:15
1867 2288 高橋 公之 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾕｷ 東京都 3:48:17
1868 4215 松崎 次彦 ﾏﾂｻﾞｷ ﾂｷﾞﾋｺ ちーむ足腰弱走 駒ヶ根市 3:48:20
1869 3491 小林 将生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 木下ＲＣ 箕輪町 3:48:22
1870 2386 依田 貢一 ﾖﾀﾞ ｺｳｲﾁ 練馬ＲＣ 東京都 3:48:23
1871 3509 養田 洋 ﾖｳﾀﾞ ﾋﾛｼ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 3:48:26
1872 2599 山﨑 弘樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ ＲＵＮ塾 埼玉県 3:48:26
1873 5015 浅見 清幸 ｱｻﾐ ｷﾖﾕｷ 埼玉県 3:48:27
1874 788 新免 英樹 ｼﾝﾒﾝ ﾋﾃﾞｷ ◎侍ジャパン◎ 東京都 3:48:31
1875 2620 奈川 喜人 ﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾄ アップルロード 飯田市 3:48:33
1876 5421 甲田 嘉人 ｺｳﾀﾞ ﾖｼ 上田市 3:48:34
1877 2337 笹尾 志朗 ｻｻｵ ｼﾛｳ 神奈川県 3:48:34
1878 3502 生田 和史 ｲｸﾀ ｶｽﾞﾌﾐ 滋賀県 3:48:37
1879 2572 神保 康彦 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾔｽﾋｺ 東京 神奈川県 3:48:40
1880 3236 川上 滋 ｶﾜｶﾐ ｼｹﾞﾙ ＡＲＣ 東京都 3:48:42
1881 4413 鈴木 英信 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 3:48:42
1882 2338 下田 学 ｼﾓﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ＳＷＡＣ 東京 千葉県 3:48:44
1883 699 葉玉 旨紀 ﾊﾀﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ ＳＲＣ 埼玉県 3:48:47
1884 3538 田中 逸人 ﾀﾅｶ ｲﾂﾋﾄ 東京都 3:48:49
1885 2589 伊藤 公二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都 3:48:49
1886 9421 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 静岡県 3:48:49
1887 7531 中納 崇志 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ ＳＲＣ大阪 奈良県 3:48:50
1888 5379 植木 亨 ｳｴｷ ﾄｵﾙ 埼玉県 3:48:50
1889 3357 渡部 淳郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｵ クボタ陸上部 大阪 大阪府 3:48:52
1890 4210 色川 正彦 ｲﾛｶﾜ ﾏｻﾋｺ 坂城町 3:48:53
1891 3054 行田 道知 ｺｳﾀﾞ ﾐﾁﾄﾓ 長岡ランナーズ 新潟県 3:48:54
1892 3093 大塚 智史 ｵｵﾂｶ ｻﾄｼ 愛知県 3:48:57
1893 2592 佐藤 達彦 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 3:48:58
1894 4593 竹内 公平 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 千葉県 3:49:03
1895 3197 藤森 吉史 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾌﾐ 東京ガス 東京都 3:49:05
1896 4064 鈴木 良忠 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀﾀﾞ 篠ノ井ＲＣ 長野市 3:49:06
1897 4629 中野 利博 ﾅｶﾉ ﾄｼﾋﾛ 佐久市民 佐久市 3:49:06
1898 4510 川浦 嘉雄 ｶﾜｳﾗ ﾖｼｵ 串太郎ＲＣ 長野市 3:49:07
1899 943 大越 潤 ｵｵｺｼ ｼﾞｭﾝ ＴＧＩＦ 東京 東京都 3:49:07
1900 7379 小花 馨 ｵﾊﾞﾅ ｶｵﾙ 静岡県 3:49:08
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1901 3263 廣瀬 太郎 ﾋﾛｾ ﾀﾛｳ 神奈川県 3:49:10
1902 7283 吉満 高広 ﾖｼﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ ＫＫＳ 坂城町 3:49:13
1903 5668 小林 浩司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 山ノ内町社協 山ﾉ内町 3:49:14
1904 2219 小西 達也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 京都府 3:49:14
1905 3134 泉沢 信明 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 3:49:16
1906 4451 山田 倫道 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ エクセラン高校職員 塩尻市 3:49:18
1907 4454 三浦 美男 ﾐｳﾗ ﾖｼｵ シチズン 埼玉県 3:49:20
1908 2111 田辺 勝 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 山梨県庁 山梨県 3:49:20
1909 3364 喰田 弘興 ｼｮｸﾀ ﾋﾛｵｷ 松本市 3:49:25
1910 2580 狩野 肇 ｶﾉｳ ﾊｼﾞﾒ 荒砥走友会 群馬県 3:49:26
1911 7068 橋本 一夫 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ 東京都 3:49:28
1912 3251 橋本 武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ ＭＳ９７ 三重県 3:49:28
1913 2511 佐藤 忠高 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾀｶ 東京都 3:49:29
1914 2358 長井 廣司 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ 大阪府 3:49:32
1915 4649 片岡 俊介 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 東京都 3:49:32
1916 3180 中澤 牧夫 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｷｵ ●明治屋● 上田市 3:49:33
1917 3566 大和田 洋一 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ インヴァネス観光協会 東京 東京都 3:49:33
1918 2702 水野 智之 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ ランラン 愛知県 3:49:34
1919 3433 西村 圭介 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 東京都 3:49:35
1920 2504 玉井 康善 ﾀﾏｲ ﾔｽﾖｼ ■玉井建設■ 長野市 3:49:35
1921 5542 北嶋 真吾 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 八十二銀行 東京都 3:49:36
1922 4100 柴田 昭典 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾉﾘ 東京都 3:49:36
1923 4164 長谷川 渉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 愛知県 3:49:37
1924 4153 内田 真治 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 富士電機 松本市 3:49:37
1925 3572 前川 敦 ﾏｴｶﾜ ｱﾂｼ あいおい 愛知県 3:49:38
1926 7309 高岸 裕太 ﾀｶｷﾞｼ ﾕｳﾀ 富山県 3:49:38
1927 4362 糸谷 将弥 ｲﾄﾀﾆ ﾏｻﾔ 大阪府 3:49:40
1928 3416 菊地 照幸 ｷｸﾁ ﾃﾙﾕｷ メットライフ 長野市 3:49:42
1929 5143 青島 達也 ｱｵｼﾏ ﾀﾂﾔ 上田市 3:49:42
1930 2463 関 義行 ｾｷ ﾖｼﾕｷ コシナ 中野市 3:49:42
1931 5059 田貝 順一 ﾀｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千曲園 佐久市 3:49:42
1932 1060 三宅 康夫 ﾐﾔｹ ﾔｽｵ 広島 広島県 3:49:44
1933 2440 吉井 真 ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 荒砥走友会 群馬県 3:49:45
1934 4341 荒木 誠次 ｱﾗｷ ｾｲｼﾞ ＡＲＡＫＩＳ 富山県 3:49:46
1935 4276 藤井 俊宏 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 東京都 3:49:50
1936 3355 武藤 光司 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 中野市 3:49:50
1937 2708 松井 裕之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:49:54
1938 2536 田中 公司 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都 3:49:58
1939 3589 山崎 篤 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ ■不二越機械工業■ 千曲市 3:49:59
1940 2131 大内田 弘太朗 ｵｵｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 3:49:59
1941 5596 紙本 和尚 ｶﾐﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ シン技術走友会 北海道 3:49:59
1942 2301 因 純一 ｲﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＳＷＡＣ 東京 愛知県 3:50:01
1943 681 柳澤 崇之 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ ｊａｌａｐｅｎｏｓ 千曲市 3:50:01
1944 2171 齋木 洋 ｻｲｷ ﾋﾛｼ ＴＭＣＬＵＢ 神奈川 神奈川県 3:50:03
1945 2282 柳澤 洋平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳﾍｲ マルイチ産商 長野市 3:50:03
1946 5329 澤田 正憲 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 3:50:04
1947 4243 小坂 勝 ｺｻｶ ﾏｻﾙ 朝日村 3:50:05
1948 3265 高島 昌平 ﾀｶｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 新潟県 3:50:07
1949 2314 岩田 恭典 ｲﾜﾀ ﾔｽﾉﾘ クラブアール２西日本 大阪 大阪府 3:50:11
1950 4518 沈 漢彬 ｼｪﾝ ﾊﾝﾋﾟﾝ 神奈川県 3:50:12
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1951 4157 野村 裕治 ﾉﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 富山県 3:50:13
1952 3318 細山 晃 ﾎｿﾔﾏ ｱｷﾗ 株式会社竜製作所 愛知県 3:50:15
1953 5070 滝沢 厚 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂｼ ながでん 中野市 3:50:15
1954 4173 青沼 友 ｱｵﾇﾏ ﾕｳ 長野を走ろう 長野市 3:50:16
1955 2172 中野 正 ﾅｶﾉ ﾀﾀﾞｼ 中野ＲＣ 石川県 3:50:17
1956 3325 中澤 広敬 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 長野日本無線 長野市 3:50:17
1957 4366 岡澤 秀明 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 長野市 3:50:18
1958 4360 岡田 知幸 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 浜松ホトニクス 静岡 静岡県 3:50:19
1959 3376 平野 正志 ﾋﾗﾉ ﾏｻｼ 岐阜県 3:50:20
1960 5030 内山 達 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾂｼ 富山ランニングクラブ 富山県 3:50:21
1961 4056 山﨑 貴司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ ウッドビルド 長野市 3:50:21
1962 4538 松井 良樹 ﾏﾂｲ ﾖｼｷ 長野市 3:50:22
1963 3615 増田 航平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知県 3:50:25
1964 1185 山本 雅人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 東京都 3:50:27
1965 4501 小椋 大輔 ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 3:50:27
1966 4552 岡田 哲也 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県 3:50:28
1967 4135 立花 嘉久 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾋｻ 北陸財務局 石川県 3:50:31
1968 2400 尾崎 太朗 ｵｻﾞｷ ﾀﾛｳ 北海道 3:50:35
1969 4361 浅野 利幸 ｱｻﾉ ﾄｼﾕｷ 東御市 3:50:37
1970 3496 鈴木 智博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜県 3:50:38
1971 3017 浅沼 創 ｱｻﾇﾏ ﾊｼﾞﾒ 東御市 3:50:39
1972 3374 伊藤 嘉章 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 愛知 愛知県 3:50:40
1973 2175 鈴木 英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 3:50:40
1974 5565 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 愛知県 3:50:41
1975 3550 村田 吉昭 ﾑﾗﾀ ﾕｼｱｷ 愛知県 3:50:42
1976 3442 小川 均 ｵｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 下野ＲＣ 栃木県 3:50:43
1977 3106 塩原 潤 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本市陸協 長野 松本市 3:50:46
1978 4370 水野 功章 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ 愛知県 3:50:47
1979 5007 金児 公男 ｶﾈｺ ｷﾐｵ ボラ・アモリ 長野市 3:50:48
1980 4412 中嶋 義昭 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｱｷ 神奈川県 3:50:50
1981 3530 太田 伸広 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ クラブＲ２東日本 東京 東京都 3:50:50
1982 2610 岩﨑 正昭 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ ちんすこう埼玉 埼玉県 3:50:51
1983 5479 山本 貴春 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ 埼玉県 3:50:52
1984 2704 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ トナカイ 東京 東京都 3:50:54
1985 3257 土屋 仁 ﾂﾁﾔ ﾋﾄｼ 須坂市 3:50:57
1986 5077 庄司 哲也 ｼｮｳｼﾞ ﾃﾂﾔ ハイタイム 山形県 3:51:00
1987 4688 内河 誠 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 上田市 3:51:04
1988 2293 時森 俊行 ﾄｷﾓﾘ ﾄｼﾕｷ 豊中グリーンクラブ 大阪 東京都 3:51:05
1989 3531 早川 靖郎 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｵ 南蛮連合 神奈川県 3:51:05
1990 5068 洞谷 真治 ﾎﾗﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:51:07
1991 4460 園元 達 ｿﾉﾓﾄ ｲﾀﾙ テンシリカＡＣ 愛知 東京都 3:51:08
1992 3590 渡辺 潮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｼｵ ＤＡＣ 山梨 山梨県 3:51:09
1993 3551 横田 祥平 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾍｲ 株式会社鈴木 長野市 3:51:10
1994 3144 小島 康浩 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ サンデンＲＳ 東京都 3:51:11
1995 3494 千野 祐樹 ﾁﾉ ﾕｳｷ 上田市 3:51:12
1996 3559 松原 耕治 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 木曽 上松町 3:51:13
1997 4440 笠原 崇史 ｶｻﾊﾗ ﾀｶｼ 信大病院ＭＥ 松本市 3:51:13
1998 2104 阪田 道生 ｻｶﾀ ﾐﾁｵ 滋賀県 3:51:16
1999 3512 山田 真嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ 愛知県 3:51:18
2000 4466 大塚 浩之 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ プラウド陸上部 千葉県 3:51:19
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2001 2473 廖 曰淳 ﾘｬｵ ﾕｪﾁｪﾝ 神奈川県 3:51:19
2002 7243 松峯 昌男 ﾏﾂﾐﾈ ﾏｻｵ 長野電子工業 須坂市 3:51:23
2003 4677 浦瀧 貴夫 ｳﾗﾀｷ ﾀｶｵ 茨城県 3:51:24
2004 4332 大見 聡 ｵｵﾐ ｻﾄｼ トヨタ自動車ＯＢ 愛知県 3:51:24
2005 5594 竹内 隆 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 長野市 3:51:25
2006 5043 明瀬 寛昭 ｱｶｾ ﾋﾛｱｷ 大阪府 3:51:26
2007 646 清沢 星哉 ｷﾖｻﾜ ｾｲﾔ 八十二銀行 岐阜県 3:51:28
2008 2625 小泉 克巳 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂﾐ 東京都 3:51:29
2009 3188 竹内 誉剛 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾀｶ ひさえちゃん 愛知県 3:51:30
2010 2699 荒木 裕介 ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 壬生走龍会 京都 京都府 3:51:30
2011 3541 野口 高志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 3:51:31
2012 5686 佐藤 岳志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ グラフィック 松本市 3:51:32
2013 3051 奥 珠樹 ｵｸ ﾀﾏｷ 神奈川県 3:51:34
2014 1245 重倉 朋和 ｼｹﾞｸﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 鈴木ランニングクラブ 愛知 愛知県 3:51:35
2015 5256 小林 豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 北陸信越運輸局 石川県 3:51:36
2016 4478 戸谷 剛 ﾄﾔ ﾂﾖｼ 埼玉県 3:51:36
2017 3211 橋本 有司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:51:37
2018 5115 横尾 裕次 ﾖｺｵ ﾋﾛﾂｸﾞ 東映アニメーション 埼玉県 3:51:38
2019 5088 前田 徹 ﾏｴﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 3:51:39
2020 2603 山名 愛一郎 ﾔﾏﾅ ｱｲｲﾁﾛｳ 千葉県 3:51:40
2021 2698 田中 健二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 長野県立病院 薬剤部 長野市 3:51:40
2022 2081 筧 正弘 ｶｹﾋ ﾏｻﾋﾛ 富士通川崎 神奈川 神奈川県 3:51:42
2023 4245 松本 雄二郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ ＡＬＳＯＫ新潟 新潟県 3:51:43
2024 2517 宇賀田 伸彦 ｳｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 宇賀田会計事務所 長野市 3:51:43
2025 3378 入江 典夫 ｲﾘｴ ﾉﾘｵ 入江運輸倉庫株式会社 大阪府 3:51:44
2026 5175 林 奕愷 ﾘﾝ ｲｶｲ 京都大学 京都府 3:51:46
2027 4141 金子 拓郎 ｶﾈｺ ﾀｸﾛｳ 富山県 3:51:47
2028 2635 渡辺 浩介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 兵庫県 3:51:49
2029 2666 森田 聡 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 松本市 3:51:51
2030 4374 靜谷 泰司 ｼｽﾞﾔ ﾔｽｼ 長野赤十字病院 長野市 3:51:53
2031 3426 小林 仁志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ ■■■７３舞■■■ 長野市 3:51:53
2032 3410 松木 幸夫 ﾏﾂｷ ﾕｷｵ さくらＲＣ 長野市 3:51:54
2033 2540 関田 亮一 ｾｷﾀ ﾘｮｳｲﾁ 東京陸協 東京 東京都 3:51:58
2034 2588 森 正行 ﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 3:51:58
2035 4048 岩城 裕志 ｲﾜｷ ﾋﾛｼ 群馬県 3:51:59
2036 4651 松澤 敦士 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾂｼ 長野市 3:52:00
2037 4324 山岡 龍 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳ 群馬県 3:52:03
2038 5280 星野 新吾 ﾎｼﾉ ｼﾝｺﾞ ひろジョグ 愛知県 3:52:05
2039 2366 岡田 学 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 東京都 3:52:05
2040 2029 澁谷 秀之 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ ＴＥＡＭ ＪＥＴ 新潟県 3:52:10
2041 3060 鈴木 大樹 ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ 新潟県 3:52:11
2042 2631 柴原 章生 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾌﾐｵ ＴＥＡＭ走り屋ＳＰＣ 埼玉県 3:52:11
2043 4009 河合 健 ｶﾜｲ ｹﾝ 愛知県 3:52:14
2044 2549 吉田 雄介 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 福井県 3:52:16
2045 2237 及川 智弘 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 3:52:17
2046 4350 作山 壮一 ｻｸﾔﾏ ｿｳｲﾁ 東京都 3:52:17
2047 2258 後藤 優典 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 愛知県 3:52:18
2048 2674 佐藤 貴康 ｻﾄｳ ﾀｶﾔｽ 東京陸協 東京 東京都 3:52:19
2049 2650 土屋 洋一 ﾂﾁﾔ ﾖｳｲﾁ 軽井沢ＮＲＣ 東御市 3:52:22
2050 3122 前田 満男 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾁｵ 大輔航平武尊 東京 千葉県 3:52:22
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2051 4550 実川 浩 ｼﾞﾂｶﾜ ﾋﾛｼ 石川県 3:52:23
2052 4334 須崎 賢一 ｽｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ パブ未来 安曇野市 3:52:25
2053 2093 清水 光 ｼﾐｽﾞ ｺｳ ＣｌｕｂＭＳＲ 富山 富山県 3:52:26
2054 4165 浜本 雄哉 ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 千葉県 3:52:29
2055 5775 中村 健志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 長野市 3:52:30
2056 5367 丸山 知光 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾐﾂ 東京都 3:52:33
2057 5727 金子 政夫 ｶﾈｺ ﾏｻｵ 長野県農業技術課 伊那市 3:52:34
2058 5130 岡本 智 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 東京都 3:52:34
2059 5480 杉野 貞夫 ｽｷﾞﾉ ｻﾀﾞｵ 神奈川県 3:52:35
2060 4228 塚原 大 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲ めんでぽ 長野市 3:52:37
2061 4376 古市 隆司 ﾌﾙｲﾁ ﾀｶｼ 愛知県 3:52:37
2062 4468 飯島 国博 ｲｲｼﾞﾏ ｸﾆﾋﾛ いちんこ 長野市 3:52:38
2063 11007 江森 一雅 ｴﾓﾘ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 3:52:42
2064 2254 清水 和幸 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾕｷ 有限会社あずさ環境 塩尻市 3:52:45
2065 4597 深利 貴幸 ﾌｶﾘ ﾀｶﾕｷ 長野広域連合 小布施町 3:52:46
2066 7135 宮田 純一 ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 3:52:47
2067 2558 高橋 錠示 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 愛知県 3:52:50
2068 3056 櫻井 啓年 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄｼ 北陸税理士会 富山県 3:52:51
2069 2707 相馬 智哉 ｿｳﾏ ﾄﾓﾔ Ｇ－ｃｕｂｅ 東京 埼玉県 3:52:53
2070 5665 竹内 聡 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 東京都 3:52:55
2071 2240 野島 春雅 ﾉｼﾞﾏ ﾊﾙﾓﾄ 東京都 3:52:56
2072 4438 田口 範幸 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 明和クラブ 群馬県 3:52:58
2073 4279 千見寺 宏実 ﾁｹﾝｼﾞ ﾋﾛﾐ ＳＴＲＥＡＭ 松本市 3:52:59
2074 1014 白鳥 明彦 ｼﾗﾄﾘ ｱｷﾋｺ ＲＤＣＲＵＮＣＬＵＢ 東京 東京都 3:53:01
2075 2294 宮井 祐介 ﾐﾔｲ ﾕｳｽｹ 北海道 3:53:02
2076 3587 鷲山 公之 ﾜｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 愛知県 3:53:05
2077 3388 外崎 昭雄 ｿﾄｻﾞｷ ｱｷｵ ハムちゃんず 千葉県 3:53:07
2078 5138 山岸 陸弘 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ すぐじ 長野市 3:53:13
2079 7210 遠藤 正紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 神奈川県 3:53:14
2080 2425 吉村 英治 ﾖｼﾑﾗ ｴｲｼﾞ 東京都 3:53:15
2081 994 戸谷 和博 ﾄﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府 3:53:18
2082 3041 戸苅 秀徳 ﾄｶﾞﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＰＥＶＥ 愛知県 3:53:21
2083 5312 木島 康則 ｷｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ 美濃工業 岐阜県 3:53:23
2084 4236 畔原 篤 ｱｾﾞﾊﾗ ｱﾂｼ 新潟県 3:53:24
2085 4321 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳ 松本市 3:53:25
2086 4497 宮本 岳 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 3:53:27
2087 5467 佐藤 元則 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 千葉県 3:53:28
2088 4355 坂部 豪俊 ｻｶﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ サン電材社 愛知県 3:53:36
2089 5149 池田 幸司 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 静岡県 3:53:36
2090 4030 桜井 翔太 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾀ サンコウ電機 長野市 3:53:37
2091 2646 滝沢 勉 ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 新潟県 3:53:37
2092 4595 槙 紀一 ﾏｷ ﾉﾘｶｽﾞ 埼玉県 3:53:40
2093 4188 北村 敏晴 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 松本市 3:53:41
2094 1238 鈴木 新一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 沖縄陸上競技協会 沖縄 沖縄県 3:53:43
2095 5743 日下 淳司 ｸｻｶ ｱﾂｼ 石川県 3:53:46
2096 1003 駒形 知之 ｺﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京陸協 東京 東京都 3:53:46
2097 2331 関 洋一郎 ｾｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 東京都 3:53:47
2098 4206 山田 清朝 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾄﾓ 兵庫県 3:53:48
2099 3504 小田切 真一 ｵﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 豪雪地帯 飯山市 3:53:50
2100 4132 浅川 俊文 ｱｻｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 塩尻市 3:53:51
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2101 4057 長谷川 敦士 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 3:53:51
2102 3021 上岡 健志 ｶﾐｵｶ ﾀｹｼ ただのばか 長野 松本市 3:53:53
2103 5524 高橋 竜也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 新潟県 3:53:54
2104 3227 森山 進 ﾓﾘﾔﾏ ｽｽﾑ 松本市 3:53:56
2105 3568 町田 匡 ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳ 東京都 3:53:57
2106 5132 左手 幸博 ｻﾃ ﾕｷﾋﾛ 石川県 3:53:58
2107 3349 衛門 利明 ｴﾓﾝ ﾄｼｱｷ 千代田走友会 東京 東京都 3:53:59
2108 3049 三角 修司 ﾐｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 東京都 3:54:01
2109 7335 Ｊｅｓｕｓ Ｐｏｃｏｓｔａｌｅｓ Ｍａｒｔｉｎｅｚ 東京都 3:54:01
2110 3259 宮寺 功 ﾐﾔﾃﾞﾗ ｲｻｵ 東京都 3:54:04
2111 1073 田川 広也 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 愛知県 3:54:06
2112 3005 島村 健太 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀ 岡山県 3:54:07
2113 2213 岡本 賢二 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ チーム恵比寿 東京都 3:54:09
2114 2259 福島 和利 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ 八十二ＲＣ昭和商事 松本市 3:54:10
2115 4654 南條 光治 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 愛知県 3:54:11
2116 2664 原 英二 ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 三重県 3:54:14
2117 3459 渡辺 勤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ＷＡＴＡＫＩＮ 埼玉県 3:54:15
2118 2300 西村 倫一 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ カナガワＲＣ 東京都 3:54:16
2119 3128 福本 裕一 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 3:54:16
2120 3451 石山 尚志 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾕｷ 水ラン倶楽部 須坂市 3:54:18
2121 3050 杉本 勝 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ 東京都 3:54:19
2122 2668 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 3:54:19
2123 3481 清水 健夫 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｵ 東京 東京都 3:54:20
2124 2550 鱸 孝之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 尾張旭ＲＣ 愛知県 3:54:22
2125 4481 太田 周二 ｵｵﾀ ｼｭｳｼﾞ 新潟県 3:54:24
2126 2669 目須田 良和 ﾒｽﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 飯綱町 3:54:31
2127 5670 宮下 信博 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 3:54:33
2128 2166 吉川 和宏 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 八十二銀行 飯田市 3:54:34
2129 5722 松本 匡史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 東京都 3:54:35
2130 3553 立瀬 智也 ﾘｭｳｾ ﾄﾓﾔ 東京都 3:54:36
2131 4238 中島 太一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 上田市 3:54:38
2132 2391 町田 信実 ﾏﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞﾐ 須坂市 3:54:41
2133 7245 大宮 康徳 ｵｵﾐﾔ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 3:54:41
2134 2346 中村 淳 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 磐南走友会 静岡県 3:54:44
2135 442 新井 康之 ｱﾗｲ ﾔｽﾕｷ ＤＡＣ 東京 埼玉県 3:54:46
2136 3129 大西 浩司 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 東京都 3:54:47
2137 960 伊藤 勝教 ｲﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 小牧ワイナリー 愛知県 3:54:48
2138 5414 佐久間 勝彦 ｻｸﾏ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 3:54:49
2139 508 利根川 賢 ﾄﾈｶﾞﾜ ｹﾝ グランシエル 愛知 愛知県 3:54:51
2140 4382 石間 正浩 ｲｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 3:54:51
2141 3273 百田 敏也 ﾓﾓﾀ ﾄｼﾔ 長野市 3:54:51
2142 5538 窪田 靖 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 松本Ｒｕｎらんクラブ 松本市 3:54:52
2143 4068 千葉 正二 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 古馬ちゃん！ 栃木県 3:54:53
2144 3527 小林 祐貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 上田市 3:54:53
2145 3058 和田 司 ﾜﾀﾞ ﾂｶｻ 長野市 3:54:54
2146 4098 浜田 博光 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 新潟県 3:54:58
2147 1163 高橋 久典 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾉﾘ 栃木陸協 栃木 栃木県 3:55:00
2148 3143 竹村 智行 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 3:55:02
2149 906 千本 徳文 ﾁﾓﾄ ﾉﾘﾌﾐ 伊藤忠商事陸上競技部 東京 埼玉県 3:55:03
2150 4227 清水 貞治 ｼﾐｽﾞ ｻﾀﾞﾊﾙ （株）竹村製作所 須坂市 3:55:03
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2151 2527 小澤 謙 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ ＮＲＣ 東京 神奈川県 3:55:05
2152 5484 善野 正男 ｾﾞﾝﾉ ﾏｻｵ 兵庫県 3:55:08
2153 4133 柳澤 孝旨 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ ＺＲＣ 東京都 3:55:09
2154 5314 江口 泰 ｴｸﾞﾁ ﾔｽｼ 新潟県 3:55:09
2155 5373 高橋 洋央 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｵ 茅野市 3:55:11
2156 2543 飯島 透 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 日精樹脂工業 飯綱町 3:55:11
2157 7693 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 埼玉県 3:55:13
2158 5720 春原 淳一 ｽﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ アルキャスト 千曲市 3:55:16
2159 5684 広瀬 清志 ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 東京都 3:55:16
2160 7216 備前 卓 ﾋﾞｾﾞﾝ ｽｸﾞﾙ 東京都 3:55:18
2161 5914 倉澤 祐一 ｸﾗｻﾜ ﾕｳｲﾁ 塩尻市 3:55:18
2162 4169 金津 和利 ｶﾅﾂﾞ ｶｽﾞﾄｼ 上越だすけ 新潟県 3:55:18
2163 2369 榊原 尚之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｻﾕｷ 愛知県 3:55:21
2164 3373 日置 雅則 ﾋｵｷ ﾏｻﾉﾘ ＴｅａｍＲ×Ｌ＋ 埼玉 愛知県 3:55:22
2165 5651 山本 克彦 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 小金井公園走友会 東京都 3:55:23
2166 2414 平田 晃弘 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 静岡県 3:55:24
2167 5648 森川 晶 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾗ ＳＭＫ走友会 富山県 3:55:24
2168 3094 岡木 孝平 ｵｶｷ ｺｳﾍｲ 埼玉県 3:55:27
2169 1115 押川 耕一郎 ｵｼｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:55:27
2170 3164 林田 直也 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 大阪府 3:55:35
2171 5190 池田 隆弘 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 3:55:36
2172 3395 澤山 桂一郎 ｻﾜﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 上田市 3:55:37
2173 3082 小林 一夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 福住病院 愛媛県 3:55:39
2174 7079 中村 秀一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 新潟県 3:55:41
2175 3330 重松 敦 ｼｹﾞﾏﾂ ｱﾂｼ 愛知県 3:55:42
2176 2594 岩城 耕一郎 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:55:45
2177 5386 八田 竜城 ﾊｯﾀ ﾕｳｷ 京都府 3:55:46
2178 4225 髙橋 博文 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 3:55:47
2179 4340 若月 俊明 ﾜｶﾂｷ ﾄｼｱｷ 埼玉県 3:55:48
2180 3515 黒岩 淳一 ｸﾛｲﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 3:55:48
2181 4462 石原 毅 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県 3:55:49
2182 5089 原山 知夫 ﾊﾗﾔﾏ ﾄﾓｵ 八十二銀行 長野市 3:55:50
2183 8193 塚村 智 ﾂｶﾑﾗ ｻﾄｼ 石川県 3:55:53
2184 5053 池田 恵淳 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｱｷ 山梨県 3:55:59
2185 5601 安藤 浩太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 玉堤サンズ 東京都 3:55:59
2186 7416 三輪 幸太郎 ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 市民タイムス 松本市 3:55:59
2187 5371 中山 陽輝 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｷ 旅行サービス長野 御代田町 3:56:00
2188 4679 槙 幸彦 ﾏｷ ﾕｷﾋｺ ＦＯＲ 神奈川県 3:56:00
2189 4422 山田 利之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 安城西部 愛知県 3:56:01
2190 3121 渡辺 空守 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾘ 新潟県 3:56:02
2191 2235 大丸 隆宏 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ チームＳＳＳ 松本市 3:56:03
2192 2471 藤見 武 ﾌｼﾞﾐ ﾀｹｼ 静岡県 3:56:05
2193 8510 荻原 毅士 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 佐久市 3:56:06
2194 3321 渡辺 富弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ 三重県 3:56:07
2195 4492 魚住 達朗 ｳｵｽﾞﾐ ﾀﾂﾛｳ ありそＲＣ 富山県 3:56:08
2196 5108 丸山 正徳 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 千曲市 3:56:08
2197 5593 武岡 康則 ﾀｹｵｶ ﾔｽﾉﾘ 土地家屋調査士 徳島県 3:56:10
2198 5040 朝倉 良 ｱｻｸﾗ ﾏｺﾄ 石川県 3:56:11
2199 4425 神谷 英吾 ｶﾐﾔ ｴｲｺﾞ 神谷コンクリート 愛知県 3:56:13
2200 3013 中川 望 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ＮＳＭＭ 東京都 3:56:14
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2201 5120 川俣 隼也 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久市陸上競技協会 長野 佐久市 3:56:15
2202 4482 山崎 優次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 髙﨑製作所 千曲市 3:56:15
2203 5498 脇谷 仁士 ﾜｷﾀﾆ ﾋﾄｼ 三重県 3:56:16
2204 5795 大木 章史 ｵｵｷ ｱｷﾌﾐ ひなた総合法律事務所 東京都 3:56:16
2205 4529 小島 敏久 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｻ 佐久市 3:56:18
2206 4535 林 太郎 ﾊﾔｼ ﾀﾛｳ ブルースペース豊川 伊那市 3:56:18
2207 5277 牧 正治 ﾏｷ ﾏｻﾊﾙ 立町競走部 須坂市 3:56:18
2208 5767 田村 一人 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 東京都 3:56:20
2209 5418 田中 直史 ﾀﾅｶ ﾅｵﾌﾞﾐ 東京都 3:56:21
2210 2487 成尾 利秋 ﾅﾘｵ ﾄｼｱｷ 東京都 3:56:23
2211 4257 三宅 雅樹 ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 愛知県 3:56:23
2212 3547 稲本 剛士 ｲﾅﾓﾄ ﾀｹｼ 県庁ＡＣ 三重 三重県 3:56:24
2213 2427 八木 慎介 ﾔｷﾞ ｼﾝｽｹ 神奈川県 3:56:25
2214 4607 末崎 康弘 ｽｴｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 三重県 3:56:26
2215 4371 西沢 和昭 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 長野日本無線 長野 千曲市 3:56:26
2216 4484 岡野 雅貴 ｵｶﾉ ﾏｻﾀｶ 富山県 3:56:27
2217 2658 麹谷 一朗 ｺｳｼﾞﾀﾆ ｲﾁﾛｳ チームカイロス 埼玉県 3:56:28
2218 2451 藤沼 幸夫 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾕｷｵ ドミノＴＣ 東京都 3:56:28
2219 3159 大谷 友人 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 細見山荘 東京都 3:56:29
2220 5218 小嶋 弘 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 八十二銀行 長野市 3:56:31
2221 4062 内藤 智樹 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｷ こうせい 大阪府 3:56:31
2222 5335 小林 大志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼ 岐阜県 3:56:33
2223 4547 澤田 浩史 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ ＴｅａｍＥＫ 神奈川県 3:56:34
2224 4127 太田 毅 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 東京都 3:56:35
2225 7377 梶 純 ｶｼﾞ ｼﾞｭﾝ 石川県 3:56:36
2226 3586 山口 文久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｻ 神科自動車鈑金 上田市 3:56:36
2227 8267 坂井 寿成 ｻｶｲ ﾄｼﾅﾘ 飯田市 3:56:36
2228 1026 富永 昌 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｼ 福島県 3:56:39
2229 5654 西 達也 ﾆｼ ﾀﾂﾔ 大阪府 3:56:40
2230 700 久野 祐平 ｸﾉ ﾕｳﾍｲ 静岡県 3:56:42
2231 4260 西川 茂穂 ﾆｼｶﾜ ｼｹﾞｵ ルクプル 静岡県 3:56:43
2232 2532 野本 和宏 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ イオンモール 東京都 3:56:44
2233 7672 上田 浩德 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ ＮＣＳ 東京都 3:56:46
2234 4043 今井 彰 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 航空自衛隊立川基地 埼玉県 3:56:49
2235 5825 山口 貴大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ あーとま 京都府 3:56:50
2236 5756 生方 久夫 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋｻｵ 群馬県 3:56:50
2237 5652 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 守谷ＲＣ 長野市 3:56:53
2238 5003 小林 智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ サラダバース 東京都 3:56:53
2239 3042 細川 敏雄 ﾎｿｶﾜ ﾄｼｵ 神奈川県 3:56:55
2240 3466 松宇 正一 ﾏﾂｳ ｼｮｳｲﾁ 東京法令出版ＲＣ 長野市 3:56:56
2241 5567 林 大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 岡谷酸素 千曲市 3:56:57
2242 2403 不破 清治 ﾌﾜ ｾｲｼﾞ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 3:56:59
2243 7103 入木田 伸史 ｲﾘｷﾀﾞ ﾉﾌﾞﾌﾐ 愛知県 3:56:59
2244 4668 高橋 直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ ＡＲＣ仙台 愛知県 3:57:00
2245 4265 五十嵐 啓 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾗｸ 埼玉県 3:57:02
2246 2568 伊藤 宏文 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 須坂陸協 長野 小布施町 3:57:02
2247 2421 向井 利也 ﾑｶｲ ﾄｼﾔ ＲＣ Ｙ’ｓＢＯＯ 愛知県 3:57:03
2248 7703 矢代 茂己 ﾔｼﾛ ｼｹﾞｷ 新潟県 3:57:05
2249 2119 若狭 昭彦 ﾜｶｻ ｱｷﾋｺ クラブＲ２東日本 東京 神奈川県 3:57:05
2250 7291 吉岡 遼汰 ﾖｼｵｶ ﾘｮｳﾀ 飯綱町 3:57:05
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2251 4470 桑木 聴 ｸﾜｷ ｱｷﾗ 豊田中研 愛知県 3:57:07
2252 5711 酒井 澄人 ｻｶｲ ｽﾐﾄ タカチホ 長野市 3:57:07
2253 3001 宮内 泰之 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾕｷ 東京都 3:57:09
2254 5620 竹渕 勝美 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ ＺＩＰＰＹ 東京都 3:57:10
2255 649 窪村 良二 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ アトミクラブ 東京都 3:57:10
2256 1171 平沢 貞夫 ﾋﾗｻﾜ ｻﾀﾞｵ ルート８４６ 埼玉 埼玉県 3:57:11
2257 5403 岡田 光正 ｵｶﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 小諸市 3:57:12
2258 5316 佐久間 厚志 ｻｸﾏ ｱﾂｼ たまにはランラン 岐阜県 3:57:12
2259 4521 小原 敏夫 ｵﾊﾗ ﾄｼｵ 東京都 3:57:13
2260 5265 嶋田 和浩 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 3:57:13
2261 2157 山口 和俊 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 長野日本無線 長野市 3:57:14
2262 2122 小倉 広嗣 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ ならスポアスリートク 奈良 奈良県 3:57:15
2263 4136 高野 和也 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾔ 愛知県 3:57:15
2264 5817 吉田 正一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 3:57:16
2265 5095 安達 博史 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 3:57:16
2266 5532 舩倉 敏彦 ﾌﾅｸﾗ ﾄｼﾋｺ 広島県 3:57:17
2267 5642 鴻池 洋志 ｺｳﾉｲｹ ﾋﾛｼ つうけん 北海道 3:57:19
2268 5548 伊原 貫司 ｲﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 飯田市 3:57:20
2269 3323 木下 一郎 ｷﾉｼﾀ ｲﾁﾛｳ ＪＲ東日本東京 東京 東京都 3:57:21
2270 4459 杉本 裕昭 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 長野市 3:57:25
2271 5913 板垣 順也 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 株式会社ＪＡＭ 群馬県 3:57:25
2272 1260 小林 滋弥 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾔ アトミクラブ 東京 東京都 3:57:26
2273 3191 木村 公男 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ 更北中学校 長野市 3:57:26
2274 4271 近藤 千之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｷ 長野市 3:57:26
2275 4129 小出 功 ｺｲﾃﾞ ｲｻｵ 上田日本無線 長野 長野市 3:57:27
2276 4281 宮本 泰一 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｲﾁ 雪中会 長野市 3:57:27
2277 4190 赤羽根 真也 ｱｶﾊﾈ ｼﾝﾔ 安曇野市 3:57:27
2278 7133 高沢 靖昌 ﾀｶｻﾞﾜ ﾔｽﾏｻ セイコーエプソン株 安曇野市 3:57:29
2279 3112 小林 太一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ コバランメソッド 東京都 3:57:30
2280 2352 石井 健司 ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ 石井 医院 大阪 奈良県 3:57:30
2281 4110 山浦 与帆 ﾔﾏｳﾗ ﾖﾊﾝ 小林メソッドクラブ 東京都 3:57:30
2282 5757 長谷川 満 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 土岐紅陵高校職員ＲＣ 岐阜県 3:57:31
2283 4318 久保 久 ｸﾎﾞ ﾋｻｼ 長野市 3:57:32
2284 7417 布谷 幸基 ﾇﾉﾔ ｺｳｷ 千曲市 3:57:33
2285 7009 能瀬 満峰 ﾉｾ ﾐﾂﾐﾈ ⬛ にっち ⬛ 長野市 3:57:34
2286 2644 桑原 昌史 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻｼ 神奈川県 3:57:34
2287 5331 清水 秀峰 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾎｳ 富山南組 富山県 3:57:36
2288 4212 宮坂 幸男 ﾐﾔｻｶ ﾕｷｵ 長野日本無線Ｇ 千曲市 3:57:37
2289 5843 小山 敦司 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ チームひとりぼっち 長野市 3:57:37
2290 4681 田中 正一 ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ トラバース 埼玉県 3:57:38
2291 5579 古川 彰俊 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾄｼ 赤い彗星 東京都 3:57:39
2292 5440 北村 健一郎 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 3:57:40
2293 5268 坂口 直人 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 長野市 3:57:41
2294 5777 山内 宏則 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 3:57:41
2295 2462 小田桐 雅也 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻﾔ 東京 東京都 3:57:43
2296 4603 村田 祐之 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京 埼玉県 3:57:44
2297 3412 高野 智哉 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾔ 単独 長野市 3:57:44
2298 3555 岡澤 正雄 ｵｶｻﾞﾜ ﾏｻｵ 東京都 3:57:45
2299 7257 宮原 健悟 ﾐﾔﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 3:57:46
2300 5696 田中 雅也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 黒い三連星７５ 上田市 3:57:47
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2301 5666 土屋 康登 ﾂﾁﾔ ﾔｽﾄ 八十二銀行 長野市 3:57:47
2302 3064 酒井 裕樹 ｻｶｲ ﾕｳｷ 愛知県 3:57:48
2303 4506 木村 拓 ｷﾑﾗ ﾀｸ キヤノンＳ＆Ｓ 千葉県 3:57:49
2304 674 佐藤 太郎 ｻﾄｳ ﾀﾛｳ 愛知 京都府 3:57:50
2305 3563 二本柳 陵介 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ ＮＡＳＴＹ 神奈川県 3:57:51
2306 4246 伊藤 隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 長野市 3:57:52
2307 4564 上野 起誉 ｳﾜﾉ ﾀﾂﾉﾘ ホンダカーズ埼玉 埼玉県 3:57:52
2308 3407 柳川 修 ﾔﾅｶﾞﾜ ｵｻﾑ 牟礼駅 飯綱町 3:57:52
2309 5560 高島 義人 ﾀｶｼﾏ ﾖｼﾄ 長野市 3:57:54
2310 4176 原田 直弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 長野市 3:57:54
2311 3453 河口 亘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 愛知県 3:57:54
2312 4289 金子 允 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 埼玉県 3:57:54
2313 4076 郷家 博之 ｻﾄｲｴ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:57:57
2314 4465 小島 由久 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ ＨＳＷ 広島県 3:57:57
2315 5061 橋本 宏明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ｅＡ 東京都 3:57:58
2316 4442 柳通 寿一 ﾔﾅﾄﾞﾘ ﾄｼｶｽﾞ 石川県 3:57:58
2317 4365 薩摩 隆幸 ｻﾂﾏ ﾀｶﾕｷ 仕切板 埼玉県 3:57:59
2318 2431 松本 達也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 東京都 3:58:00
2319 5667 村田 雄人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 新大将棋部 群馬県 3:58:02
2320 5573 奈良 雅洋 ﾅﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:58:02
2321 5501 小柳 芳雄 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｵ パナソニック 神奈川 神奈川県 3:58:02
2322 4486 奥村 育大 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 長野市 3:58:03
2323 8008 太田 康介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 神奈川県 3:58:03
2324 4407 福島 孝二 ﾌｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 千葉県 3:58:05
2325 5864 前澤 実 ﾏｴｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 松本市 3:58:05
2326 5102 沖 晃充 ｵｷ ﾃﾙﾐﾂ 東京都 3:58:05
2327 4491 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ まみくとい山の会 佐久市 3:58:07
2328 793 魚尾 英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 万葉健友会 富山 埼玉県 3:58:08
2329 4476 北谷 親司 ｷﾀﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:58:09
2330 4645 山崎 修二 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 長野銀行 松本市 3:58:10
2331 5013 相良 修 ｻｶﾞﾗ ｵｻﾑ 岐阜県 3:58:12
2332 4037 鈴木 慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ ＢＡＲ Ｄｒｅｓｓ 松本市 3:58:13
2333 4337 横山 高仁 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 東京都 3:58:15
2334 4286 石川 知明 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 東京 東京都 3:58:16
2335 3270 山本 周一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ アスザック 須坂市 3:58:18
2336 8431 町田 創史 ﾏﾁﾀﾞ ｿｳｼ 文化学園長野 長野市 3:58:18
2337 5739 川合 秀幸 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＢ倶楽部 東京都 3:58:19
2338 4116 伊藤 光典 ｲﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ セイコーエプソン 朝日村 3:58:21
2339 5264 折笠 俊弘 ｵﾘｶｻ ﾄｼﾋﾛ 伊那市 3:58:21
2340 5787 坂田 雅洋 ｻｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 3:58:23
2341 2368 岩崎 隆 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ なごやっこ 愛知県 3:58:23
2342 4572 小林 雅彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋｺ きたながのＲＣ 長野市 3:58:23
2343 5475 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 3:58:24
2344 5778 山本 順一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 塩尻市 3:58:25
2345 7725 中川 彰輝 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾃﾙ 愛知県 3:58:25
2346 3593 賀集 泰雄 ｶｼｭｳ ﾔｽｵ 東京都 3:58:25
2347 7445 勝又 遼一 ｶﾂﾏﾀ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 3:58:26
2348 7400 井出 忍 ｲﾃﾞ ｼﾉﾌﾞ 山梨県 3:58:26
2349 3460 三浦 政人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾄ 名城ＡＲＣ 愛知県 3:58:26
2350 3099 小松 緑之 ｺﾏﾂ ﾉﾘﾕｷ 上田市 3:58:27

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合男子 Finish

Print: 2022/04/17 15:07:25 48 / 98 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

2351 2710 島田 純一 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ チームす 栃木県 3:58:27
2352 3171 溝上 広泰 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋﾛﾔｽ 東京 東京都 3:58:28
2353 4054 牧野 文彦 ﾏｷﾉ ﾌﾐﾋｺ 長野市 3:58:30
2354 3085 高見澤 潤 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 佐久市 3:58:33
2355 4527 宮入 教幸 ﾐﾔｲﾘ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 3:58:34
2356 5831 中田 雄大 ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野市 3:58:37
2357 7205 石井 純 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 長野市 3:58:37
2358 2655 戸谷 友宏 ﾄﾔ ﾄﾓﾋﾛ 長野市 3:58:37
2359 3574 阿部 周平 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ さくらホーム 宮城 山形県 3:58:38
2360 5826 酒川 修二 ｻｶｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 3:58:38
2361 5100 岩上 延高 ｲﾜｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾀｶ チノーソフテックス 群馬県 3:58:40
2362 3142 古澤 隆志 ﾌﾙｻﾜ ﾀｶｼ 田中昭文堂印刷 石川県 3:58:40
2363 4161 渡辺 得治郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｸｼﾞﾛｳ 愛知県 3:58:40
2364 2182 西川 裕二 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ クラブＲ２東日本 東京 東京都 3:58:40
2365 4264 石田 毅士 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 3:58:42
2366 4669 清水 敬太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見町役場 富士見町 3:58:43
2367 2188 本木 浩久 ﾓﾄｷ ﾋﾛﾋｻ 東京陸協 東京 埼玉県 3:58:44
2368 5624 内藤 正彦 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 長高３６移動班 神奈川県 3:58:45
2369 5472 徳武 秀樹 ﾄｸﾀｹ ﾋﾃﾞｷ 長野市 3:58:45
2370 3319 野本 喜代治 ﾉﾓﾄ ｷﾖﾊﾙ 長野市 3:58:45
2371 4187 水野 真一 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝｲﾁ 愛知県 3:58:48
2372 4555 三石 一彦 ﾐﾂｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 佐久市 3:58:48
2373 4008 石川 敏和 ｲｼｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ ラン塾 愛知 神奈川県 3:58:49
2374 7124 飯塚 良洋 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 群馬県 3:58:49
2375 5328 半田 圭一 ﾊﾝﾀﾞ ｹｲｲﾁ 熊谷熱走会 群馬県 3:58:49
2376 4151 私市 和俊 ｷｻｲﾁ ｶｽﾞﾄｼ きさクラブ 北海道 3:58:50
2377 5322 赤穂 光城 ｱｺｳ ﾐﾂｼﾛ 東京都 3:58:50
2378 2401 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ＴＷＩＮＳ 長野市 3:58:51
2379 5401 吉澤 友吾 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ かんてんぱぱ 愛知県 3:58:51
2380 4027 沖村 賢司 ｵｷﾑﾗ ｹﾝｼ イイダウェーブ 飯田市 3:58:51
2381 5915 菅 洋介 ｶﾝ ﾖｳｽｹ 東京都 3:58:52
2382 7510 白石 匠 ｼﾗｲｼ ﾀｸﾐ 武藤工業 下諏訪町 3:58:55
2383 1015 永原 豪 ﾅｶﾞﾊﾗ ｺﾞｳ 福岡 福岡県 3:58:56
2384 5082 武井 潤二 ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三好走ろう会 愛知県 3:58:56
2385 510 重盛 赳男 ｼｹﾞﾓﾘ ﾀｹｵ ＮＢＳ長野放送 長野市 3:58:56
2386 9274 小林 由明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 東京都 3:58:57
2387 5698 清水 敏幸 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾕｷ 岐阜県 3:58:58
2388 9089 徳武 敏明 ﾄｸﾀｹ ﾄｼｱｷ 中野市 3:58:58
2389 3139 酒井 理 ｻｶｲ ｵｻﾑ ＥＧＧ ＦＵＴＳＡＬ 坂城町 3:59:00
2390 347 浅見 俊和 ｱｻﾐ ﾄｼｶｽﾞ 内田治療医院 東京 埼玉県 3:59:00
2391 4687 田澤 昌孝 ﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ Ｇｏ ｕｐ！ 東京 東京都 3:59:02
2392 7339 松田 浩一 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 3:59:03
2393 2127 粕谷 司 ｶｽﾔ ﾂｶｻ ＫＲＰ 長野市 3:59:03
2394 7259 伊倉 正人 ｲｸﾗ ﾏｻﾄ 東京都 3:59:03
2395 7018 林 航平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 愛知県 3:59:04
2396 3600 平林 信 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ＳＢＹＲＣ 長野市 3:59:04
2397 4475 田切 宏美 ﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾐ 高森町 3:59:05
2398 4072 岩田 武久 ｲﾜﾀ ﾀｹﾋｻ 愛知県 3:59:05
2399 2497 中西 幾生 ﾅｶﾆｼ ｲｸｵ 神奈川県 3:59:05
2400 7452 宮崎 剛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾖｼ 埼玉県 3:59:05
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2401 5044 茂澄 修 ﾓｽﾞﾐ ｵｻﾑ イナーメ信濃山形 松本市 3:59:08
2402 5126 河合 博史 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ 愛知県 3:59:10
2403 5035 中山 直彦 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｺ 長野市 3:59:11
2404 3375 宮脇 康弘 ﾐﾔﾜｷ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 3:59:12
2405 4307 石江 誠 ｲｼｴ ﾏｺﾄ 長野市 3:59:12
2406 4512 横川 弘樹 ﾖｺｶﾜ ﾋﾛｷ 中部電気保安協会 長野市 3:59:13
2407 3084 藤岡 秀邦 ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾃﾞｸﾆ 山梨県 3:59:14
2408 5603 村山 清治 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ 千曲市 3:59:15
2409 4419 牛山 正喜 ｳｼﾔﾏ ﾏｻｷ 飯田信用金庫 飯田市 3:59:15
2410 3202 増田 正 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 3:59:16
2411 5315 花岡 和裕 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ ひ乃家 長野市 3:59:18
2412 8365 宮城 聡 ﾐﾔｷﾞ ｻﾄｼ 塩尻市 3:59:19
2413 5705 田村 雅彦 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 金さん＆ボチ 長野市 3:59:20
2414 4427 宮澤 良英 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 東京都 3:59:23
2415 4498 黒川 靖生 ｸﾛｶﾜ ﾔｽｵ らんこよ 神奈川県 3:59:24
2416 7138 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 江戸川ランナーズ 埼玉県 3:59:24
2417 3181 掛川 巌 ｶｹｶﾞﾜ ｲﾜｵ 富士通 長野市 3:59:24
2418 3561 大久保 勝行 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾕｷ 埼玉県 3:59:25
2419 3290 荒井 富海夫 ｱﾗｲ ﾌﾐｵ あずさーず 富山県 3:59:25
2420 3430 川口 浩範 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府 3:59:25
2421 5862 芳炭 哲也 ﾖｼｽﾞﾐ ﾃﾂﾔ 厚生連滑川 富山県 3:59:26
2422 4024 青木 寿峰 ｱｵｷ ﾖｼﾀｶ 八十二銀行 長野市 3:59:26
2423 11088 関根 規之 ｾｷﾈ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 3:59:27
2424 4596 伝田 光弘 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 絆スマイルラン 長野市 3:59:29
2425 4566 大久保 元靖 ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾄﾔｽ ながぎんリース 松本市 3:59:29
2426 4421 佐々木 啓二 ｻｻｷ ｹｲｼﾞ 愛知県 3:59:30
2427 5262 矢野 恭広 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾛ 静岡県 3:59:30
2428 3455 山本 憲司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＥＮＥＡＲＣ 東京都 3:59:31
2429 4066 山下 隆 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 新宅ＲＣ関東 埼玉県 3:59:33
2430 4633 岩崎 秀行 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 東武トップツアーズ 神奈川県 3:59:33
2431 4287 小山 雅弘 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 長野市 3:59:35
2432 3506 藤川 哲也 ﾌｼﾞｶﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 3:59:35
2433 5039 安田 和正 ﾔｽﾀ ｶｽﾞﾏｻ 長野市 3:59:35
2434 5489 竹前 典夫 ﾀｹﾏｴ ﾉﾘｵ ＴＫたけのりＲＣ 須坂市 3:59:35
2435 5780 中野 剛 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ ＴＫ 埼玉県 3:59:36
2436 3565 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ ＴＫＧ 東京都 3:59:36
2437 5321 中尾 健次 ﾅｶｵ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:59:37
2438 3500 堂本 勲 ﾄﾞｳﾓﾄ ｲｻｵ 京都走ろう会 京都府 3:59:38
2439 2063 飯塚 昌史 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｼ 群馬県 3:59:38
2440 5080 本間 千里 ﾎﾝﾏ ｾﾝﾘ 日立Ａｓｔｅｍｏ上田 上田市 3:59:38
2441 3090 堀川 茂治 ﾎﾘｶﾜ ｼｹﾞﾊﾙ 南砺市役所 富山 富山県 3:59:40
2442 5850 荻原 真之 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 佐久市 3:59:40
2443 7066 田中 昭彦 ﾀﾅｶ ｱｷﾋｺ 高森町 3:59:41
2444 2686 小出 祐充 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛﾐﾂ 恵比寿ＲＣ 東京都 3:59:43
2445 4117 福澤 智也 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 大明化学工業株式会社 駒ヶ根市 3:59:43
2446 4541 中島 尚之 ﾅｶｼﾏ ﾅｵﾕｷ 愛知県 3:59:44
2447 5066 福田 猛 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ 兵庫県 3:59:44
2448 5249 定村 勝敏 ｼﾞｮｳﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 富山県 3:59:47
2449 2342 岡本 仁 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 長野市役所ＲＣ 長野市 3:59:48
2450 4200 高見沢 茂 ﾀｶﾐｻﾜ ｼｹﾞﾙ 小布施町 3:59:48
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2451 3597 岩城 徹 ｲﾜｷ ﾄｵﾙ 青葉会 富山県 3:59:52
2452 7432 深澤 春樹 ﾌｶｻﾜ ﾊﾙｷ 天寿堂 松本市 3:59:52
2453 5284 山本 博三 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 兵庫県 3:59:56
2454 4394 藤田 孝博 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ ふじっこ 東京都 3:59:58
2455 4259 米澤 輝 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 長野市 3:59:58
2456 5251 加藤 之規 ｶﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 軽井沢ＮＲＣ 軽井沢町 3:59:58
2457 9303 今村 敏美 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾐ 愛知県 3:59:59
2458 4140 山田 正良 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉県 3:59:59
2459 5349 小田切 実 ｵﾀｷﾞﾘ ﾐﾉﾙ 松本市 3:59:59
2460 4471 田野口 誠 ﾀﾉｸﾁ ﾏｺﾄ チームやばね 長野市 4:00:01
2461 7265 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 東京都 4:00:04
2462 7306 宮澤 潤 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ パワースポーツシック 長野市 4:00:08
2463 4322 光田 敏夫 ﾐﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 桂新堂ＲＣ 愛知県 4:00:09
2464 5388 塚田 正 ﾂｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 4:00:11
2465 4480 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 東京都 4:00:12
2466 7589 真島 和也 ﾏｼﾏ ｶｽﾞﾔ 新潟県 4:00:13
2467 3498 横山 洋 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ ウララ走友会 松本市 4:00:17
2468 7438 吉川 進一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 小諸市 4:00:18
2469 2362 菅 龍太郎 ｽｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 4:00:19
2470 5274 熊谷 淳介 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｽｹ 愛知県 4:00:21
2471 4319 佐々木 篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ ＳＳＣＩＣ 上田市 4:00:22
2472 4511 鈴木 正宏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 古里ＲＣｘＯＫＪ 千葉県 4:00:28
2473 4312 原田 敬史 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 名鉄カルチャー 愛知県 4:00:30
2474 5591 大平 栄二 ｵｵﾋﾗ ｴｲｼﾞ ＭＡＫＩＳＥＮ 上田市 4:00:30
2475 2296 金森 渉 ｶﾅﾓﾘ ﾜﾀﾙ 東京都 4:00:31
2476 3571 出澤 和幸 ﾃﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ ＣＨＡＰＰＹ９９９ 長野市 4:00:35
2477 5429 原 達也 ﾊﾗ ﾀﾂﾔ 駒ヶ根市 4:00:36
2478 7719 塚田 孝一 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ アクア 長野市 4:00:39
2479 5347 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ ＣＳＹ 三重県 4:00:44
2480 7114 白枝 石充 ｼﾛｴﾀﾞ ｲﾜﾐ 東京都 4:00:47
2481 3114 小山 友宏 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 小山クレーン 埼玉県 4:00:49
2482 4251 赤坂 博志 ｱｶｻｶ ﾋﾛｼ 東京都 4:00:54
2483 3594 四十住 敬史 ｱｲｽﾞﾐ ﾀｶﾌﾐ 富山県 4:00:55
2484 5395 櫻井 貴之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:00:55
2485 2305 佐藤 嘉昭 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東京都 4:00:56
2486 4448 武子 雅仁 ﾀｹｼ ﾏｻﾋﾄ ＡＬＢＡ 東京 神奈川県 4:00:56
2487 5140 鈴木 忠司 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 4:00:57
2488 3178 佐々木 崇吏 ｻｻｷ ﾀｶｼ ライスカレーまんてん 東京都 4:01:01
2489 4368 八子 圭一 ﾔｺ ｹｲｲﾁ 新潟県 4:01:03
2490 4034 國澤 徹雄 ｸﾆｻﾜ ﾃﾂｵ コーセイ 東京都 4:01:04
2491 7012 藤井 徹也 ﾌｼﾞｲ ﾃﾂﾔ 東京都 4:01:05
2492 4606 小坪 琢人 ｺﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ ｌｉｎｅ株式会社 東京都 4:01:05
2493 4453 小野 純哉 ｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ ◎ネオックス◎ 新潟県 4:01:06
2494 5858 小山 裕 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 4:01:07
2495 2624 田中 克拓 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ ＴＥＡＭぽんた 愛知県 4:01:08
2496 5355 末永 憲次 ｽｴﾅｶﾞ ﾉﾘﾂｸﾞ 愛知県 4:01:10
2497 3196 中山 則之 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 4:01:12
2498 5012 加藤 孝夫 ｶﾄｳ ﾀｶｵ チームちゃ塾 岡谷市 4:01:14
2499 4239 鈴木 春夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｵ 明治安田生命 福島県 4:01:14
2500 7314 土屋 良泰 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀｲ 長野市 4:01:15
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2501 4354 樋口 靖 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｼ 千葉県 4:01:16
2502 4557 瀧澤 英司 ﾀｷｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 東御市 4:01:17
2503 4388 五十嵐 寛 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾝ チーム音海 松本市 4:01:17
2504 5912 江川 大介 ｴｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 石川県 4:01:17
2505 3435 細田 伸一 ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山楽会 千曲市 4:01:19
2506 7035 根橋 亮 ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳ 箕輪町 4:01:20
2507 2199 松橋 瞬 ﾏﾂﾊｼ ｼｭﾝ 須坂市役所 須坂市 4:01:21
2508 5638 若林 正展 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 北信からこんにちわ 長野市 4:01:22
2509 4408 白尾 大志 ｼﾗｵ ﾋﾛｼ 栃木県 4:01:25
2510 5365 橋本 崇二郎 ﾊｼﾓﾄ ｿｳｼﾞﾛｳ キャスパー 埼玉県 4:01:26
2511 3308 田尻 英一 ﾀｼﾞﾘ ｴｲｲﾁ 東京 東京都 4:01:27
2512 5526 坂口 信治 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 大阪府 4:01:29
2513 9334 今野 拓也 ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ 群馬県 4:01:32
2514 5829 早川 学 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 石川県 4:01:34
2515 7328 石田 岳史 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾌﾐ 長野市 4:01:37
2516 10004 有馬 弘光 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾐﾂ きたながのＲＣ壮年組 長野市 4:01:39
2517 5857 九十九 徹 ﾂｸﾓ ﾄｵﾙ 広島県 4:01:40
2518 5344 木野 良澄 ｷﾉ ﾖｼｽﾞﾐ 岐阜県 4:01:40
2519 5139 市川 充洋 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 松本市立病院 安曇野市 4:01:42
2520 7351 大塚 將文 ｵｵﾂｶ ｶﾂﾉﾘ ニンニク屋 上田市 4:01:43
2521 8166 齋藤 満 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 福岡県 4:01:43
2522 7244 鈴木 新司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ ワガヤ絆 東京都 4:01:43
2523 5692 古川 貴浩 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 北海道 4:01:46
2524 3334 若月 亮 ﾜｶﾂｷ ﾘｮｳ 西知多リハビリ 愛知県 4:01:48
2525 7013 長井 健太朗 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 4:01:49
2526 5432 野澤 孝彰 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ みずほ銀行 千葉県 4:01:50
2527 4160 迎 正利 ﾑｶｲ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 4:01:57
2528 5568 田中 衛 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ 高嶺走友会 長野市 4:01:59
2529 2526 中重 雄史 ﾅｶｼｹﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 4:02:01
2530 5583 江原 智幸 ｴﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 4:02:02
2531 3562 藤田 次夫 ﾌｼﾞﾀ ﾂｷﾞｵ 神奈川県 4:02:04
2532 4585 池田 元気 ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ げんきんぐ 滋賀県 4:02:06
2533 4586 山崎 崇平 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳﾍｲ げんきんぐ 滋賀県 4:02:06
2534 7196 目黒 等哉 ﾒｸﾞﾛ ﾄｼﾔ 長野市 4:02:06
2535 4678 冨田 正和 ﾄﾐﾀ ﾏｻｶｽﾞ 江戸一ＲＣ 東京 東京都 4:02:06
2536 7279 石川 祥 ｲｼｶﾜ ｼｮｳ 株式会社アイシン 愛知県 4:02:08
2537 5127 早坂 真 ﾊﾔｻｶ ｼﾝ 東京都 4:02:09
2538 4445 田村 義法 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 新潟県 4:02:09
2539 4691 山口 寛喜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 横浜中央走友会 神奈川県 4:02:12
2540 4123 嶋田 章 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 図書館流通センター 神奈川県 4:02:13
2541 4323 木全 真吾 ｷﾏﾀ ｼﾝｺﾞ 東京都 4:02:13
2542 10088 加藤 航 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 松本市 4:02:14
2543 5056 棚橋 一郎 ﾀﾅﾊｼ ｲﾁﾛｳ ＡＤ損保 東京 東京都 4:02:16
2544 4568 佐藤 駿行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ ＪＲ貨物信濃ＲＣ 長野市 4:02:19
2545 5029 富木 英晴 ﾄﾐｷ ﾋﾃﾞﾊﾙ まむしクラブ 東京都 4:02:19
2546 5695 奈良 哲弥 ﾅﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県 4:02:22
2547 5662 青山 拓也 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾔ 新光電気若穂Ｃ班 長野市 4:02:25
2548 5136 滝澤 敦 ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾂｼ 東京都 4:02:27
2549 5008 新井 晃 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 東京都 4:02:27
2550 3153 宮入 祐次郎 ﾐﾔｲﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 宇佐美ＲＣ 東京都 4:02:28
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2551 4632 白井 邦昭 ｼﾗｲ ｸﾆｱｷ 埼玉県 4:02:30
2552 3464 岩渕 芳彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾋｺ 川中島ラン 長野市 4:02:31
2553 5809 畔柳 亮 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳ 東京都 4:02:39
2554 5824 幸崎 義朗 ｺｳｻｷ ﾖｼﾛｳ 東京都 4:02:40
2555 5295 小寺 徹郎 ｺﾃﾞﾗ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 4:02:44
2556 5631 大塚 大輔 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:02:44
2557 4666 高木 基志 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾕｷ チーム３１０ 岐阜県 4:02:45
2558 4154 酒井 武左志 ｻｶｲ ﾑｻｼ 東京都 4:02:46
2559 5067 安間 薫 ｱﾝﾏ ｶｵﾙ 静岡県 4:02:46
2560 5112 藤岡 高 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｼ 千葉県 4:02:47
2561 5794 川瀬 輝雄 ｶﾜｾ ﾃﾙｵ マスダック 埼玉県 4:02:47
2562 11100 高野 博勝 ﾀｶﾉ ﾋﾛｶﾂ 長野市 4:02:48
2563 4274 小林 隆史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 走翔 埼玉県 4:02:50
2564 5281 梅野 貢一 ｳﾒﾉ ｺｳｲﾁ 陸上競技多摩川クラブ 東京 東京都 4:02:50
2565 5103 加藤 浩治 ｶﾄｳ ﾋﾛﾊﾙ 愛知県 4:02:52
2566 3406 石井 聖文 ｲｼｲ ｾｲﾌﾞﾝ 長野県警察 長野市 4:02:54
2567 1187 白柳 智浩 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 名古屋ＲＣ 愛知県 4:02:54
2568 7190 多々良 貢 ﾀﾀﾗ ﾐﾂｷﾞ 行田公園走友会 東京 千葉県 4:02:55
2569 5081 佐々木 浩三 ｻｻｷ ｺｳｿﾞｳ ＨＤＳ走ＲＵＮ会 安曇野市 4:02:56
2570 5733 池田 亮 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 大阪府 4:02:56
2571 7409 関根 英昭 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟県 4:02:59
2572 5296 吉岡 和宏 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 4:02:59
2573 7067 柏本 佳則 ｶｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 4:03:00
2574 5506 海野 幸夫 ｳﾝﾉ ﾕｷｵ 新潟県 4:03:02
2575 4295 山口 雅博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ （株）鈴木 中野市 4:03:04
2576 4278 尾崎 稔 ｵｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 篠ノ井ＧＨＰ 千曲市 4:03:08
2577 3301 青野 泉 ｱｵﾉ ｲｽﾞﾐ まるお製作所埼玉支部 東京 埼玉県 4:03:11
2578 5840 橋本 茂博 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ 神奈川県 4:03:12
2579 3199 坂口 明 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ ■きりぎり巣■ 埼玉県 4:03:16
2580 7095 古草 鉄也 ﾌﾙｸｻ ﾃﾂﾔ 東京都 4:03:16
2581 9004 高嶋 恭平 ﾀｶｼﾏ ｷｮｳﾍｲ 伊那市 4:03:16
2582 5391 丸山 学 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 八十二銀行 長野市 4:03:26
2583 7204 黒木 裕鷹 ｸﾛｷ ﾕﾀｶ Ｓａｎｓａｎ株式会社 東京都 4:03:28
2584 5288 岡安 真理 ｵｶﾔｽ ｼﾝﾘ 神奈川県 4:03:32
2585 2426 松下 浩二 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 4:03:36
2586 2619 杉崎 勝義 ｽｷﾞｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ 神奈川県 4:03:37
2587 5805 赤松 祥平 ｱｶﾏﾂ ｼｮｳﾍｲ あかまつ鍼灸院 大阪府 4:03:40
2588 4504 奥野 忠晴 ｵｸﾉ ﾀﾀﾞﾊﾙ ＳＭＲＣ 東京 神奈川県 4:03:42
2589 3346 吉田 成範 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 新潟県 4:03:43
2590 3387 細田 敦夫 ﾎｿﾀﾞ ｱﾂｵ 佐久市 4:03:45
2591 10050 加藤 正浩 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ラスタバナナ 愛知県 4:03:48
2592 7177 茂呂 典行 ﾓﾛ ﾉﾘﾕｷ ふかやＪＯＧ倶楽部 埼玉県 4:03:49
2593 3044 佐々木 勝則 ｻｻｷ ｶﾂﾉﾘ 東京陸協 東京 東京都 4:03:50
2594 5658 望月 雅人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 4:03:57
2595 5499 上原 伸一 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 軽井沢ＮＲＣ 軽井沢町 4:04:04
2596 5151 豊島 哲 ﾄﾖｼﾏ ﾃﾂ とよさんず 神奈川県 4:04:05
2597 7317 冨澤 岳 ﾄﾐｻﾜ ｶﾞｸ ソラウミタロス 須坂市 4:04:05
2598 11030 大日方 信光 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾉﾌﾞﾐﾂ 埼玉県 4:04:10
2599 3463 伊藤 厚 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 津田工業ＲＣ 埼玉県 4:04:15
2600 3372 飯山 浩昭 ｲｲﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 群馬県 4:04:18
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2601 5087 藤川 巧士 ﾌｼﾞｶﾜ ｺｳｼﾞ 立山登ろう会 富山県 4:04:19
2602 4152 山田 高大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野市 4:04:20
2603 3309 河原田 和芳 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ ＪＰ長野東 ＲＣ 長野 長野市 4:04:23
2604 9190 山田 大夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 千葉県 4:04:28
2605 7553 横関 秀俊 ﾖｺｾﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 4:04:37
2606 4653 伊藤 学司 ｲﾄｳ ｶﾞｸｼﾞ 東京都 4:04:37
2607 8298 中谷 顕英 ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾋﾃﾞ メイプル 静岡県 4:04:40
2608 5655 恒本 宏 ﾂﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ アムール 長野市 4:04:41
2609 4588 宮本 義豊 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾄﾖ ■チーム柔整■ 長野市 4:04:42
2610 3582 齋藤 謙一朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:04:43
2611 4637 黒木 聖久 ｸﾛｷ ｷﾖﾋｻ テヨン 愛知県 4:04:47
2612 2660 福嶋 慶司 ﾌｸｼﾏ ｹｲｼﾞ 株式会社高島屋 和歌山県 4:04:59
2613 4643 鷲澤 徹 ﾜｼｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 埼玉県 4:05:04
2614 3234 三沢 幸男 ﾐｻﾜ ﾕｷｵ コントユニット青点滅 長野市 4:05:09
2615 4020 齋藤 伸一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 新潟県 4:05:11
2616 5005 端谷 喜博 ﾊﾅﾔ ﾖｼﾋﾛ 富山県 4:05:17
2617 5345 小池 広益 ｺｲｹ ﾋﾛﾐﾂ 高嶺走友会 長野市 4:05:18
2618 2289 高橋 歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 東京都 4:05:25
2619 2529 土屋 暢夫 ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞｵ サンゴバン 岡谷市 4:05:25
2620 4648 坂越 昇一 ｻｶｺﾞｼ ｼｮｳｲﾁ 大阪府 4:05:27
2621 4671 宮下 達也 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾂﾔ ●ＴＭ● 東御市 4:05:32
2622 2714 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ゼルサポ陸上部 東京 東京都 4:05:33
2623 3505 杉江 宜紀 ｽｷﾞｴ ﾖｼﾉﾘ 清洲桜醸造 愛知県 4:05:35
2624 5389 関 克浩 ｾｷ ｶﾂﾉﾘ 高嶺走友会 長野市 4:05:37
2625 7669 山本 政次 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ ＧＡＲＤＥＮＳ 愛知県 4:05:37
2626 5736 助川 仁 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 宮城県 4:05:39
2627 4195 櫻井 俊伸 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 茅野市 4:05:47
2628 3508 田代 雄一 ﾀｼﾛ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 4:05:48
2629 11031 大日方 威光 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾐﾂ 埼玉県 4:05:50
2630 2623 戸田 浩 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 4:05:52
2631 8422 岡本 啓 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 埼玉県 4:05:52
2632 2154 吉田 匡伸 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ ノースウエスト 東京都 4:05:53
2633 3421 松野 広樹 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｷ 新潟 新潟県 4:05:53
2634 8509 西村 薫 ﾆｼﾑﾗ ｶｵﾙ 愛知県 4:05:54
2635 329 福田 渉 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 宮城 福島県 4:05:55
2636 7394 安田 毅 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 4:05:55
2637 9174 冨山 裕章 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 4:05:58
2638 5173 山下 博隆 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 4:06:00
2639 3581 坂田 善幸 ｻｶﾀ ﾖｼﾕｷ 水ラン倶楽部 須坂市 4:06:06
2640 3493 廣瀬 隆之 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 名古屋市役所 愛知県 4:06:11
2641 4689 内田 武志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 4:06:15
2642 1312 鈴木 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ リスタート 東京 長野市 4:06:15
2643 8222 横山 淳一 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野市 4:06:18
2644 7323 平澤 俊和 ﾋﾗｻﾜ ﾄｼｶｽﾞ 長野市 4:06:20
2645 3213 鈴木 洋行 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ＴＲＣ 神奈川県 4:06:24
2646 4351 下條 広行 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 信州トレマン 長野市 4:06:30
2647 1146 山上 聡 ﾔﾏｶﾐ ｻﾄﾙ 上田市 4:06:30
2648 2685 島田 隆 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 石川県 4:06:35
2649 9133 町田 晃一 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 中野市 4:06:35
2650 4369 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 淺沼組英会話クラブ 愛知県 4:06:38
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2651 3233 橋本 拓 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ アサヌマＲＣ 東京都 4:06:40
2652 7340 岡田 將宏 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 飯田市 4:06:40
2653 8479 廣瀬 昌史 ﾋﾛｾ ﾏｻﾌﾐ 東京都 4:06:44
2654 5789 齋藤 潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 新潟県 4:06:45
2655 7137 金子 浩之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:06:45
2656 5237 澤井 茂樹 ｻﾜｲ ｼｹﾞｷ ＳＡＬＬＹＳ 富山 富山県 4:06:49
2657 9154 海老原 丈 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾞｮｳ 愛知県 4:06:49
2658 4634 堀内 和久 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 4:06:49
2659 7607 服部 佳宏 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:06:52
2660 3533 佐口 慎一 ｻｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 三好走ろう会 愛知県 4:06:52
2661 7695 米倉 克将 ﾖﾈｸﾗ ｶﾂﾏｻ 愛知県 4:06:55
2662 2700 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ ＭＴ 東京都 4:06:57
2663 8255 上田 幸寛 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 群馬県 4:06:59
2664 2367 小平 直人 ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵﾄ 佐久医療ランナース 佐久市 4:07:02
2665 3389 堀内 信良 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 西和田クラブ 長野市 4:07:03
2666 5549 野上 哲郎 ﾉｶﾞﾐ ﾃﾂﾛｳ まむしクラブ 埼玉県 4:07:03
2667 4242 遠藤 俊一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｲﾁ 静岡県 4:07:05
2668 4055 豊田 剛 ﾄﾖﾀ ﾂﾖｼ 長野市 4:07:13
2669 5500 高見澤 勇 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｲｻﾑ 高見沢歯科医院 上田市 4:07:17
2670 4270 依田 将宏 ﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 中野市 4:07:19
2671 11043 白澤 篤史 ｼﾗｻﾜ ｱﾂｼ 長野市 4:07:20
2672 2046 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 4:07:22
2673 3537 安藤 光紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾉﾘ かわうちクラブ 長野市 4:07:23
2674 4185 内山 弘 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 燃える赤ヘルランナー 兵庫県 4:07:24
2675 8487 内野 正人 ｳﾁﾉ ﾏｻﾄ 浪岡組 須坂市 4:07:27
2676 4196 佐藤 公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 佐藤保険事務所 安曇野市 4:07:29
2677 5709 遠藤 大輔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 三工社 東京都 4:07:29
2678 5217 井出 亘祐 ｲﾃﾞ ｺｳｽｹ 北相木村 4:07:31
2679 5279 上原 秀昭 ｳｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 館林マスターズ陸上 群馬 群馬県 4:07:34
2680 4291 鈴木 淳一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ チームみしま 静岡県 4:07:35
2681 7004 小口 勇 ｵｸﾞﾁ ｲｻﾑ ＪＲ東日本 長野市 4:07:35
2682 5445 飯塚 弘隆 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｶ チームＴ＆Ｍ 新潟県 4:07:39
2683 2204 平田 稔 ﾋﾗﾀ ﾐﾉﾙ ▲オンコ名古屋 愛知県 4:07:41
2684 7462 森田 将徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ МＡＣ 岡山県 4:07:47
2685 5104 比嘉 直樹 ﾋｶﾞ ﾅｵｷ 沖縄県 4:07:53
2686 5683 柳沢 潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野市 4:07:55
2687 560 小口 秀哉 ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 株式会社エグロ 長野 下諏訪町 4:07:55
2688 2681 小口 親司 ｵｸﾞﾁ ﾁｶｼ 長野マスターズ諏訪 岡谷市 4:07:56
2689 7049 田中 和樹 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 長野市 4:08:04
2690 4256 竹内 雅史 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼ 田代消防団 愛知県 4:08:09
2691 7227 岡本 兼治 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 小布施荘 中野市 4:08:10
2692 5330 川畑 健次 ｶﾜﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 松本市 4:08:11
2693 5009 宮間 克裕 ﾐﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 4:08:20
2694 3457 小笠原 博之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ コトブキ 松本市 4:08:22
2695 4051 湯本 修 ﾕﾓﾄ ｵｻﾑ ＹＲＣ 塩尻市 4:08:24
2696 3046 小原 俊之 ｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 4:08:26
2697 5097 堀江 肇 ﾎﾘｴ ﾊｼﾞﾒ ＤＥＣ 富山県 4:08:28
2698 4218 奥 賢晴 ｵｸ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 4:08:35
2699 2201 両角 裕貴 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｷ 神奈川県 4:08:39
2700 5142 佐々木 悠 ｻｻｷ ﾋｻｼ 東京都 4:08:41
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2701 9197 勝尾 文哉 ｶﾂｵ ﾌﾐﾔ 長野市 4:08:47
2702 3483 土岐 真人 ﾄﾞｷ ﾏｺﾄ ああああ 東京都 4:08:51
2703 7378 今井 裕章 ｲﾏｲ ﾋﾛｱｷ 小布施町 4:08:56
2704 3495 柳澤 宜明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 千葉県 4:09:00
2705 5774 柴田 薫 ｼﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 上田市 4:09:03
2706 2478 岩崎 豊 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 大高ＣＲＳ 愛知県 4:09:04
2707 4418 白取 武盛 ｼﾗﾄﾘ ﾀｹﾓﾘ 千曲市 4:09:06
2708 11094 遠山 宏樹 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾛｷ オブセヤングチーム 小布施町 4:09:06
2709 7376 柄澤 宏之 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 4:09:09
2710 7069 井手口 和義 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 長野市 4:09:10
2711 5366 堀部 博文 ﾎﾘﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ ベーコンズ 愛知県 4:09:11
2712 4558 黒岩 慎 ｸﾛｲﾜ ﾏｺﾄ 信州和牛 黒岩牧場 高山村 4:09:14
2713 4363 増田 俊一 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ つじかぜＡＣ 東京 東京都 4:09:15
2714 4262 石亀 哲郎 ｲｼｶﾒ ﾃﾂﾛｳ クラブＲ２東日本 東京 神奈川県 4:09:16
2715 2493 萩原 真一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 群馬県 4:09:17
2716 5257 梅山 幹也 ｳﾒﾔﾏ ﾐｷﾔ 東京都 4:09:17
2717 4503 大垣 雅裕 ｵｵｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 富山県 4:09:17
2718 3583 唐澤 徹一 ｶﾗｻﾜ ﾃﾂｲﾁ 木下ＲＣ 箕輪町 4:09:19
2719 5381 平野 俊英 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 愛知県 4:09:22
2720 9351 竹花 智之 ﾀｹﾊﾅ ﾄﾓﾕｷ 上田市 4:09:23
2721 4194 中沢 英俊 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 中沢塗装 小布施町 4:09:28
2722 4391 長野 宏昭 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 長野市 4:09:31
2723 4663 柏 正俊 ｶｼﾜ ﾏｻﾄｼ ヘルシーランクラブ 東京 茨城県 4:09:32
2724 9076 草深 佑児 ｸｻﾌｶ ﾕｳｼﾞ 安曇野ランナー 安曇野市 4:09:32
2725 7511 四方田 成文 ﾖﾓﾀﾞ ｼｹﾞﾌﾐ 埼玉県 4:09:35
2726 5653 中澤 豊 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 上田市 4:09:39
2727 3063 松澤 克幸 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ カイシン工業株式会社 長野市 4:09:39
2728 4002 田中 信明 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 長野市 4:09:40
2729 5261 松崎 明夫 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷｵ 小金井公園走友会 東京 東京都 4:09:41
2730 2505 宇治川 忠紀 ｳｼﾞｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 4:09:41
2731 2601 野口 治夫 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｵ きたながのＲＣ 長野市 4:09:42
2732 5681 冨田 千功 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 4:09:43
2733 5615 今村 真敏 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 三重県 4:09:44
2734 3529 井口 正宏 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 箕輪町 4:09:44
2735 7189 岡部 卓郎 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾛｳ 長野市 4:09:47
2736 9297 古畑 央也 ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 協伸精機株式会社 千曲市 4:09:47
2737 5270 佐藤 家孝 ｻﾄｳ ｲｴﾀｶ 都筑製作所 上田市 4:09:50
2738 2581 原山 翔太 ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ いいづなやま 東京都 4:09:50
2739 4424 熊谷 慎太郎 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀﾛｳ トヨタシステムズ 愛知県 4:09:58
2740 1254 山浦 昭男 ﾔﾏｳﾗ ｱｷｵ きたながのランクラブ 長野 長野市 4:09:59
2741 5411 伊藤 積史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 松本Ｒｕｎらんクラブ 山形村 4:10:03
2742 5204 工藤 宏明 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 多摩湖 東京都 4:10:03
2743 9264 西川 裕志 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ ＳＨＩＢＡＵＲＡ 松本市 4:10:08
2744 3110 轟 誠治 ﾄﾄﾞﾛｷ ｾｲｼﾞ 轟商会マラソン部 長野市 4:10:10
2745 3552 森 建一 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ ブルーミング 京都 奈良県 4:10:12
2746 5308 内田 隆之 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県 4:10:17
2747 5514 仁田 晃司 ﾆｯﾀ ｺｳｼﾞ 安曇野市 4:10:19
2748 4029 伊藤 康弘 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 多摩川 阿南町 4:10:19
2749 10001 稲熊 義毅 ｲﾅｸﾞﾏ ﾖｼｷ 長野市 4:10:22
2750 3332 熊原 善輝 ｸﾏﾊﾗ ﾖｼﾃﾙ 片丘体協 塩尻市 4:10:24
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2751 2110 市川 義陽 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 長電バス駅伝部 須坂市 4:10:25
2752 3238 両角 太 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌﾄｼ 下諏訪町 4:10:27
2753 984 竹内 直人 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 塩尻市 4:10:28
2754 4060 佐藤 力哉 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ コアラ一家 愛知県 4:10:31
2755 5086 山岸 俊博 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾋﾛ 長野県警察 長野市 4:10:32
2756 5230 大西 健治 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ デンソーエアクール 松本市 4:10:36
2757 3540 阿波 智彦 ｱﾜ ﾄﾓﾋｺ 東京都 4:10:53
2758 5450 岩本 政規 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 4:10:55
2759 5197 高橋 明人 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 東京都 4:10:57
2760 7574 古山 健 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ 神奈川県 4:11:00
2761 5660 藤田 敦 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 須坂卓翔会 須坂市 4:11:02
2762 7550 田幸 学 ﾀｺｳ ﾏﾅﾌﾞ 須坂市 4:11:02
2763 7074 久保田 卓 ｸﾎﾞﾀ ｽｸﾞﾙ 飯山市 4:11:03
2764 5671 早坂 大紀 ﾊﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 株式会社ジーネット 松本市 4:11:05
2765 2679 島浦 智幸 ｼﾏｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 富山県 4:11:07
2766 3304 川村 拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ ＴＵＴＩＧＥＲＳ 群馬県 4:11:08
2767 4410 中野 豪 ﾅｶﾉ ｺﾞｳ 安曇野市 4:11:10
2768 7710 鈴木 良実 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 静岡県 4:11:13
2769 1221 中山 信次 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 兵庫県 4:11:18
2770 4275 中村 英一 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｲﾁ 三芳町立三芳東中学校 埼玉県 4:11:18
2771 3371 小林 達吉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷﾁ 長野市 4:11:19
2772 3291 木村 直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 4:11:21
2773 3391 高橋 圭 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 東京都 4:11:22
2774 5207 樋口 孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ ミサトピア小倉病院 安曇野市 4:11:26
2775 5332 宮田 伸也 ﾐﾔﾀ ｼﾝﾔ サンジェルマン 木島平村 4:11:35
2776 10180 吉原 健一 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 新潟県 4:11:37
2777 5320 田代 満 ﾀｼﾛ ﾐﾂﾙ 神奈川県 4:11:37
2778 10171 大場 雅高 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 相模フレンズ 東京 東京都 4:11:39
2779 2498 伊藤 善也 ｲﾄｳ ｾﾞﾝﾔ リップル 愛知 愛知県 4:11:39
2780 5682 佐藤 勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 文化放送 東京都 4:11:40
2781 4058 大井 尚紀 ｵｵｲ ﾅｵｷ ＨＩＯＫＩ 長野 坂城町 4:11:42
2782 4004 飯田 明彦 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 新潟県 4:11:43
2783 5618 月森 崇文 ﾂｷﾓﾘ ﾀｶﾌﾐ ラブラン 東京都 4:11:44
2784 3478 溝口 徹 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 埼玉県 4:11:44
2785 5436 前川 紳也 ﾏｴｶﾜ ｼﾝﾔ あがたグローバル 上田市 4:11:45
2786 4635 熊谷 知明 ｸﾏｶﾞｲ ﾁｱｷ 飯田市 4:11:45
2787 4496 青木 康純 ｱｵｷ ﾔｽｽﾞﾐ 東京都 4:11:51
2788 4277 近藤 光俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾄｼ 大輪寺 上田市 4:11:51
2789 5114 飯田 浩 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:11:52
2790 2555 林 衛 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ ＤＭＫ 長野市 4:12:00
2791 5786 戸田 康弘 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 4:12:01
2792 7284 西川 貴裕 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 中野市 4:12:01
2793 3454 阿部 和博 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 4:12:04
2794 4171 原 弘一 ﾊﾗ ｺｳｲﾁ トヨタ自動車 愛知県 4:12:05
2795 4420 伊東 功 ｲﾄｳ ｲｻｵ 飯田市 4:12:07
2796 2567 神社 正人 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾏｻﾄ 神奈川県 4:12:12
2797 9160 梨元 健太郎 ﾅｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 無し 長野市 4:12:13
2798 3595 奥村 善信 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 鶴賀病院 千曲市 4:12:20
2799 3048 岸田 隆 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ 森と木 飯山市 4:12:21
2800 7181 稲生 順一 ｲﾉｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪陸協 大阪 大阪府 4:12:23
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2801 5755 黄 書緯 ｺｳ ｼｮｲ 阿倫頻道 東京都 4:12:29
2802 2106 三浦 徹也 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 4:12:34
2803 4526 守屋 郁男 ﾓﾘﾔ ｲｸｵ 松本蟻ケ崎高等学校 愛知 松本市 4:12:34
2804 4439 荒井 良幸 ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 長野市 4:12:36
2805 4209 内堀 渉 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾜﾀﾙ 長野市 4:12:36
2806 4347 野口 正和 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 4:12:38
2807 2602 大久保 英雄 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 4:12:42
2808 5458 坂本 誠太 ｻｶﾓﾄ ｾｲﾀ 東京都 4:12:44
2809 8040 熊原 良浩 ｸﾏﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 二輪走 長野市 4:12:44
2810 8315 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 4:12:46
2811 3187 砂口 豊秀 ｽﾅｸﾞﾁ ﾄﾖﾋﾃﾞ スバル 東京都 4:12:54
2812 5135 正木 秀二 ﾏｻｷ ﾋﾃﾞｼﾞ チーム秀ちゃん 埼玉県 4:12:55
2813 4175 岩原 久三 ｲﾜﾊﾗ ﾋｻﾐﾂ フレックスＲＣ 上田市 4:12:57
2814 4155 石山 道行 ｲｼﾔﾏ ﾐｲﾕｷ 四日市ＲＣ 三重県 4:12:58
2815 9291 福永 隆 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶｼ 三重県 4:13:01
2816 5551 久江 健一 ﾋｻｴ ｹﾝｲﾁ 京都府 4:13:06
2817 5383 東 秀樹 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 日本無線 長野市 4:13:06
2818 4402 笠羽 晃司 ｶｻﾊﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 4:13:10
2819 4211 金谷 圭三 ｶﾅﾔ ｹｲｿﾞｳ ポルコロッソ 神奈川県 4:13:16
2820 9319 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 千葉県 4:13:16
2821 5258 中神 秀俊 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 4:13:19
2822 5156 阿部 修士 ｱﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 長野市 4:13:22
2823 7041 福泉 将彦 ﾌｸｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋｺ 高崎モータースクール 群馬県 4:13:23
2824 4036 高橋 裕 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 神奈川県 4:13:24
2825 4039 飯泉 大輔 ｲｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 長野マラソンクラブ 高山村 4:13:32
2826 4457 渡辺 勇太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 明治製菓ファルマ 東京都 4:13:33
2827 3327 三浦 宏和 ﾐｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ トーマツ 兵庫県 4:13:33
2828 4308 石江 良一 ｲｼｴ ﾘｮｳｲﾁ 上田市 4:13:34
2829 5592 神成 貴彦 ｶﾝﾅﾘ ﾀｶﾋｺ ＧＣＩ 群馬県 4:13:34
2830 5031 黒木 純洋 ｸﾛｷ ｽﾐﾋﾛ 東京都 4:13:35
2831 5220 柳田 修宏 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ フロンティアマネジメ 神奈川県 4:13:38
2832 7052 内田 真司 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 4:13:40
2833 5758 山口 孝司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 株式会社プロスト 長野市 4:13:45
2834 2496 高柳 稔 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾙ 富山県 4:13:47
2835 3133 西岡 隆司 ﾆｼｵｶ ﾀｶｼ 神奈川県 4:13:47
2836 5490 西澤 伸裕 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県信連 長野市 4:13:49
2837 3192 宮島 克夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｵ 長野市 4:13:52
2838 9124 奥村 建斗 ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ 長野市 4:13:58
2839 4255 野口 和人 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ チームさくら 筑北村 4:13:59
2840 4338 原 裕司 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ キヤノンＲＣ 東京都 4:14:01
2841 5469 高山 博士 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 須坂市 4:14:01
2842 5016 三橋 修 ﾐﾂﾊｼ ｵｻﾑ 千葉県 4:14:01
2843 8499 大澤 浩平 ｵｵｻﾜ ｺｳﾍｲ ＳＮＲＣ 新潟県 4:14:03
2844 5645 藤森 脩斗 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭｳﾄ 東京農業大学 東京都 4:14:04
2845 5842 北原 幸長 ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾅｶﾞ 諏訪中央病院 原村 4:14:04
2846 7280 高野 晃 ﾀｶﾉ ｱｷﾗ はなのみ 須坂市 4:14:06
2847 5123 松尾 武洋 ﾏﾂｵ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 4:14:07
2848 3335 柳 俊輝 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｷ クラブＲ２ 東京 埼玉県 4:14:09
2849 7566 小紫 裕介 ｺﾑﾗｻｷ ﾕｳｽｹ 飯田市 4:14:10
2850 5636 村山 亨 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 4:14:12

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合男子 Finish

Print: 2022/04/17 15:07:25 58 / 98 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

2851 7072 小山 勝章 ｺﾔﾏ ｶﾂｱｷ 森と木 長野市 4:14:16
2852 5772 石井 富弘 ｲｼｲ ﾄﾐﾋﾛ 千葉県 4:14:18
2853 5734 新家 秀孝 ｼﾝｹ ﾋﾃﾞﾀｶ 和歌山県 4:14:20
2854 3311 菊間 直樹 ｷｸﾏ ﾅｵｷ 新潟県 4:14:24
2855 5570 谷崎 誠一 ﾀﾆｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 麦酒走好会 愛知県 4:14:25
2856 5721 植竹 伸也 ｳｴﾀｹ ｼﾝﾔ あいおいニッセイ同和 東京都 4:14:27
2857 5830 野口 真 ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 中野市 4:14:27
2858 1303 阿部 泰明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 栃木県 4:14:28
2859 3305 石川 友則 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 4:14:34
2860 5468 田尻 秀一 ﾀｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 信州トレマン 長野市 4:14:36
2861 7582 宮西 智司 ﾐﾔﾆｼ ｻﾄｼ ミノタウロスＲＣ 富山県 4:14:39
2862 5215 坂井 隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ ラン文化財 群馬県 4:14:40
2863 10206 大日方 兼彦 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶﾈﾋｺ 株式会社アリーナ 長野市 4:14:46
2864 4145 原田 圭一 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 長野市 4:14:49
2865 2435 森 尚生 ﾓﾘ ﾋｻｵ 愛知 愛知県 4:14:49
2866 5801 瀬津丸 充 ｾﾂﾏﾙ ﾐﾂﾙ 石川県 4:14:52
2867 4146 前原 広幸 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ニッポンランナーズ 千葉 東京都 4:14:52
2868 5851 兵頭 雄一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 大阪府 4:14:53
2869 5752 浜野 美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ サラダバーズ 東京都 4:14:57
2870 5742 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 4:15:01
2871 5004 西川 好彦 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ チーム４２ 奈良県 4:15:03
2872 4314 小平 和三 ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾐ 小諸市 4:15:04
2873 5808 大矢 俊雄 ｵｵﾔ ﾄｼｵ 東京都 4:15:06
2874 4621 田中 秀治 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ こぐまトレイル 東京都 4:15:07
2875 3386 池田 和之 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 事業企画部 愛知 長野市 4:15:10
2876 9055 前 嶺児 ﾏｴ ﾚｲｼﾞ 萌の里 上田市 4:15:10
2877 5680 樋口 亮 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 長野市 4:15:15
2878 5107 岩上 利広 ｲﾜｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 4:15:18
2879 4112 江藤 淳一 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 4:15:25
2880 5423 酒井 健司 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:15:26
2881 2562 遠藤 寿裕 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 山梨県 4:15:27
2882 11101 黒田 昌紀 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ 前田建設工業 東京都 4:15:28
2883 3604 前 千尋 ﾏｴ ﾁﾋﾛ 萌の里浅川 長野市 4:15:29
2884 3031 片桐 剛太 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾞｳﾀ 駆愛 松竹梅 中野市 4:15:29
2885 4659 高野 勝 ﾀｶﾉ ﾏｻﾙ 川崎市陸上競技協会 神奈川 神奈川県 4:15:31
2886 7040 澤木 伸一 ｻﾜｷ ｼﾝｲﾁ くらぶ 鬼島 飯山市 4:15:33
2887 4053 多井 友和 ﾀｲ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府 4:15:36
2888 4690 潮崎 貴也 ｼｵｻﾞｷ ﾀｶﾔ 徳島県 4:15:37
2889 2617 三島 勇人 ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ トラック東京 東京都 4:15:40
2890 9105 畔上 綱貴 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾂﾅｷ 長野市 4:15:41
2891 7431 羽根田 久宜 ﾊﾈﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 新潟県 4:15:41
2892 4589 深澤 智彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 安曇野市 4:15:42
2893 5002 赤羽 修 ｱｶﾊﾈ ｵｻﾑ ＳＷＡＣ 塩尻市 4:15:43
2894 5804 鉞田 利也 ｵﾉﾀﾞ ﾄｼﾔ 名古屋ＡＯＩ ＲＣ 愛知県 4:15:47
2895 7391 加藤 雅弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 4:15:47
2896 8360 小林 直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 東京都 4:15:50
2897 5117 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 東京都 4:15:51
2898 3535 松本 大 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲ 長野市 4:15:52
2899 3155 坂田 優 ｻｶﾀ ﾏｻﾙ 草薙激走会 静岡県 4:15:52
2900 5586 板倉 慶一 ｲﾀｸﾗ ｹｲｲﾁ あついぞ！熊谷 埼玉県 4:15:53

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合男子 Finish

Print: 2022/04/17 15:07:25 59 / 98 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

2901 5556 泉 俊次郎 ｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ とらねこ 神奈川県 4:15:54
2902 9180 佐々木 和也 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 千葉県 4:15:56
2903 5292 小澤 豊明 ｵｻﾞﾜ ﾄﾖｱｷ 八千穂ラン 佐久穂町 4:15:57
2904 3314 新津 寿直 ﾆｲﾂ ﾄｼﾅｵ 長野市 4:16:01
2905 3613 杉田 義樹 ｽｷﾞﾀ ﾖｼｷ 愛知県 4:16:04
2906 5318 武田 博 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 4:16:06
2907 4303 髙瀬 恒樹 ﾀｶｾ ﾂﾈｷ （株）鐵鋼社 上田市 4:16:08
2908 5052 富田 正明 ﾄﾐﾀ ﾏｻｱｷ 東京都 4:16:08
2909 5271 小野 洋平 ｵﾉ ﾖｳﾍｲ 長野銀行 塩尻市 4:16:09
2910 5060 竹内 淳 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 中野市 4:16:12
2911 5798 相川 久 ｱｲｶﾜ ﾋｻｼ アリゾナ 千葉県 4:16:13
2912 2410 大倉 徹也 ｵｵｸﾗ ﾃﾂﾔ 長野市 4:16:15
2913 7033 小林 賢人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ オゾン会 伊那市 4:16:15
2914 5018 塚本 学 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 4:16:20
2915 10109 横山 秋一 ﾖｺﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ 白馬花舎ＡＣ 白馬村 4:16:21
2916 2387 橘 幸進 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾝ 白山市社協 石川県 4:16:22
2917 3424 日向寺 秀夫 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 4:16:26
2918 5157 巽 規全 ﾀﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ 奈良県 4:16:26
2919 4684 坂詰 俊介 ｻｶﾂﾞﾒ ｼｭﾝｽｹ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 4:16:30
2920 7343 安藤 正治 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 東京都 4:16:31
2921 5497 中村 賢作 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｻｸ 奈良県 4:16:34
2922 7552 川田 泰之 ｶﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ クラブＲ２東日本 東京 千葉県 4:16:34
2923 3479 伊藤 真 ｲﾄｳ ｼﾝ オゾン会 伊那市 4:16:35
2924 8069 林部 慶太 ﾊﾔｼﾍﾞ ｹｲﾀ 長野市 4:16:36
2925 7182 木嶋 順八 ｷｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾊﾟﾁ 愛知県 4:16:39
2926 2520 鷲澤 志朗 ﾜｼｻﾞﾜ ｼﾛｳ 爆走楽笑会 愛知県 4:16:43
2927 4508 藤沢 淳一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ チームまことちゃん 長野市 4:16:46
2928 9246 香取 孝典 ｶﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 4:16:46
2929 4166 田尻 敏之 ﾀｼﾞﾘ ﾄｼﾕｷ ＴＥＡＭ親輪社 高山村 4:16:48
2930 5897 湯本 亮 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳ Ｒ＆Ｃながの青果 須坂市 4:16:49
2931 5305 丸谷 吉貴 ﾏﾙﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 竹村製作所 中野市 4:16:51
2932 5311 斎藤 宏和 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 牧中ランナーズ 愛知県 4:16:52
2933 5022 丑丸 明英 ｳｼﾏﾙ ｱｷﾋﾃﾞ 千曲市 4:16:53
2934 3230 安本 太一 ﾔｽﾓﾄ ﾀｲﾁ 愛知陸協 愛知 愛知県 4:16:53
2935 5503 山口 昌彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 長野県病害虫防除所 松本市 4:16:53
2936 7698 和田 義浩 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 安曇野市 4:17:01
2937 7055 三澤 健一 ﾐｻﾜ ｹﾝｲﾁ 伊那市 4:17:03
2938 5846 樋口 康明 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ シティアスコム 福岡県 4:17:05
2939 3086 小橋 和也 ｺﾊｼ ｶｽﾞﾔ 小布施町 4:17:05
2940 3585 神田 文彦 ｶﾝﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ Ｋａｅ 東京都 4:17:06
2941 7533 若林 正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 東京都 4:17:07
2942 2615 峰 英之 ﾐﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ 飯綱町 4:17:12
2943 4203 関森 誠 ｾｷﾓﾘ ﾏｺﾄ ゆっくり走ろう信州 長野市 4:17:13
2944 7645 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ ハイウェイズ 長野市 4:17:14
2945 7262 米澤 正 ﾖﾈｻﾞﾜ ｾｲ 静岡県立大学 静岡県 4:17:14
2946 5459 日比野 朗 ﾋﾋﾞﾉ ｱｷﾗ 神奈川県 4:17:17
2947 5032 田村 宏幸 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 岡谷市 4:17:21
2948 5859 西川 大照 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 家庭ファース党 長野市 4:17:21
2949 5649 山田 洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 須坂市 4:17:22
2950 5350 横井 哲 ﾖｺｲ ｱｷﾗ 愛知県 4:17:26
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2951 4377 林 崇広 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 円福ＲＣ 長野市 4:17:28
2952 5164 緑川 由忠 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾖｼﾀﾀﾞ 埼玉マスターズ 埼玉 埼玉県 4:17:28
2953 7344 久保 正昭 ｸﾎﾞ ﾏｻｱｷ 松本市 4:17:31
2954 2420 山田 将洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 三重県 4:17:32
2955 7683 岡崎 俊也 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾔ 大阪府 4:17:32
2956 8268 佐藤 透 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 笑待選手 神奈川県 4:17:34
2957 5836 峯村 朋和 ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 長野市 4:17:35
2958 7551 島立 正文 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｻﾌﾐ みどり 茅野市 4:17:38
2959 5740 五十嵐 不二夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾌｼﾞｵ 東電千曲川 東御市 4:17:41
2960 4693 稲垣 隆康 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾔｽ 千葉県 4:17:42
2961 7206 下取 雄一 ｼﾓﾄﾘ ﾕｳｲﾁ チーム誉 中野市 4:17:42
2962 5238 小池 健一 ｺｲｹ ｹﾝｲﾁ エスビーワイ 長野市 4:17:43
2963 5876 大日方 充 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾙ 昭和商事 佐久市 4:17:43
2964 5137 土田 博之 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県 4:17:46
2965 9082 渡辺 海斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 新潟県 4:17:47
2966 2173 生田目 富夫 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄﾐｵ 栃木陸協 栃木 栃木県 4:17:48
2967 5748 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ モル 飯山市 4:17:49
2968 4073 日比野 雅之 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 尾張旭ＲＣ 愛知県 4:17:50
2969 5141 縄野 基 ﾅﾜﾉ ﾓﾄｲ 三本柳ＲＣ 長野市 4:17:51
2970 5131 新居田 大祐 ﾆｲﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 非常識２０２２ 神奈川県 4:17:51
2971 702 宮田 昌一 ﾐﾔﾀ ｼｮｳｲﾁ 東京マスターズ陸上 東京 東京都 4:17:52
2972 5735 松尾 享 ﾏﾂｵ ｽｽﾑ 竹中工務店 東京都 4:17:53
2973 2613 高田 輝樹 ﾀｶﾀﾞ ﾃﾙｷ 走んちゅＴＫＧ 東京 東京都 4:17:54
2974 3507 飯塚 宏 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｼ いいづか歯科医院 群馬県 4:17:54
2975 3514 川上 一也 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾔ 東京 千葉県 4:17:55
2976 2652 松浦 出 ﾏﾂｳﾗ ｲｽﾞﾙ カナガワＲＣ 埼玉県 4:17:56
2977 5753 和田 直樹 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 4:17:56
2978 5099 酒井 翔平 ｻｶｲ ｼｮｳﾍｲ 松本市 4:17:59
2979 3382 中沢 崇裕 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 上田市 4:18:02
2980 8175 下山 光一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 群馬県 4:18:03
2981 5167 大塚 大介 ｵｵﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:18:05
2982 5385 藤野 芳雄 ﾌｼﾞﾉ ﾖｼｵ 東京 千葉県 4:18:05
2983 4435 太田 邦明 ｵｵﾀ ｸﾆｱｷ ■前田製作所■ 長野市 4:18:08
2984 5663 奥貫 慎太郎 ｵｸﾇｷ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉医大病院 埼玉県 4:18:10
2985 2711 西風 勇人 ﾆｼｶｾﾞ ﾊﾔﾄ 松本市 4:18:14
2986 4359 石田 定幸 ｲｼﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 広島県 4:18:14
2987 4106 作左部 大 ｻｸｻﾍﾞ ﾏｻﾙ 秋田県 4:18:18
2988 5515 尾羽林 靖洋 ｵﾊﾞﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 酒のスーパータカぎ 千曲市 4:18:19
2989 5889 宮下 滋 ﾐﾔｼﾀ ｼｹﾞﾙ 信越放送 長野市 4:18:23
2990 5266 坂井 良治 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 4:18:25
2991 9116 斎藤 知晃 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 4:18:26
2992 7299 石坂 惠市 ｲｼｻﾞｶ ｹｲｲﾁ 長野市 4:18:27
2993 2124 橋本 勝博 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＡＲＣ 東京都 4:18:28
2994 5160 中田 岳 ﾅｶﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 4:18:31
2995 2459 川西 悟史 ｶﾜﾆｼ ｻﾄｼ 北海道 4:18:33
2996 5646 小林 章夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ 東京都 4:18:35
2997 8080 木田 直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 埼玉県 4:18:38
2998 3166 平塚 隆 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶｼ ぽっぽ屋ファミリー 信濃町 4:18:41
2999 3480 宮島 潤一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野市 4:18:44
3000 3569 塚尾 勇二 ﾂｶｵ ﾕｳｼﾞ クラブＲ２西日本 大阪 大阪府 4:18:44
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3001 7251 井本 孝志 ｲﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 4:18:46
3002 11018 森永 秀朗 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 中部電気保安協会 長野市 4:18:47
3003 8044 上野 仁 ｳｴﾉ ﾋﾄｼ 東京都 4:18:49
3004 8437 川村 成龍 ｶﾜﾑﾗ ｾｲﾘｭｳ 東京都 4:18:51
3005 5248 平沢 孝治 ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞ 新潟県 4:18:53
3006 4306 和田 善光 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ ＨＺＲ 長野市 4:18:55
3007 3047 古賀 健二 ｺｶﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:18:58
3008 4213 宮地 善明 ﾐﾔﾁ ﾖｼｱｷ 愛知県 4:18:59
3009 7045 平林 貴之 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 安曇野市 4:19:03
3010 5890 齋藤 慶太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 東京都 4:19:05
3011 7608 糸井 真一 ｲﾄｲ ｼﾝｲﾁ 大阪府 4:19:07
3012 2306 伊藤 昌人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ ラッコランナー 神奈川県 4:19:08
3013 7312 市川 諒 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 千曲市 4:19:09
3014 5428 小林 逸人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ サクラ精機 佐久市 4:19:09
3015 4070 石川 操 ｲｼｶﾜ ﾐｻｵ でぃらん 埼玉県 4:19:11
3016 2411 加藤 嗣一 ｶﾄｳ ﾂｸﾞｶｽﾞ 青竹荘 神奈川県 4:19:15
3017 4450 高田 昌治 ﾀｶﾀ ｼｮｳｼﾞ 富山県 4:19:20
3018 5531 石川 進 ｲｼｶﾜ ｽｽﾑ 春日井市医師会 愛知県 4:19:21
3019 4221 新井 克巳 ｱﾗｲ ｶﾂﾐ 東御市 4:19:21
3020 4148 砺波 達史 ﾄﾅﾐ ﾀﾂｼ 神奈川県 4:19:22
3021 8086 栗林 正行 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 4:19:25
3022 5063 殿谷 成浩 ﾄﾉﾔ ｼｹﾞﾋﾛ 愛知県 4:19:25
3023 5580 岸本 正治 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 東京都 4:19:28
3024 5569 塩入 孝一 ｼｵｲﾘ ｺｳｲﾁ 市川軍団 千曲市 4:19:28
3025 7327 上川 純 ｳｴｶﾜ ｼﾞｭﾝ 愛知県 4:19:30
3026 5390 後藤 好隆 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾀｶ 辰村道路 石川県 4:19:32
3027 2351 蟹江 康一 ｶﾆｴ ﾔｽｲﾁ クラブＲ２中日本 愛知 愛知県 4:19:34
3028 4652 三宅 光章 ﾐﾔｹ ﾐﾂｱｷ リップル 愛知 愛知県 4:19:37
3029 7356 塚本 忠 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 日医ジョガーズ 東京 東京都 4:19:40
3030 5084 古川 万寿夫 ﾌﾙｶﾜ ﾏｽｵ ■うさぎくらぶ 長野市 4:19:43
3031 4393 佐藤 光男 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ きたながのＲＣ 長野市 4:19:44
3032 8223 近藤 義彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 長野県 千曲市 4:19:45
3033 5493 萩原 憲治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 松商学園高校 松本市 4:19:45
3034 4310 田中 祥介 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 高槻市陸上競技連盟 大阪 大阪府 4:19:46
3035 5781 佐藤 篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 三重県 4:19:47
3036 5045 中重 俊樹 ﾅｶｼｹﾞ ﾄｼｷ 岐阜県 4:19:50
3037 9229 坂井 光明 ｻｶｲ ﾐﾂｱｷ 八十二花園 千曲市 4:19:51
3038 9336 浅野 秀樹 ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｷ ＨＩＯＫＩ 上田市 4:19:51
3039 2256 小林 賢士 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 株式会社角藤 長野市 4:19:54
3040 8447 森 秀範 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 中京銀行 愛知県 4:19:54
3041 8283 中元 主税 ﾅｶﾓﾄ ﾁｶﾗ 奈良県 4:19:56
3042 4065 三輪 誠治 ﾐﾜ ｾｲｼﾞ チーム高台東 愛知県 4:19:57
3043 5540 河合 智典 ｶﾜｲ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 4:19:59
3044 5286 上原 大司 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞ 長野計器 上田市 4:20:02
3045 8156 小林 宏史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 新潟県 4:20:03
3046 5017 高畑 修治 ｺｳﾊﾀ ｼｭｳｼﾞ 大阪 広島県 4:20:03
3047 4670 井上 正徳 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ チームなお◆ 長野市 4:20:06
3048 4551 小嶋 昂志 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中野市 4:20:09
3049 4357 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 万葉ｒｕｎｎｅｒｓ 千曲市 4:20:09
3050 7370 和田 村治 ﾜﾀﾞ ﾑﾗｼﾞ 長野東部中学校 長野市 4:20:12
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3051 4331 大西 康浩 ｵｵﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 4:20:15
3052 7602 黒岩 正達 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾀﾂ 鹿児島県 4:20:16
3053 8253 北岡 和樹 ｷﾀｵｶ ｶｽﾞｼｹﾞ 埼玉県 4:20:19
3054 5028 横尾 雄一郎 ﾖｺｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ レースフリーク 石川県 4:20:23
3055 5165 松本 浩隆 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 長野市役所ＲＣ 長野市 4:20:26
3056 7529 柴﨑 和男 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 埼玉県 4:20:29
3057 9090 清水 典洋 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾋﾛ アルスＡＣ 駒ヶ根市 4:20:32
3058 4647 吉川 満則 ﾖｼｶﾜ ﾐﾂﾉﾘ 株式会社電算 長野市 4:20:35
3059 5313 大滝 修 ｵｵﾀｷ ｵｻﾑ 新潟県 4:20:37
3060 5415 花岡 清一 ﾊﾅｵｶ ｾｲｲﾁ 東御市役所 東御市 4:20:41
3061 8090 大串 修生 ｵｵｸﾞｼ ｵｻﾑ 京都府 4:20:42
3062 5827 笹 昌隆 ｻｻ ﾏｻﾀｶ 大阪府 4:20:42
3063 7675 近藤 裕二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 長野市 4:20:43
3064 7472 田中 紘行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 4:20:47
3065 8405 宮里 和夫 ﾐﾔｻﾞﾄ ｶｽﾞｵ 愛知県 4:20:47
3066 4534 滝澤 直歩 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾎ 中部ろうさい病院 愛知県 4:20:47
3067 5511 吉岡 正顕 ﾖｼｵｶ ﾏｻｱｷ 兵庫阪北ランニングＣ 兵庫 兵庫県 4:20:48
3068 2418 川島 隆教 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾉﾘ ケーエムケー 坂城町 4:20:52
3069 7437 星野 哲也 ﾎｼﾉ ﾃﾂﾔ 長野市 4:20:57
3070 1298 野口 渉 ﾉｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 安曇野市 4:20:59
3071 2683 工藤 哲也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ ＥＦＦＥＣＴ 上田市 4:20:59
3072 2064 北口 泰也 ｷﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 4:21:01
3073 8211 金原 昌浩 ｶﾅﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ マルニシ上田店 上田市 4:21:02
3074 5293 向井 秀和 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 4:21:02
3075 7016 稲見 真輔 ｲﾅﾐ ｼﾝｽｹ 東京都 4:21:04
3076 4026 當麻 紘亮 ﾄｳﾏ ｺｳｽｹ 松本市 4:21:06
3077 8273 朝倉 涼 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ 石川県 4:21:13
3078 4040 中本 昭彦 ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾋｺ トラック東京 東京 東京都 4:21:14
3079 10036 原田 正嘉 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 安曇野市 4:21:14
3080 8264 青柳 英輝 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 4:21:16
3081 7061 椎名 誠二 ｼｲﾅ ｾｲｼﾞ まるお製作所神奈川 神奈川県 4:21:19
3082 3120 千野 典仁 ﾁﾉ ﾉﾘﾋﾄ 山梨県 4:21:21
3083 4658 小宮 篤志 ｺﾐﾔ ｱﾂｼ 【ロケット団】 東京都 4:21:21
3084 4650 松岡 俊行 ﾏﾂｵｶ ﾄｼﾕｷ 松本市 4:21:23
3085 7509 足立 勝弘 ｱﾀﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 長野市 4:21:26
3086 8363 林 孝標 ﾊﾔｼ ﾀｶｽｴ 長野県 長野市 4:21:28
3087 4387 稲田 博信 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＢＳシニアズ 塩尻市 4:21:28
3088 3224 森川 尚彦 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾋｺ Ｊ．ＣＡＢＡＬＬＯ 東京 愛知県 4:21:30
3089 3499 唐沢 宏 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 長野市 4:21:34
3090 458 高橋 克則 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 上州アスリートクラブ 群馬 群馬県 4:21:35
3091 8398 小川 郁夫 ｵｶﾞﾜ ｲｸｵ 奈良県 4:21:35
3092 7117 玉井 剛 ﾀﾏｲ ﾂﾖｼ 国分関信越（株） 栃木県 4:21:36
3093 5155 中山 仁 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 北海道開発局 北海道 4:21:39
3094 5033 栁澤 陽介 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳｽｹ 長野市 4:21:41
3095 3359 駒瀬 隆 ｺﾏｾ ﾀｶｼ 南箕輪村 4:21:45
3096 5865 上原 賢一 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 長野市 4:21:49
3097 5587 峯村 真一 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｲﾁ ながの東急百貨店 長野市 4:21:54
3098 4455 羽田 秀一 ﾊﾈﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ＨＯＮＤＡ 長野市 4:21:57
3099 4554 浜 成一 ﾊﾏ ｾｲｲﾁ ウェルハートおかや 下諏訪町 4:22:00
3100 8234 橋本 岳雄 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｵ 静岡県 4:22:00
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3101 7622 清水 史明 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｱｷ 上田市 4:22:04
3102 9110 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 森と木 長野市 4:22:07
3103 7167 関口 純一 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＲＲＣ 栃木県 4:22:09
3104 3402 由井 良 ﾕｲ ﾏｺﾄ トコマグラフィック 長野市 4:22:14
3105 5113 加藤 友之 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 4:22:14
3106 4680 柴田 俊 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 良友クラブ 愛知 愛知県 4:22:15
3107 9073 鈴木 貴善 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 須坂市 4:22:17
3108 10011 宇野 耕太郎 ｳﾉ ｺｳﾀﾛｳ 古里ランニング 長野市 4:22:20
3109 5170 坂口 真 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺﾄ ■ＳＢＹ篠ノ井ＲＣ■ 長野市 4:22:22
3110 2466 小室 勝裕 ｺﾑﾛ ｶﾂﾋﾛ 鴨川走友会 京都 京都府 4:22:23
3111 5716 灰山 悦司 ﾊｲﾔﾏ ｴﾂｼﾞ ハイジのおうちＲＣ 軽井沢町 4:22:25
3112 5050 笠原 隆通 ｶｻﾊﾗ ﾀｶﾐﾁ 長野県庁 長野市 4:22:29
3113 9301 小澤 修治 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 長野市 4:22:31
3114 3468 松木 宏之 ﾏﾂｷ ﾋﾛﾕｷ 長野信用金庫 須坂市 4:22:32
3115 8464 宮下 和成 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 4:22:33
3116 4579 吉泉 裕也 ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ スカイ 東京都 4:22:36
3117 4177 重松 敬一 ｼｹﾞﾏﾂ ｹｲｲﾁ 兵庫県 4:22:39
3118 2651 高木 学 ﾀｶｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ きたながのＲＣ 中野市 4:22:39
3119 7503 葛西 毅 ｶｻｲ ﾀｹｼ ゼロベースＲＣ 東京都 4:22:40
3120 4339 塚越 康仁 ﾂｶｺｼ ﾔｽﾋﾄ 東京都 4:22:40
3121 5882 田中 仁 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 日立Ａｓｔｅｍｏ上田 上田市 4:22:40
3122 9114 服部 ゆうじ ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 4:22:43
3123 2604 白鳥 智之 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 4:22:44
3124 908 黒田 憲一 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 黒田組 東京 東京都 4:22:48
3125 565 鈴木 慶 ｽｽﾞｷ ｹｲ さいたま市陸協 埼玉 埼玉県 4:22:49
3126 4241 清水 文彦 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋｺ ペイＲＵＮ部 小諸市 4:22:52
3127 3614 露木 敦 ﾂﾕｷ ｱﾂｼ 愛知 神奈川県 4:22:55
3128 5713 百瀬 哲 ﾓﾓｾ ﾃﾂ 山ﾉ内町 4:22:55
3129 7591 滝澤 信二 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 東京都 4:22:56
3130 3470 島崎 孝浩 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＡＲＣ 東京 東京都 4:22:56
3131 7254 吉方 圭司 ﾖｼｶﾀ ｹｲｼﾞ 滋賀県 4:22:58
3132 5198 野上 敦功 ﾉｶﾞﾐ ｱﾂﾉﾘ 東京都 4:22:59
3133 8017 前澤 教人 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ 愛知県 4:22:59
3134 5675 関 悠人 ｾｷ ﾕｳﾄ オリオン機械 中野市 4:22:59
3135 8195 吉原 傑 ﾖｼﾊﾗ ｽｸﾞﾙ 中野市 4:23:00
3136 2665 外崎 照男 ｿﾄｻﾞｷ ﾃﾙｵ 千曲市 4:23:06
3137 5555 宮澤 恒幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾈﾕｷ 長野市 4:23:06
3138 9243 苅谷 宏康 ｶﾘﾔ ﾋﾛﾔｽ 愛三トレラン 愛知県 4:23:10
3139 3307 村井 和浩 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ さいたま走友会 埼玉 新潟県 4:23:12
3140 3612 黒田 淳 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 4:23:13
3141 4131 葦澤 芳博 ｱｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 中走健 麻績村 4:23:14
3142 9168 相馬 拓 ｿｳﾏ ﾀｸ 佐久市 4:23:17
3143 5046 斉藤 幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ チームいきもの舎 大阪府 4:23:17
3144 671 塩原 正樹 ｼｵﾊﾗ ﾏｻｷ 長野市 4:23:19
3145 7047 吉越 直秀 ﾖｼｺﾞｴ ﾅｵﾋﾃﾞ 長野市 4:23:23
3146 5024 吉田 耕一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 4:23:23
3147 7662 牧 夕紀夫 ﾏｷ ﾕｷｵ 白馬村 4:23:24
3148 7673 大林 基春 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾊﾙ 駒ヶ根市 4:23:26
3149 4217 山下 英一 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｲﾁ ＹＵＨＯＭＡＨＯ 千葉県 4:23:26
3150 7539 高橋 尚志 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 東京新聞 神奈川県 4:23:27
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3151 5208 中島 史郎 ﾅｶｼﾏ ｼﾛｳ 愛知県 4:23:27
3152 7273 山田 淳 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都 4:23:29
3153 7721 北村 忠敬 ｷﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞﾀｶ コマツ 神奈川県 4:23:32
3154 5333 池田 伸一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 4:23:32
3155 4311 伊藤 春明 ｲﾄｳ ﾊﾙｱｷ 東京都 4:23:35
3156 5492 品川 裕二 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 4:23:35
3157 5213 小椋 斉 ｵｸﾞﾗ ﾋﾄｼ いびがわ井戸端 岐阜県 4:23:37
3158 8471 瀬倉 潤 ｾｸﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 4:23:39
3159 8217 登内 佳利 ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾄｼ 松川町 4:23:40
3160 5128 村井 敏博 ﾑﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 富山県 4:23:42
3161 4473 山下 里志 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 兵庫県 4:23:47
3162 4078 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ セントラル前橋 群馬県 4:23:50
3163 4399 茂木 孝克 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾖｼ 学進塾 田沼校 群馬県 4:23:53
3164 4546 押山 聡 ｵｼﾔﾏ ｻﾄｼ 松本市 4:23:53
3165 5193 松野 吉彦 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾋｺ 長野市 4:23:57
3166 7063 高野 学 ﾀｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 4:23:58
3167 5364 稲玉 博之 ｲﾅﾀﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 上田市 4:24:02
3168 8197 玉井 賀行 ﾀﾏｲ ﾖｼﾕｷ 茨城県 4:24:07
3169 4674 中村 明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 飛信隊 新潟県 4:24:07
3170 7396 菅野 恵一 ｽｶﾞﾉ ｹｲｲﾁ 静岡県 4:24:09
3171 5397 河田 国夫 ｶﾜﾀﾞ ｸﾆｵ ＫＹＢ 岐阜 岐阜県 4:24:15
3172 5679 佐治木 広道 ｻｼﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ ＪＡながの 長野市 4:24:17
3173 5093 坂井 泰雄 ｻｶｲ ﾔｽｵ 神奈川県 4:24:18
3174 7610 田辺 剛一 ﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳｲﾁ 協会けんぽ 長野市 4:24:22
3175 3241 大島 大助 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 4:24:23
3176 979 高野 健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ エアラン東京 東京 千葉県 4:24:25
3177 7515 宮沢 充博 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ ヘルシア 長野市 4:24:27
3178 3484 尾崎 義明 ｵｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 大黒屋商店 新潟県 4:24:27
3179 4490 村松 裕央 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽﾅｶ 東京都 4:24:29
3180 8260 土澤 貴司 ﾂﾁｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 4:24:30
3181 7399 上島 邦彦 ｳｴｼﾏ ｸﾆﾋｺ 松本市 4:24:35
3182 7663 河村 康一 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｲﾁ 広島県 4:24:35
3183 8047 宮下 哲彦 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｺ 千曲市 4:24:36
3184 7157 古瀬 直幸 ﾌﾙｾ ﾅｵﾕｷ 水曜夜ラン 塩尻市 4:24:37
3185 7563 小笠原 章 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 日本生協連ＪＣ 神奈川県 4:24:40
3186 5622 中村 功 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ ●●長野市民病院ＲＣ 長野市 4:24:41
3187 5352 駒村 彰一 ｺﾏﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県 4:24:42
3188 3536 小池 俊朗 ｺｲｹ ﾄｼﾛｳ 八十二銀行 長野市 4:24:43
3189 7375 横田 一詩 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｼ 神奈川県 4:24:48
3190 4346 鈴木 裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 長野市 4:24:49
3191 7007 小宮山 誠 ｺﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 長野鋼材 東御市 4:24:49
3192 5145 村上 正剛 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾀｹ チームシンドウ 山形村 4:24:50
3193 7001 柳本 正澄 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｻｽﾞﾐ ＨＣＲ 長野市 4:24:52
3194 5356 坂田 光 ｻｶﾀ ﾋｶﾙ ヨコハマタイヤ 埼玉県 4:24:53
3195 4254 久米原 実 ｸﾒﾊﾗ ﾐﾉﾙ 堀田陸連 埼玉県 4:24:53
3196 8326 林 拓也 ﾊﾔｼ ﾀｸﾔ 滋賀県 4:24:54
3197 4528 長島 五月 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ 神奈川県 4:24:54
3198 7629 榊原 直哉 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ 上田市 4:24:55
3199 2612 川上 和徳 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 4:24:55
3200 3501 棚橋 広光 ﾀﾅﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 4:24:56
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3201 8300 加藤 健一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 塩尻市 4:24:57
3202 5337 西田 和司 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｼ 神奈川県 4:24:57
3203 7087 上原 弘之 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 長野市 4:25:02
3204 11071 南澤 聡史 ﾐﾅﾐｻﾜ ｻﾄｼ 岐阜県 4:25:02
3205 4549 梅原 敏男 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼｵ カムアロング 静岡県 4:25:07
3206 5133 桃澤 健司 ﾓﾓｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 信州トレマン 長野市 4:25:08
3207 5547 岡本 祐一郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 伊那市 4:25:10
3208 3607 八木下 輝 ﾔｷﾞｼﾀ ｱｷﾗ 東京都 4:25:11
3209 4237 小林 清登 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾄ ●新光電気 長野市 4:25:12
3210 7385 朝日 伸佳 ｱｻﾋ ﾉﾌﾞﾖｼ 群馬県 4:25:13
3211 5304 岡本 智 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 大阪府 4:25:16
3212 8092 飯島 裕一 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 4:25:18
3213 4625 高橋 真也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 長野市 4:25:18
3214 7030 藤沢 徹 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 【トニー】 長野市 4:25:23
3215 7289 三輪 亨 ﾐﾜ ﾄｵﾙ 長野市 4:25:25
3216 3510 黒川 真道 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾐﾁ 東京陸協 東京 東京都 4:25:25
3217 8410 山嵜 博之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 長坂バロック株式会社 長野市 4:25:28
3218 7571 寺島 弘高 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 松本市 4:25:33
3219 8313 上條 徳善 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘﾖｼ 雄翔会 長野市 4:25:45
3220 7104 寺島 健悟 ﾃﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ ＷＢＨＯＵＳＥ 長野市 4:25:47
3221 9370 大森 達也 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾔ 長野市 4:25:47
3222 7590 丸山 幸二 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 4:25:48
3223 4372 尾関 賢二 ｵｾﾞｷ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 4:25:49
3224 2616 茂呂 親利 ﾓﾛ ﾁｶﾄｼ ベロンベロン会 東京都 4:25:49
3225 5769 河田 雄介 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 安曇野市 4:25:50
3226 5287 Ｊｏｈｎ Ｊｏｓｅｐｈ Ｆｌｙｎｎ 東京都 4:25:52
3227 3130 樋口 昌広 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ＥＬ ＦＵＴＵＲＯ 長野市 4:25:53
3228 9255 魚山 潤 ｳｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ＣＨＯＣＡＲＤ 東京都 4:25:56
3229 9415 岩垂 公康 ｲﾜﾀﾞﾚ ｷﾐﾔｽ 松本市 4:26:07
3230 5211 宮原 雅三 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾐ 千葉県 4:26:11
3231 7505 川崎 義昭 ｶﾜｻｷ ﾖｼｱｷ 四日市ＲＣ 三重県 4:26:12
3232 7495 後藤 隆文 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 日特建設 長野市 4:26:13
3233 5909 関 尚史 ｾｷ ﾅｵﾌﾐ 山梨県 4:26:18
3234 7435 吉澤 純一 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野市 4:26:25
3235 4672 酒井 啓介 ｻｶｲ ｹｲｽｹ 長野税務署 東京 埼玉県 4:26:26
3236 5254 比留間 晋一 ﾋﾙﾏ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 4:26:26
3237 5863 伊藤 康志 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 前田製作所 千曲市 4:26:28
3238 5446 工藤 宏幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ シティ四日市 三重県 4:26:30
3239 4505 野崎 勇司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:26:30
3240 7713 河野 喜信 ｺｳﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 奈良県 4:26:31
3241 7134 藤巻 輝之 ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾙﾕｷ 東電山梨 山梨 山梨県 4:26:32
3242 2193 川端 隆男 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｶｵ モノエンＲＣ 愛知県 4:26:32
3243 4385 華広 大成 ﾊﾅﾋﾛ ﾀｲｾｲ 兵庫県 4:26:33
3244 5869 岡村 雅夫 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｵ ＦＤＫ 静岡県 4:26:35
3245 4604 宮澤 琉星 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 長野県 千曲市 4:26:39
3246 5535 松澤 翔 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳ 長野市 4:26:48
3247 5483 松田 俊弥 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾔ 石川県 4:26:51
3248 4326 遠山 郁男 ﾄｵﾔﾏ ｲｸｵ ろくさんぽ 愛知県 4:26:53
3249 5435 片桐 康哲 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 4:26:55
3250 5590 Ｏｌａｆ Ｍｅｅｕｗｉｓｓｅｎ 上田市 4:26:57
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3251 8426 三原 正純 ﾐﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 松本市 4:26:57
3252 8457 熊谷 相良 ｸﾏｶﾞｲ ｿﾗ 神奈川県 4:27:00
3253 4626 清水 智則 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾉﾘ 貫光ＲＣ 富山県 4:27:03
3254 4061 若林 秀樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 帝人 宮城県 4:27:05
3255 5887 古殿 三郎 ﾌﾙﾄﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 4:27:05
3256 3471 滝澤 尚志 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶｼ 陸龍会 須坂市 4:27:06
3257 7395 馬場 龍磨 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾏ 長野市 4:27:09
3258 5420 尾嶋 容 ｵｼﾞﾏ ﾖｳ 長野計器 上田市 4:27:11
3259 1013 市山 秀典 ｲﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 京都陸協 京都 京都府 4:27:12
3260 5759 高田 篤 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 4:27:13
3261 5444 佐藤 秀俊 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 4:27:16
3262 7506 小山 正範 ｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 中沢ＲＣ 長野市 4:27:16
3263 3183 生川 彰 ﾅﾙｶﾜ ｱｷﾗ 三重県 4:27:17
3264 5879 高橋 尚人 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾄ 東京都 4:27:17
3265 5195 小松 幸寛 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋﾛ チーム深作 福島県 4:27:17
3266 5116 近藤 伸吾 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 長野県警察 小布施町 4:27:20
3267 5584 蔵野 正司 ｸﾗﾉ ﾏｻｼ 埼玉県 4:27:20
3268 3358 小林 陽平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 奈良県 4:27:21
3269 7130 小島 治 ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ 長野市 4:27:21
3270 5585 鳥居 英夫 ﾄﾘｲ ﾋﾃﾞｵ 緑カメクラブ 愛知県 4:27:26
3271 4315 小林 清一 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ きたながのＲＣ 長野市 4:27:26
3272 5704 Ｓｕｒａｓａｋ Ｔｈｅｅｒａｗｅｃｈａｎｏｎ 長野市 4:27:27
3273 4456 斎藤 泰寿 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ 愛知県 4:27:27
3274 2348 森田 克己 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾐ 神奈川 神奈川県 4:27:32
3275 7144 大谷 和弘 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 株式会社電算 長野市 4:27:32
3276 7420 中根 正美 ﾅｶﾈ ﾏｻﾐ 岐阜県 4:27:34
3277 5250 杉谷 友保 ｽｷﾞﾔ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 4:27:36
3278 5253 田下 昌志 ﾀｼﾀ ﾏｻｼ 高嶺走友会 長野市 4:27:36
3279 4118 稲田 守生 ｲﾅﾀﾞ ﾓﾘｵ ＡＣ寄席流し 長野市 4:27:38
3280 8020 櫻井 敬文 ｻｸﾗｲ ｱｷﾌﾐ 西部教育事務所 群馬 群馬県 4:27:39
3281 7707 沼田 祐一 ﾇﾏﾀ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 4:27:39
3282 5904 荒井 昭登 ｱﾗｲ ｱｷﾄ 長野市ＲＣ 長野市 4:27:39
3283 7463 市川 英毅 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 4:27:41
3284 4682 太田 剛 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ カプサイシン 埼玉県 4:27:42
3285 3045 飯島 和昭 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ 長野日本無線 長野市 4:27:43
3286 5802 二宮 良介 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 4:27:43
3287 4333 鈴木 智宏 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 静岡県 4:27:45
3288 4208 佐藤 祥紀 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 新潟県 4:27:45
3289 5474 早川 太郎 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾛｳ 東京都 4:27:47
3290 5014 山下 峻弥 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾔ 大阪府 4:27:47
3291 3482 飯田 幸生 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ 福岡県 4:27:47
3292 3283 工藤 将司 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ あるくくま 埼玉県 4:27:55
3293 5402 上野 和昭 ｳｴﾉ ｶｽﾞｱｷ 古里ランニングクラブ 長野市 4:27:56
3294 5880 丸山 雅史 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 長野市 4:28:01
3295 4019 奥村 俊洋 ｵｸﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 京セラＡＣ 滋賀 滋賀県 4:28:05
3296 5855 小林 幸司 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 兵庫県 4:28:05
3297 7195 滝澤 直之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 長野市 4:28:05
3298 7362 衛藤 高明 ｴﾄｳ ﾀｶｱｷ 安曇野市 4:28:08
3299 3448 原島 毅 ﾊﾗｼﾏ ﾀｹｼ 東京都 4:28:11
3300 5874 松澤 裕也 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 上田市 4:28:12
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3301 8043 原 明 ﾊﾗ ｱｷﾗ 長野市 4:28:13
3302 4125 大久保 輝行 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 4:28:13
3303 5185 杉本 昭次 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 大スキ～ん♥ 大町市 4:28:14
3304 5252 奥原 栄治 ｵｸﾊﾗ ｴｲｼﾞ 長野 飯田市 4:28:15
3305 7558 中嶋 浩昌 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ 愛知県 4:28:17
3306 3158 室岡 義司 ﾑﾛｵｶ ﾖｼｼﾞ ワセダクラブ 埼玉県 4:28:17
3307 5125 八木 達治郎 ﾔｷﾞ ﾀﾂｼﾞﾛｳ 新潟県 4:28:22
3308 5614 鈴木 茂樹 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｷ 山梨県 4:28:26
3309 5699 小林 純 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 木曽町 4:28:26
3310 5719 牛山 寿宏 ｳｼﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 富士見小学校 茅野市 4:28:29
3311 7028 中島 崇樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｷ なかじま歯科医院 長野市 4:28:29
3312 7022 上野 誠司郎 ｳｴﾉ ｾｲｼﾛｳ トヨタ自動車 愛知県 4:28:31
3313 5841 熊木 大介 ｸﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 4:28:31
3314 4444 牛山 敬二 ｳｼﾔﾏ ｹｲｼﾞ ファイト一発 神奈川県 4:28:32
3315 7153 岩崎 昌浩 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 4:28:33
3316 2457 大橋 勉 ｵｵﾊｼ ﾂﾄﾑ 駒沢公園ＪＣ 東京 東京都 4:28:36
3317 5785 石本 純一 ｲｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 4:28:36
3318 5639 阿部 崇 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ ＦＲＵＮ神奈川 神奈川県 4:28:37
3319 5263 河原 昭生 ｶﾜﾊﾗ ｱｷｵ 富山県 4:28:37
3320 5453 北澤 克昭 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 長野市 4:28:38
3321 10160 小田喜 一哉 ｵﾀﾞｷ ｶｽﾞﾔ 千葉県 4:28:39
3322 4134 中里 洋 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:28:42
3323 10186 笠原 克昌 ｶｻﾊﾗ ｶﾂﾏｻ 長野市 4:28:44
3324 5519 小林 弘佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾖｼ 守谷ＲＣ 長野市 4:28:47
3325 11003 志村 正樹 ｼﾑﾗ ﾏｻｷ 株式会社 栃木屋 長野市 4:28:49
3326 8345 市川 裕道 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ クラリオン 千葉 千葉県 4:28:49
3327 5074 工藤 正博 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 佐久市 4:28:51
3328 5723 今井 伸行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 新潟県 4:28:52
3329 5154 大山 聖人 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾄ ランボーズ 東京都 4:28:52
3330 7676 常岡 俊宏 ﾂﾈｵｶ ﾄｼﾋﾛ チーム女川 大阪府 4:28:53
3331 10018 河合 芳明 ｶﾜｲ ﾖｼｱｷ 麦酒倶楽部 箕輪町 4:28:57
3332 9140 粟野 浩之 ｱﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ ダック 山梨県 4:29:03
3333 7363 定本 吉弘 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 新美クラブ 岐阜県 4:29:05
3334 5094 荒川 聡仁 ｱﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾄ 神奈川県 4:29:09
3335 4079 山田 憲一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 長野日本大学高等学校 長野市 4:29:09
3336 5054 三浦 勝 ﾐｳﾗ ｽｸﾞﾙ チーム華麗衆 伊那市 4:29:12
3337 8071 佐々木 信太郎 ｻｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ Ｍｉｓｔ 秋田県 4:29:12
3338 8228 宮澤 賢一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ９５イーズ 池田町 4:29:12
3339 5275 木下 弘志 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｼ 四角斜行会 千曲市 4:29:14
3340 7354 若林 夏樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 埼玉県 4:29:15
3341 5604 松田 太一 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ 大阪府 4:29:16
3342 8330 中嶋 剛 ﾅｶｼﾏ ﾀｹｼ 石川県 4:29:19
3343 4304 杉下 直樹 ｽｷﾞｼﾀ ﾅｵｷ ＮＡＳＴＹ 埼玉県 4:29:21
3344 2378 早坂 篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ 仙台市立病院 宮城 宮城県 4:29:22
3345 4622 進藤 逸 ｼﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ ＮＴＴ東日本 長野市 4:29:25
3346 7413 保谷 直彦 ﾎﾔ ﾅｵﾋｺ 長野市 4:29:26
3347 10176 川村 吉徳 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 倉田病院 松本市 4:29:27
3348 2673 伊藤 道大 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 法政大学大学院 愛知 東京都 4:29:29
3349 7502 長谷川 和久 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 三重県 4:29:29
3350 7560 森川 晴夫 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙｵ 都子ランナーズ 兵庫県 4:29:30
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3351 4328 兼松 一平 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県 4:29:33
3352 9111 江角 圭司 ｴｽﾐ ｹｲｼﾞ 山梨県 4:29:35
3353 7585 堀内 直樹 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ 横浜市立市民病院 東京都 4:29:35
3354 4380 倉品 真隆 ｸﾗｼﾅ ﾏｻﾀｶ 立川社協 東京都 4:29:37
3355 7586 福禄 哲也 ﾌｸﾛｸ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:29:42
3356 5166 宮島 護 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ ズブロッカーズ 東京都 4:29:43
3357 5336 戸田 省吾 ﾄﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 滋賀県 4:29:44
3358 5738 平山 豪晴 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾊﾙ 桜井甘精堂 小布施町 4:29:46
3359 7352 小林 健二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ ＨＩＯＫＩ 千曲市 4:29:49
3360 4641 吉川 健二郎 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東京都 4:29:51
3361 5147 中村 順一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中村大雄商店 大町市 4:29:57
3362 2241 稲垣 卓志 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸｼﾞ サンジュニア 長野市 4:30:04
3363 7096 白井 啓介 ｼﾗｲ ｹｲｽｹ 国分関信越 栃木県 4:30:04
3364 4403 伊藤 栄信 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 4:30:08
3365 7139 小嶋 淳弥 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 守谷ＲＣ 長野市 4:30:12
3366 7427 院南 督 ｲﾝﾅﾐ ｱﾂｼ 院南組ＲＣ 三重県 4:30:13
3367 7106 大田 浩一郎 ｵｵﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 4:30:13
3368 4452 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 日本製鉄鹿島 茨城県 4:30:20
3369 7256 小坂 真也 ｵｻｶ ｼﾝﾔ 東京都 4:30:27
3370 5451 柳川 智史 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 東京都 4:30:28
3371 4184 吉村 圭司 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 安曇野市 4:30:31
3372 7720 畔上 剛 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 長野市 4:30:31
3373 7664 黒岩 靖志 ｸﾛｲﾜ ﾔｽｼ きたながの 須坂市 4:30:33
3374 8252 岡田 健治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 富山県 4:30:37
3375 8014 奥村 信男 ｵｸﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 4:30:38
3376 5025 赤羽 毅 ｱｶﾊﾈ ﾂﾖｼ 三笠製薬 広島県 4:30:50
3377 5822 石井 彰 ｲｼｲ ｱｷﾗ 長野市 4:30:52
3378 8075 広田 至誠 ﾋﾛﾀ ｼｾｲ 長野興農株式会社 東京都 4:30:55
3379 8192 十河 和憲 ｿｺﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 香川県 4:31:00
3380 8281 リグラー マシュー ﾘｸﾞﾗｰ ﾏｼｭｰ 滋賀県 4:31:02
3381 3138 武居 健司 ﾀｹｲ ｹﾝｼﾞ 長野市 4:31:04
3382 7704 佐々木 満城 ｻｻｷ ﾐﾂｼﾛ 東京都 4:31:05
3383 9129 島田 祐介 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 4:31:05
3384 3328 嘉部 勝喜 ｶﾍﾞ ｶﾂｷ 大星ビル管理 長野市 4:31:10
3385 8199 川上 徹 ｶﾜｶﾐ ﾄｵﾙ 奈良県 4:31:11
3386 5749 門田 泰志 ｶﾄﾞﾀ ﾔｽｼ 神奈川県 4:31:12
3387 4620 西澤 真人 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 損害保険料率算出機構 長野市 4:31:17
3388 7538 木村 健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ ＴＤＪ青森 青森県 4:31:17
3389 3179 山口 航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 長野市 4:31:18
3390 11070 榑林 啓行 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 4:31:21
3391 8015 仁平 剛史 ﾆﾍｲ ﾀｹｼ 長野市 4:31:21
3392 7005 小山 隆 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 長野市 4:31:23
3393 5392 浜端 哲也 ﾊﾏﾊﾞﾀ ﾃﾂﾔ ＨＵＳＫＩＥＳ 大阪府 4:31:23
3394 5525 小泉 明 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 山梨県 4:31:26
3395 7179 古口 英己 ｺｸﾞﾁ ｴｲｷ ＯＭＴＧ 長野市 4:31:31
3396 8288 古村 和志 ﾌﾙﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 上田市 4:31:35
3397 7353 木本 吾一 ｷﾓﾄ ｺﾞｲﾁ 富山県 4:31:35
3398 4516 尾沼 達也 ｵﾇﾏ ﾀﾂﾔ 信里小学校 長野市 4:31:36
3399 7198 武智 義寛 ﾀｹﾁ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 4:31:43
3400 8256 白鳥 正彰 ｼﾛﾄﾘ ﾏｻｱｷ 長野市 4:31:45
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3401 9176 塩入 康平 ｼｵｲﾘ ｺｳﾍｲ 坂城町 4:31:47
3402 5661 久保田 晃明 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾙｱｷ 東松原北 大町市 4:31:47
3403 5404 芳賀 翔太 ﾊｶﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪市 4:31:48
3404 5455 西澤 篤志 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ ＭＡＸ－ＳＣ 千曲市 4:31:48
3405 4138 小山 敬二 ｺﾔﾏ ｹｲｼﾞ 長野市 4:31:51
3406 7641 多田 敦 ﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 千葉県 4:31:52
3407 7151 池田 裕輔 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野市 4:31:54
3408 2184 望月 和成 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 岩原塾 茨城 福島県 4:31:55
3409 5783 塚田 剛 ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ 長野市 4:31:57
3410 8321 平岩 幸夫 ﾋﾗｲﾜ ﾕｷｵ 広島県 4:31:58
3411 5693 高野 純輝 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 東京都 4:31:59
3412 5091 芋川 郁斗 ｲﾓｶﾞﾜ ｲｸﾄ 塩尻市 4:32:00
3413 5574 石丸 勝 ｲｼﾏﾙ ﾏｻﾙ ダッシュ三条 新潟県 4:32:02
3414 7486 丸山 典光 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘﾐﾂ ＭＩＭＡＫＩ 上田市 4:32:03
3415 8179 矢追 秀則 ﾔｵｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 尾張旭らんくら 愛知県 4:32:04
3416 5544 春日 茂樹 ｶｽｶﾞ ｼｹﾞｷ 三六組陸上部 飯田市 4:32:04
3417 8005 友野 信也 ﾄﾓﾉ ｼﾝﾔ 愛知県 4:32:04
3418 4223 酒井 亮 ｻｶｲ ﾘｮｳ 東芝マテリアル 神奈川県 4:32:07
3419 8307 清水 俊明 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ ｓｅａ Ｌｉｏｎ 埼玉県 4:32:07
3420 8231 寺島 昇一 ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 4:32:07
3421 5150 石川 純 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 長野市 4:32:09
3422 1283 佐々木 嘉成 ｻｻｷ ﾖｼﾅﾘ トップギア 東京 神奈川県 4:32:15
3423 7141 竹林 隆志 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ まるも 富山県 4:32:15
3424 9413 坂本 学 ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 福岡県 4:32:16
3425 10220 浅野 弘貴 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 長野市 4:32:18
3426 8002 小山 宏幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 上田市 4:32:18
3427 7021 王 楓 ｵｳ ﾌｳ 長野市 4:32:20
3428 8042 正田 泰夫 ｼｮｳﾀﾞ ﾔｽｵ うずしま 伊那市 4:32:25
3429 9128 橋本 寛之 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:32:26
3430 5747 小池 力 ｺｲｹ ﾘｷ 新潟県 4:32:27
3431 4330 安藤 誠紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 三洋貿易走友会 東京都 4:32:28
3432 11015 今井 正 ｲﾏｲ ﾀﾀﾞｼ 積水ハウス 松本市 4:32:29
3433 9071 梶山 修 ｶｼﾞﾔﾏ ｵｻﾑ 新潟県 4:32:29
3434 7089 西澤 俊樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 信州放牧豚 長野市 4:32:34
3435 4531 後藤 栄孝 ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ 愛知県 4:32:36
3436 4657 太田 浩 ｵｵﾀ ﾋﾛｼ 本久 長野市 4:32:39
3437 9424 小林 正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 4:32:41
3438 3174 長谷部 伸一 ﾊｾﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ホリウチケア 長野市 4:32:43
3439 7288 黒川 勇太 ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 静岡県 4:32:45
3440 4266 北村 尚己 ｷﾀﾑﾗ ﾋｻﾐ 奈良県 4:32:47
3441 2706 武久 泰夫 ﾀｹﾋｻ ﾔｽｵ 南信工科短期大学校 松本市 4:32:51
3442 7233 須田 剛 ｽﾀﾞ ﾀｹｼ 英国規格協会 佐久穂町 4:32:51
3443 7701 北澤 達哉 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 池田町 4:32:54
3444 5454 清水 常春 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾊﾙ 石川県 4:32:55
3445 8055 本城 達也 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 大阪府 4:32:58
3446 4590 木村 勇人 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 神奈川 神奈川県 4:32:58
3447 7568 下高谷 克佳 ｼﾓﾀｶﾀﾆ ｶﾂﾖｼ トヨタ 愛知県 4:32:58
3448 5242 大山 修平 ｵｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 林・村松研究室 長野市 4:32:59
3449 5325 伊原 淳一 ｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 八十二銀行 長野市 4:33:02
3450 9028 山崎 剛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 須坂市 4:33:04
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3451 10135 堀口 明 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱｷﾗ ＨＡＣ 広島県 4:33:05
3452 7076 迎 義和 ﾑｶｴ ﾖｼｶｽﾞ 長崎県 4:33:06
3453 5124 荻原 茂 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾙ キョーリン製薬ＲＣ 東京都 4:33:13
3454 4102 本村 克美 ﾓﾄﾑﾗ ｶﾂﾐ ありそＲＣ 富山県 4:33:18
3455 5883 中畑 博 ﾅｶﾊﾀ ﾋﾛｼ いきぎれＲＣ 岡谷市 4:33:19
3456 8338 青山 容 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:33:20
3457 5512 丹澤 寛 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨県 4:33:22
3458 9050 渡辺 雄一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 長野市 4:33:23
3459 8325 古畑 和保 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞｵ フルハタインテリア 安曇野市 4:33:27
3460 8221 小林 浩一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 八十二銀行 埼玉県 4:33:28
3461 5006 伊藤 和雄 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ ■ 常磐町 ■ 上田市 4:33:30
3462 10014 石垣 昌洋 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 4:33:31
3463 7684 関 守匡 ｾｷ ﾓﾘﾏｻ オリオン 山ﾉ内町 4:33:35
3464 7031 西 剛 ﾆｼ ﾂﾖｼ 愛知県 4:33:35
3465 5697 石井 勝徳 ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 4:33:37
3466 9337 中野 芳紀 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 4:33:38
3467 9009 木鋪 智史 ｷｼｸ ｻﾄｼ 飯山市 4:33:40
3468 5669 清原 鋭輔 ｷﾖﾊﾗ ｴｲｽｹ 東京都 4:33:40
3469 7616 神頭 康嘉 ｺｳｽﾞ ﾔｽﾖｼ ビスケッ２ 長野市 4:33:42
3470 8425 矢ヶ崎 英次郎 ﾔｶﾞｻｷ ｴｲｼﾞﾛｳ 絆ラン 長野市 4:33:42
3471 5529 澤井 健司 ｻﾜｲ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 4:33:46
3472 5041 朝岡 信行 ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京 神奈川県 4:33:49
3473 8327 三井 将志 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ 脚尽會 上田市 4:33:53
3474 5608 小池 圭吾 ｺｲｹ ｹｲｺﾞ 千葉県 4:33:57
3475 4563 福田 一雄 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ ゆっくり走ろう会 東京 東京都 4:34:03
3476 8182 中條 泰勝 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾔｽﾏｻ 長野市 4:34:07
3477 4104 梅原 智 ｳﾒﾊﾗ ｻﾄｼ 静岡県 4:34:08
3478 5346 玉城 大輔 ﾀﾏｼﾛ ﾀﾞｲｽｹ ☆チームドラゴン☆ 松本市 4:34:11
3479 5853 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 潮風ランナーズ 新潟県 4:34:11
3480 3557 北村 高則 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 4:34:12
3481 4500 佐藤 雅則 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 4:34:12
3482 5513 山地 勝利 ﾔﾏｼﾞ ｶﾂﾄｼ 大阪府 4:34:12
3483 3384 鈴木 啓 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 大阪 兵庫県 4:34:15
3484 9148 林 昌司 ﾊﾔｼ ﾏｻｼ えびＲＵＮ 愛知県 4:34:16
3485 7192 赤塚 知己 ｱｶﾂｶ ﾄﾓﾐ 東京都 4:34:16
3486 4446 宮下 仁志 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ チーム山ちん 長野市 4:34:17
3487 5477 唐木 昌彦 ｶﾗｷ ﾏｻﾋｺ 千葉県 4:34:19
3488 4167 平山 章 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾗ 東京 埼玉県 4:34:20
3489 8067 伊藤 正 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 信州トレマン 小布施町 4:34:25
3490 8082 齊藤 肇 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 4:34:26
3491 9253 市川 誠 ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 長野市 4:34:28
3492 7384 橋本 武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 兵庫県 4:34:28
3493 8147 上田 弘樹 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 和歌山県 4:34:31
3494 7084 古味 宏之 ｺﾐ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 4:34:31
3495 8320 兼山 剛 ｶﾈﾔﾏ ﾂﾖｼ 岐阜県 4:34:35
3496 4544 浦野 仁里 ｳﾗﾉ ﾆｻﾄ 飯山市立木島小学校 中野市 4:34:36
3497 5363 田中 敏文 ﾀﾅｶ ﾄｼﾌﾐ 翡翠倶楽部 山梨県 4:34:41
3498 7423 小出 稔 ｺｲﾃﾞ ﾐﾉﾙ 神奈川県 4:34:45
3499 2222 町田 弘紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 長野市 4:34:46
3500 7406 児玉 真和 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ スマイリー 静岡県 4:34:48
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3501 8229 遠藤 幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 神奈川県 4:34:50
3502 5424 大島 英和 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野計器株式会社 東京都 4:34:51
3503 1256 川崎 博 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 長野市 4:34:54
3504 9357 荒井 祐広 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 竹村製作所 長野市 4:34:56
3505 4050 米山 聡 ﾖﾈﾔﾏ ｻﾄｼ 松本市 4:34:58
3506 8004 酒見 明 ｻｶﾐ ｱｷﾗ 大阪府 4:34:58
3507 3532 有山 明彦 ｱﾘﾔﾏ ｱｷﾋｺ 富山 富山県 4:35:02
3508 5298 松田 史 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 三菱電機 大阪府 4:35:02
3509 5741 佐々 祥太 ｻｻﾞ ｼｮｳﾀ 松本市 4:35:06
3510 4571 太田 等 ｵｵﾀ ﾋﾄｼ 静岡県 4:35:07
3511 3393 京極 將史 ｷｮｳｺﾞｸ ﾏｻｼ 東京都 4:35:09
3512 5200 日詰 豊彦 ﾋﾂﾞﾒ ﾄﾖﾋｺ 中央建機株式会社 長野市 4:35:10
3513 5323 清水 富夫 ｼﾐｽﾞ ﾄﾐｵ 長野市 4:35:11
3514 5521 佐々木 敬紘 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 4:35:16
3515 9349 岡野 真臣 ｵｶﾉ ﾏｻｵﾐ 熊谷高水泳部ＯＢ 埼玉県 4:35:19
3516 5510 上野 和之 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾕｷ ◆長野ガーフ◆ 長野市 4:35:19
3517 5471 新倉 進 ﾆｲｸﾗ ｽｽﾑ 東京都 4:35:19
3518 5463 芦原 祥文 ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 愛知県 4:35:23
3519 11025 大峽 將嵩 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野赤十字病院 長野市 4:35:29
3520 2145 山口 健児 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県 4:35:30
3521 7247 佐川 大貴 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野市 4:35:30
3522 8209 功刀 秀一 ｸﾇｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 上田市 4:35:34
3523 2078 倉田 庄一郎 ｸﾗﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 木曽地域振興局 長野 南箕輪村 4:35:37
3524 4499 数田 昭夫 ｶｽﾞﾀ ｱｷｵ 富山県 4:35:39
3525 8112 銘苅 昭光 ﾒｶﾙ ｱｷﾐﾂ 東京都 4:35:41
3526 4032 大根田 淳 ｵｵﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千曲市 4:35:46
3527 5791 宮下 修二 ﾐﾔｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 水戸済生会総合病院 茨城県 4:35:46
3528 8024 原 俊樹 ﾊﾗ ﾄｼｷ 長野市 4:35:47
3529 8302 山浦 正明 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻｱｷ 長野市 4:35:47
3530 4458 餌鳩 高士 ｴﾊﾞﾄ ﾀｶｼ Ｊ－ＬＩＳ 東京都 4:35:47
3531 5300 岡部 真悟 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 福岡県 4:35:49
3532 7542 小橋 善行 ｺﾊｼ ﾖｼﾕｷ 中野市民 中野市 4:35:49
3533 4646 堀内 康 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽｼ ドラゴンＡＣ 山梨 山梨県 4:35:52
3534 5634 上原 充 ｳｴﾊﾗ ﾐﾂﾙ 上田市 4:35:56
3535 4325 松原 卓二 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 愛知県 4:35:57
3536 7618 木村 安佳 ｷﾑﾗ ﾔｽﾖｼ ホンダカーズ埼玉 埼玉県 4:35:58
3537 4283 金森 敦 ｶﾅﾓﾘ ｱﾂｼ 埼玉県 4:36:00
3538 5541 赤松 卓 ｱｶﾏﾂ ﾀｸ 神奈川県 4:36:00
3539 8062 ジュナ大岩 ショーン ｼﾞｭﾅｵｵｲﾜ ｼｮｰﾝ 愛知県 4:36:01
3540 8063 椎木 正和 ｼｲﾉｷ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 4:36:04
3541 4692 川上 輝明 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ 兵庫県 4:36:05
3542 4397 川守田 崇 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 神宮外苑ハリケーンズ 東京都 4:36:08
3543 7269 豊田 利彦 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 綿ＲＵＮ会 長野市 4:36:10
3544 7091 吉江 逸郎 ﾖｼｴ ｲﾂﾛｳ 神奈川県 4:36:13
3545 10080 池垣 賢二郎 ｲｹｶﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 千曲市 4:36:15
3546 5158 東條 浩幸 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 刀水白鴎大ＲＣ 栃木県 4:36:16
3547 5895 関 学 ｾｷ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 4:36:17
3548 3258 武居 翔平 ﾀｹｲ ｼｮｳﾍｲ 日立Ａｓｔｅｍｏ 上田市 4:36:20
3549 8144 宮前 一夫 ﾐﾔﾏｴ ｶｽﾞｵ 東京都 4:36:22
3550 9365 荒木 潤 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝ 信州大学 上田市 4:36:23
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3551 10064 久米 剛 ｸﾒ ﾂﾖｼ 東京都 4:36:29
3552 11041 小林 輝成 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 長野赤十字病院 長野市 4:36:29
3553 7303 丸山 和己 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 長野日本無線 須坂市 4:36:30
3554 5599 佐野 明寿 ｻﾉ ｱｷﾋｻ 藤沢商店陸上部 兵庫 兵庫県 4:36:30
3555 3616 宮尾 洋行 ﾐﾔｵ ﾋﾛﾕｷ 蒼葉ＶＢＣ 坂城町 4:36:31
3556 5796 細川 進 ﾎｿｶﾜ ｽｽﾑ 埼玉県 4:36:32
3557 9186 石井 隆行 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 長野市 4:36:33
3558 9332 新井 和也 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野市 4:36:35
3559 5803 徳竹 史行 ﾄｸﾀｹ ﾌﾐﾕｷ チームまことちゃん 須坂市 4:36:36
3560 5011 見辺 嗣夫 ﾐﾅﾍﾞ ﾂｸﾞｵ 爆走楽笑会 埼玉県 4:36:37
3561 8261 本橋 孝夫 ﾓﾄﾊｼ ﾀｶｵ やまおとこ 茨城県 4:36:37
3562 8317 冨永 大祐 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ベイあつ 東京都 4:36:38
3563 3148 冨澤 稔 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 埼玉県 4:36:38
3564 7504 志茂 勝彦 ｼﾓ ｶﾂﾋｺ 東京都 4:36:40
3565 4583 日野 和彦 ﾋﾉ ｶｽﾞﾋｺ 株式会社イケダ 上田市 4:36:42
3566 7638 西條 元義 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾓﾄﾖｼ 長野市 4:36:44
3567 2557 磯貝 幸志 ｲｿｶﾞｲ ｺｳｼﾞ マツモトマウントバル 埼玉県 4:36:47
3568 5610 宮崎 恭 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽｼ 東京都 4:36:50
3569 7358 佐藤 輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 千広建設ＲＣ 長野市 4:36:50
3570 5457 住田 秀弘 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ ＪＰＯ 神奈川県 4:36:50
3571 7219 栗木 健志 ｸﾘｷ ﾀｹｼ チームまことちゃん 長野市 4:36:50
3572 8393 佐藤 博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:36:52
3573 7624 柴戸 寛司 ｼﾊﾞｺ ｶﾝｼﾞ 千葉県 4:36:52
3574 8139 木島 好禅 ｷｼﾞﾏ ｺｳｾﾞﾝ 木島社労士事務所 上田市 4:36:53
3575 3596 工藤 浩昭 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 岐阜県 4:36:55
3576 8183 一由 哲也 ｲﾁﾖｼ ﾃﾂﾔ 高嶺走友会 長野市 4:36:56
3577 4392 窪田 英紀 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ ｅＡ愛知 愛知 愛知県 4:36:58
3578 7253 中村 義康 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾔｽ 千曲市 4:36:58
3579 7412 大島 康成 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾅﾘ ＮＫＪ松本 大町市 4:36:59
3580 5122 青山 直毅 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 牛久走友会 茨城県 4:37:00
3581 5898 渡部 高久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋｻ ＥＴＲＡＮＧＥ 信濃町 4:37:01
3582 11067 湯本 宏 ﾕﾓﾄ ﾋﾛｼ 長野市 4:37:03
3583 7544 荻窪 文和 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾌﾐｶｽﾞ ＪＲＭ 東京都 4:37:04
3584 9236 榊原 隆人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾄ 愛知県 4:37:06
3585 5244 竹下 直宏 ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋﾛ セコム上信越 千曲市 4:37:10
3586 9261 跡部 徹 ｱﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 穂高商業高校 安曇野市 4:37:12
3587 9224 隅 敬和 ｽﾐ ｹｲﾜ ＳＤＣ富山工場 富山県 4:37:12
3588 4158 大岩 徹 ｵｵｲﾜ ﾄｵﾙ 東京都 4:37:13
3589 8429 吉森 秀典 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重県 4:37:15
3590 8204 牧原 正高 ﾏｷﾊﾗ ﾏｻﾀｶ 岐阜県 4:37:15
3591 8361 参納 隼人 ｻﾝﾉｳ ﾊﾔﾄ 富山県 4:37:16
3592 7587 来間 聡 ｸﾙﾏ ｻﾄｼ 長野市 4:37:17
3593 7722 北原 武幸 ｷﾀﾊﾗ ﾀｹﾕｷ 長野市 4:37:19
3594 5441 山口 勝美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ 大阪府 4:37:20
3595 5449 野田 幸永 ﾉﾀﾞ ｺｳｴｲ 自衛隊北海道 北海道 4:37:20
3596 11052 大峽 惟嵩 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ かもしか倶楽部 坂城町 4:37:22
3597 5559 富澤 伸匡 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾏｻ 群馬県 4:37:22
3598 7248 青柳 悟 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 長野県建築士会 安曇野市 4:37:24
3599 4280 澤田 雄一 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ サイクルマインド 長野市 4:37:28
3600 5732 和田 祥太郎 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東大チークピーシーズ 愛知県 4:37:28
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3601 5358 霜鳥 仁 ｼﾓﾄﾘ ﾋﾄｼ 山梨県 4:37:28
3602 4147 高田 昌弥 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 中央区保健所 埼玉県 4:37:33
3603 7523 根来 秀春 ﾈｺﾞﾛ ﾋﾃﾞﾊﾙ 神奈川県 4:37:35
3604 5153 村沢 宣章 ﾑﾗｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ ＭＵＲＡーＲＣ 駒ヶ根市 4:37:35
3605 7404 平岡 誠 ﾋﾗｵｶ ﾏｺﾄ 軽井沢ＮＲＣ 軽井沢町 4:37:37
3606 4162 植田 武志 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 4:37:38
3607 8016 松下 敏之 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾕｷ アトラスホーム 松本市 4:37:38
3608 4367 廣田 浩 ﾋﾛﾀ ﾋﾛｼ チーム新宅 新潟県 4:37:42
3609 7598 早川 禎一 ﾊﾔｶﾜ ﾃｲｲﾁ 愛知会 岐阜県 4:37:44
3610 5038 黒岡 和巳 ｸﾛｵｶ ｶｽﾞﾐ 大阪府 4:37:45
3611 3477 平川 淳一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 4:37:47
3612 9092 山田 基幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 長野市 4:37:48
3613 8151 徳永 洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 駝鳥俱楽部 長野市 4:37:48
3614 8238 横井 隆 ﾖｺｲ ﾀｶｼ 東京都 4:37:52
3615 5766 山村 敏雄 ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼｵ 尾張旭ＲＣ 愛知県 4:37:55
3616 7520 藤森 博夫 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｵ 茨城県 4:37:55
3617 5819 川井 貴弘 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 4:37:58
3618 8276 林 哲司 ﾊﾔｼ ﾃﾂｼﾞ ぎふ長良川はしろう会 岐阜県 4:38:00
3619 8158 山口 秀行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 4:38:00
3620 4253 菅沼 幸男 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ 長野市 4:38:01
3621 8492 井上 修次郎 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 千葉県 4:38:03
3622 5717 荒井 泰周 ｱﾗｲ ﾔｽﾁｶ 埼玉県 4:38:03
3623 5118 名護屋 亮英 ﾅｺﾞﾔ ﾘｮｳｴｲ 東京都 4:38:04
3624 5779 善光 安次 ｾﾞﾝｺｳ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 4:38:05
3625 7231 桜井 裕也 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾔ フレックスＲＣ 千曲市 4:38:06
3626 4181 海藤 宏 ｶｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:38:06
3627 5516 川村 創 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 4:38:06
3628 7477 高野 年正 ﾀｶﾉ ﾄｼﾏｻ 新潟県 4:38:07
3629 5700 小野 睦夫 ｵﾉ ﾑﾂｵ 千葉県 4:38:10
3630 7390 秋山 勝彦 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 日本ＥＲＩ 静岡県 4:38:22
3631 5672 小山 尚孝 ｺﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 東京都 4:38:24
3632 5476 岩佐 浩二 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 飯田市 4:38:24
3633 8091 長谷川 昭洋 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ あきちゃん 愛知県 4:38:27
3634 7080 小川 一人 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 箕輪町 4:38:33
3635 8108 新津 久 ﾆｲﾂ ﾋｻｼ 小海町 4:38:34
3636 7500 沼辺 修 ﾇﾏﾍﾞ ｵｻﾑ 岐阜県 4:38:35
3637 8170 三浦 教彦 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋｺ モノエン駅伝チーム 愛知県 4:38:36
3638 3377 佐貫 一成 ｻﾇｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 4:38:37
3639 7557 坂本 達也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ ＩＮＣ 長野市 4:38:38
3640 2503 木村 良紀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 倉品組 大町市 4:38:39
3641 7011 高橋 洋昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 4:38:40
3642 5410 西條 彰浩 ﾆｼｼﾞｮｳ ｱｷﾋﾛ 長野市 4:38:41
3643 7530 三枝 俊介 ｻｴｸﾞｻ ｼｭﾝｽｹ 東京都 4:38:43
3644 5302 馬場 和彦 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｺ 長野市 4:38:44
3645 9225 藤野 豊 ﾌｼﾞﾉ ﾕﾀｶ 東京都 4:38:44
3646 3517 内田 常順 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞｭﾝ ＳＲＣ 埼玉県 4:38:48
3647 7116 佐藤 純男 ｻﾄｳ ｽﾐｵ 東京都 4:38:53
3648 5621 藤本 徹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ ツインくる 東北 新潟県 4:38:55
3649 5543 吉岡 慎太郎 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 京都府 4:38:56
3650 5456 山崎 充彦 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾋｺ 大阪陸協 大阪 大阪府 4:38:58
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3651 7002 清野 真秀 ｷﾖﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ ●中電長野系統● 信濃町 4:39:00
3652 9416 柳井 孝二 ﾔﾅｷﾞｲ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:39:05
3653 7054 花井 絢也 ﾊﾅｲ ｼﾞｭﾝﾔ 上田市 4:39:05
3654 5676 近藤 広人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾋﾄ 愛知県 4:39:06
3655 5784 石澤 克明 ｲｼｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 半世紀倶楽部＋ 新潟県 4:39:13
3656 5834 柴田 和宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 4:39:17
3657 10178 渡辺 孝治郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 福井県 4:39:18
3658 3592 丸山 純生 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｵ 大町市 4:39:22
3659 2647 岡 篤 ｵｶ ｱﾂｼ ＡＲＣ東京 東京都 4:39:22
3660 2255 阿部 秀史 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 東京 東京都 4:39:23
3661 5192 岩本 和彦 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ Ｋ＆Ｋ第３章 中野市 4:39:29
3662 5073 大日方 利男 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄｼｵ 篠ノ井ＲＣ 長野市 4:39:32
3663 7716 樋口 栄嗣 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 株式会社八十二銀行 安曇野市 4:39:46
3664 5715 井上 格太 ｲﾉｳｴ ｶｸﾀ 東京都 4:39:48
3665 3300 長澤 昭和 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷｶｽﾞ ぶうラン会 中野市 4:39:50
3666 5433 藤森 康 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽｼ ＦＲエアーズ 富山県 4:39:51
3667 7522 町田 時紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｷﾉﾘ 中野市 4:39:52
3668 8294 井上 則夫 ｲﾉｳｴ ﾉﾘｵ デイサービス こむぎ 愛知県 4:39:54
3669 7565 黒木 房寿美 ｸﾛｷ ﾌｻｽﾞﾐ ＥＮＺＯ 愛知県 4:39:58
3670 8022 田中 一弘 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 4:39:59
3671 5146 石川 孝 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 滋賀県 4:39:59
3672 5233 鶴田 竜生 ﾂﾙﾀ ﾀﾂｵ 宮城県 4:39:59
3673 5694 猪熊 和人 ｲﾉｸﾏ ｶｽﾞﾋﾄ チームピキン 東京都 4:39:59
3674 7077 宮坂 拓実 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 森と木 長野市 4:40:01
3675 10024 酒井 正強 ｻｶｲ ﾏｻﾀｹ 富士ホンダ 長野市 4:40:01
3676 5496 氷熊 雄二 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 東御市 4:40:02
3677 5613 小山 貴志 ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 美香子大河旅人 宮田村 4:40:03
3678 7603 牧島 禎彦 ﾏｷｼﾏ ﾖｼﾋｺ ■綿ＲＵＮ会■ 長野市 4:40:06
3679 4570 岩垂 公生 ｲﾜﾀﾞﾚ ｷﾐｵ 松本市 4:40:06
3680 5340 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 愛知県 4:40:08
3681 4591 阿部 敏明 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 東京 埼玉県 4:40:08
3682 7425 大塚 知一 ｵｵﾂｶ ﾄﾓｶｽﾞ 佐久穂町 4:40:09
3683 5297 山口 雅義 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 4:40:13
3684 8152 矢澤 茂 ﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ フル百回楽走会 駒ヶ根市 4:40:14
3685 8155 氏家 三仁 ｳｼﾞｲｴ ﾐﾂﾋﾄ 神奈川県 4:40:17
3686 5163 落合 浩一 ｵﾁｱｲ ｺｳｲﾁ 安曇野市 4:40:23
3687 7584 中沢 史明 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 上田市 4:40:25
3688 8504 石川 睦生 ｲｼｶﾜ ﾑﾂｵ 水ラン倶楽部 長野市 4:40:30
3689 7671 田中 幹夫 ﾀﾅｶ ﾐｷｵ ＡＧＭＧ 長野市 4:40:30
3690 7479 福村 公博 ﾌｸﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ 長野電鉄 長野市 4:40:30
3691 5273 狩野 雅彦 ｶﾉｳ ﾏｻﾋｺ チームＫＥＩＮ 愛知県 4:40:33
3692 5351 土田 久 ﾂﾁﾀﾞ ﾋｻｼ 羽後元西ＲＣ 秋田県 4:40:37
3693 8289 江口 正人 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 山形県 4:40:39
3694 8272 寺澤 誠一 ﾃﾗｻﾜ ｾｲｲﾁ イコールゼロ 須坂市 4:40:40
3695 10081 勝野 隆文 ｶﾂﾉ ﾀｶﾌﾐ 中部電気保安協会 木曽町 4:40:41
3696 4300 永坂 武寛 ﾅｶﾞｻｶ ﾀｹﾋﾛ ミツカンＨＴＣ 愛知県 4:40:43
3697 7019 関 遼治 ｾｷ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 4:40:49
3698 3025 戸田 博明 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 爆走ランナーズ 長野市 4:40:50
3699 3194 渡辺 陽平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 愛知県 4:40:52
3700 5177 木下 晋 ｷﾉｼﾀ ｼﾝ チーム兄軍曹 千葉県 4:40:55
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3701 5770 佐用 光広 ｻﾖｳ ﾐﾂﾋﾛ 大阪陸協 大阪 大阪府 4:40:56
3702 5866 金澤 剛 ｶﾅｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ＷＥＦＡ 長野市 4:40:58
3703 5685 北山 洋 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 長野工業株式会社 長野市 4:41:01
3704 9193 杉浦 伸次 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝｼﾞ 愛知中部水道企業団 愛知県 4:41:01
3705 8352 田中 繁実 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾐ ちい～む颯 伊那市 4:41:03
3706 5083 廣瀬 右左義 ﾋﾛｾ ｳｻﾖｼ 千葉県 4:41:06
3707 8031 平野 賢吾 ﾋﾗﾉ ｹﾝｺﾞ 長野市 4:41:07
3708 5871 丸山 和章 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 長野市 4:41:09
3709 3554 細田 卓爾 ﾎｿﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 北林ＲＣ 宮田村 4:41:10
3710 8235 柏 丈史 ｶｼﾜ ﾀｹｼ 静岡県 4:41:10
3711 9048 高橋 辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ ＩＲＣ 飯山市 4:41:11
3712 7556 山本 浩二 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 高木酒店アスリート 長野市 4:41:11
3713 8432 樋沢 稔 ﾋｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 長野市 4:41:13
3714 7282 北澤 智 ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 第一建設工業 長野市 4:41:14
3715 5324 峯村 和也 ﾐﾈﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 長野市 4:41:14
3716 8349 占部 恭司 ｳﾗﾍﾞ ｷｮｳｼﾞ 千葉県 4:41:14
3717 5877 関屋 賢介 ｾｷﾔ ｹﾝｽｹ 長野市 4:41:14
3718 5326 斎藤 礼 ｻｲﾄｳ ﾚｲ ＥＦＦＥＣＴ 上田市 4:41:15
3719 9104 秋元 敏男 ｱｷﾓﾄ ﾄｼｵ 石川県 4:41:16
3720 5771 久保田 俊明 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼｱｷ 東御市 4:41:19
3721 9338 坂下 潔 ｻｶｼﾀ ｷﾖｼ 大信産業（株） 上田市 4:41:20
3722 5561 内山 仁 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾄｼ ＭＩＤＯＲＩ 長野市 4:41:21
3723 8318 宮入 知行 ﾐﾔｲﾘ ﾄﾓﾕｷ 東京都 4:41:21
3724 5901 江藤 文博 ｴﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ ＡＣコンサル 熊本県 4:41:22
3725 3140 下平 高志 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 東京都 4:41:24
3726 7098 吉田 秀樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 長野市 4:41:25
3727 8366 宮嵜 真一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ ＰａｒＲｕｎ部 長野市 4:41:26
3728 5319 鈴木 智博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 自由ヶ丘学童保育ＲＣ 愛知 愛知県 4:41:28
3729 7126 斉藤 宏 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 福井県 4:41:31
3730 5224 田邊 政広 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ホラポス 大阪府 4:41:36
3731 5875 片岡 邦栄 ｶﾀｵｶ ｸﾆﾋﾃﾞ 青木島剣道少年団 長野市 4:41:40
3732 9056 波多腰 秀樹 ﾊﾀｺｼ ﾋﾃﾞｷ 松本市 4:41:40
3733 10167 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 斉藤計画事務所 伊那市 4:41:42
3734 9155 田中 勝彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ サンアンドムーン 山梨県 4:41:43
3735 7494 毛部川 正身 ｹﾌﾞｶﾜ ﾏｻﾐ ＳＲＣ 埼玉県 4:41:45
3736 8482 渡辺 正樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 長野市 4:41:45
3737 7169 橋詰 陽平 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｳﾍｲ 岡谷市 4:41:47
3738 5229 工藤 裕司 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:41:47
3739 8114 高橋 克己 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ Ｔ３ 東京都 4:41:52
3740 5317 小山 茂 ｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ ラッキーフル 神奈川県 4:41:56
3741 7208 鈴木 克典 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 4:41:56
3742 7360 塩田 良照 ｼｵﾀ ﾖｼﾃﾙ 東京 埼玉県 4:41:58
3743 7554 岡本 一 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 三重つつじ 三重県 4:41:59
3744 8126 鈴木 吉男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 中信健康友の会 松本市 4:42:01
3745 3333 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 須坂市 4:42:02
3746 7037 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 須坂市 4:42:03
3747 5533 秋山 英明 ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 4:42:08
3748 7006 樺沢 徹也 ｶﾊﾞｻﾜ ﾃﾂﾔ 長野市 4:42:09
3749 5294 土田 健一 ﾂﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 新潟県 4:42:12
3750 8440 香山 謙治 ｺｳﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 4:42:12
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3751 3170 永川 聖 ｴｶﾞﾜ ｻﾄﾙ ＫＡＣ０８４３ 愛知県 4:42:13
3752 5812 山崎 秀良 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾖｼ 米持ランニング 須坂市 4:42:13
3753 4655 小野寺 潔 ｵﾉﾃﾞﾗ ｷﾖｼ 東京都 4:42:14
3754 8508 田原 正幸 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 長野市 4:42:14
3755 9329 猪飼 泰三 ｲｶｲ ﾀｲｿﾞｳ 天白川月例マラソン 静岡県 4:42:19
3756 8117 柳沢 和幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ ●ＫＹ● 小諸市 4:42:22
3757 4661 雨宮 由典 ｱﾒﾐﾔ ﾖｼﾉﾘ 長野市 4:42:24
3758 5339 島田 登仁 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ 東京都 4:42:27
3759 5387 宮下 淳 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ 上養なのはなＲＣ 東御市 4:42:27
3760 5523 鈴木 繁伸 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ Ｍ＆ＴヴィータスＲＣ 千曲市 4:42:28
3761 5064 河越 諒 ｶﾜｺﾞｴ ﾘｮｳ 佐久市 4:42:30
3762 7305 伊藤 孝之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:42:32
3763 9099 泉 浩実 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐ 南幌ＭＣ 北海道 4:42:33
3764 7336 ＪＯＺＥＦ ＣＥＬＥＪ 福岡県 4:42:34
3765 5867 丸山 忠史 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞﾌﾐ 芦屋国際中等 兵庫県 4:42:35
3766 5821 森 正 ﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 4:42:37
3767 5911 秋山 大樹 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 株式会社エラン 池田町 4:42:38
3768 9205 松下 秀喜 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 飯島町 4:42:39
3769 7199 細野 正之 ﾎｿﾉ ﾏｻﾕｷ 富士運輸ＲＣ 新潟県 4:42:43
3770 7661 宮川 隆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶｼ 宮川時計店 千曲市 4:42:44
3771 8470 平本 真二郎 ﾋﾗﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 埼玉県 4:42:46
3772 5407 佐藤 薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野市 4:42:46
3773 7573 伊藤 博 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野市 4:42:53
3774 8500 鷲森 秀樹 ﾜｼﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ みゆき野青年会議所 飯山市 4:42:54
3775 10246 内田 瑛 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 豊科剣道 安曇野市 4:42:57
3776 7708 山際 康平 ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾍｲ 山際総合建設 新潟県 4:43:00
3777 5892 小坂 和彦 ｺｻｶ ｶｽﾞﾋｺ ◆◆佐々木そば店◆◆ 長野市 4:43:00
3778 10225 西澤 丈典 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾉﾘ 坂城町 4:43:01
3779 9230 若住 周平 ﾜｶｽﾐ ｼｭｳﾍｲ 東京都 4:43:03
3780 7449 岡田 雄一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉 埼玉県 4:43:04
3781 4320 藤永 礼三 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾚｲｿﾞｳ 下関走ろう会 山口県 4:43:04
3782 4495 小嶋 俊久 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｻ 愛知県 4:43:06
3783 5600 市川 洋成 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾅﾘ 賛美歌１３番 長野市 4:43:08
3784 5891 本道 健司 ﾎﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 長野市 4:43:10
3785 5058 矢島 孝浩 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ さなだＳＣ 上田市 4:43:11
3786 5191 清水 達夫 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｵ 信濃町役場 信濃町 4:43:13
3787 7593 中原 海平 ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾍｲ まむしＲＣ 東京都 4:43:17
3788 7508 田尻 真一 ﾀｼﾞﾘ ﾏｻｶｽﾞ 長野市 4:43:23
3789 5553 丸山 斉 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 長野市 4:43:23
3790 8173 疋田 康人 ﾋｷﾀ ﾔｽﾋﾄ 東京都 4:43:25
3791 4302 上田 伸彦 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 4:43:26
3792 5354 戸嶋 聡太 ﾄｼﾞﾏ ｿｳﾀ ＲｕｎＳｏｕ１ 上田市 4:43:26
3793 8177 三浦 晃一 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁ テクノス豊川 愛知県 4:43:26
3794 8340 山名田 毅 ﾔﾏﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ 石川県 4:43:27
3795 7723 須藤 正喜 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｷ のんでらーずＲＣ 神奈川県 4:43:28
3796 7627 伊藤 昌也 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 横河電機 東京都 4:43:28
3797 3560 鳴海 修一 ﾅﾙﾐ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 4:43:28
3798 7507 中村 篤志 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 三重県 4:43:29
3799 5763 本間 福康 ﾎﾝﾏ ﾌｸﾔｽ 上田市 4:43:32
3800 3580 山本 哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ アピックヤマダ 千曲市 4:43:33
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3801 7561 鈴木 孝二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 4:43:33
3802 8489 田村 道雄 ﾀﾑﾗ ﾐﾁｵ 広島県 4:43:35
3803 10194 関矢 裕之 ｾｷﾔ ﾋﾛﾕｷ ●ＪＰ走ろう会● 新潟県 4:43:37
3804 5728 岩﨑 崇 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 東京都 4:43:38
3805 7612 村松 俊一 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ 長野市 4:43:38
3806 8364 仲地 慶 ﾅｶﾁ ｹｲ ヨコハマタイヤ 神奈川県 4:43:39
3807 5299 斉藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 4:43:40
3808 7290 菊池 徹 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 小海町 4:43:42
3809 9020 長沢 和彦 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 電算 長野市 4:43:42
3810 9054 古藤 卓 ｺﾄｳ ﾀｶｼ ＴＥＡＭ走り屋 埼玉県 4:43:43
3811 5792 鷹津 秋生 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 北里アスリート 新潟県 4:43:44
3812 4329 岩田 英司 ｲﾜﾀ ｴｲｼﾞ 松本Ｒｕｎらんクラブ 長野市 4:43:44
3813 9074 和澤 竜多 ﾜｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 池田町 4:43:45
3814 8233 長戸 一義 ﾅｶﾞﾄ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県 4:43:46
3815 8314 佐野 正人 ｻﾉ ﾏｻﾋﾄ ふぁんらんくらぶ 宮城県 4:43:47
3816 8324 浅井 千玄 ｱｻｲ ﾁﾊﾙ 愛知県 4:43:49
3817 5196 佐々木 修 ｻｻｷ ｵｻﾑ 流山ＣＪ 長野市 4:43:51
3818 3456 角 正行 ｽﾐ ﾏｻﾕｷ 長野市 4:43:51
3819 3033 中村 高弘 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 三重県 4:43:52
3820 4343 原 弘幸 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 4:43:53
3821 7232 山﨑 和彦 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ ほりこしのみせ 小谷村 4:43:58
3822 7093 飯森 敏彦 ｲｲﾓﾘ ﾄｼﾋｺ 長野市 4:44:00
3823 5908 関 浩道 ｾｷ ﾋﾛﾐﾁ 沖縄県 4:44:00
3824 8249 佐々木 義信 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 4:44:03
3825 9390 宮坂 清 ﾐﾔｻｶ ｷﾖｼ 伊那市 4:44:04
3826 9215 今井 賢樹 ｲﾏｲ ｻｶｷ ＪＮＦＬ２０２２ 神奈川県 4:44:05
3827 5797 竹ノ内 宏 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:44:08
3828 7546 細野 荘 ﾎｿﾉ ﾀﾀﾞｼ 新潟県 4:44:09
3829 5098 中村 泰彦 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｺ アクラブ・ヴェルディ 東京都 4:44:10
3830 7097 大川 祐司 ｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ 伊那市 4:44:11
3831 10033 小島 友暁 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ キリンビール長野 松本市 4:44:11
3832 8274 日高 孝二郎 ﾋﾀﾞｶ ｺｳｼﾞﾛｳ セラテックジャパン 長野市 4:44:11
3833 8419 三石 昇史 ﾐﾂｲｼ ｼｮｳｼﾞ 長野市 4:44:13
3834 7015 小林 秀 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｸﾞﾙ 長野西野球 長野市 4:44:14
3835 7371 日比 初紀 ﾋﾋﾞ ﾊﾂｷ 日医ジョガーズ 愛知県 4:44:16
3836 5536 柳瀬 秀昭 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｱｷ トモエ薬品 愛知県 4:44:16
3837 5811 遠藤 賢一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ コミわかグリーンＣ 長野市 4:44:16
3838 5309 上赤 智博 ｶﾐｱｶ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫県 4:44:17
3839 5730 高橋 裕二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ ◇タカハシ塗装◇ 長野市 4:44:18
3840 5019 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 東京都 4:44:18
3841 4540 丸山 富士雄 ﾏﾙﾔﾏ ﾌｼﾞｵ 神奈川 神奈川県 4:44:21
3842 8202 松本 一樹 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 長野市 4:44:21
3843 7346 岡根谷 利一 ｵｶﾈﾔ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 4:44:22
3844 5189 竹中 元章 ﾀｹﾅｶ ﾓﾄｱｷ きたながのＲＣ 長野市 4:44:23
3845 7447 島田 佳門 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ 長野市 4:44:23
3846 5201 五味渕 俊仁 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ﾄｼﾋﾄ 長野市民病院 松本市 4:44:24
3847 4014 内藤 ひょうえ ﾅｲﾄｳ ﾋｮｳｴ 兵庫県 4:44:25
3848 5860 久保田 喜芳 ｸﾎﾞﾀ ｷﾖｼ 中野剣道連盟 中野市 4:44:25
3849 5400 丸山 英一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ シスメックスＲＡ 塩尻市 4:44:25
3850 9187 稲本 稔 ｲﾅﾓﾄ ﾐﾉﾙ 宮城ＵＭＣ 宮城県 4:44:26
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3851 3475 西 尚紀 ﾆｼ ﾅｵｷ 愛知県 4:44:26
3852 3200 岩尾 明男 ｲﾜｵ ｱｷｵ 神奈川県 4:44:26
3853 10173 岡田 清夫 ｵｶﾀﾞ ｷﾖｵ 単独行 坂城町 4:44:29
3854 8351 山嵜 博義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾖｼ 長野市 4:44:29
3855 10078 恩田 眞司 ｵﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 恩田歯科医院 岐阜県 4:44:30
3856 7026 松岡 陽一 ﾏﾂｵｶ ﾖｳｲﾁ はむちゃんず 兵庫県 4:44:30
3857 9072 丸山 直紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 千曲市 4:44:31
3858 5872 小林 武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 東急電鉄 東京都 4:44:31
3859 9256 熊谷 弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ ランナーズＷＥＢ 飯田市 4:44:33
3860 5055 新見 賢治 ﾆｲﾐ ｹﾝｼﾞ 横浜緑走友会 神奈川県 4:44:40
3861 8018 小山 信行 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 4:44:41
3862 9226 杉森 融 ｽｷﾞﾓﾘ ﾄｵﾙ 三重県 4:44:44
3863 7656 本多 慎一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 4:44:53
3864 8143 鈴木 真佐美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ ニコニコ 埼玉県 4:44:54
3865 9013 羽賀 隆 ﾊｶﾞ ﾀｶｼ 長野市役所ЯＣ 長野市 4:45:06
3866 7237 中村 充 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 安曇野市 4:45:09
3867 8275 竹内 謙一 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｲﾁ 長野市 4:45:09
3868 5290 浦谷 正 ｳﾗﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 滋賀県 4:45:10
3869 5751 澤田 正文 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 茨城県 4:45:11
3870 7226 山田 卓司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 長野市 4:45:11
3871 7075 穂谷 一樹 ﾎﾔ ｶｽﾞｷ 恵比寿ＲＣ 長野市 4:45:17
3872 9096 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 上田市 4:45:22
3873 4091 菊地 裕太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 東京 神奈川県 4:45:22
3874 8240 丸山 悦男 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾂｵ 塩尻市 4:45:26
3875 7455 藤澤 徳美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾙﾐ 八十二銀行銀行 坂城町 4:45:27
3876 7347 酒井 甲輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 中野市 4:45:28
3877 5049 田村 純一 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ きたながのＲＣ 長野市 4:45:34
3878 4174 林 修市 ﾊﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 長野市 4:45:35
3879 8208 犬伏 英明 ｲﾇﾌﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府 4:45:36
3880 8262 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ ヴァンヴァン 木島平村 4:45:39
3881 7623 鈴木 康雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 新潟県 4:45:41
3882 8129 江崎 郁郎 ｴｻｷ ｲｸｵ 愛知県 4:45:42
3883 5037 小山 剛 ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ 千葉県 4:45:42
3884 4610 土屋 裕司 ﾂﾁﾔ ﾕｳｼﾞ オリオン 長野市 4:45:43
3885 8362 吉田 直矢 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 東京都 4:45:44
3886 8001 村井 博 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 三橋栄三郎一人時間差 上田市 4:45:45
3887 5737 新城 薫 ｼﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾙ 東京都 4:45:46
3888 7480 神津 孝二 ｺｳﾂﾞ ｺｳｼﾞ チーム北斗号 長野市 4:45:47
3889 8295 堀内 聡 ﾎﾘｳﾁ ｻﾄｼ 大阪府 4:45:47
3890 7407 北沢 学 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ら・ら・ＲＵＮな 大町市 4:45:48
3891 5607 水野 友彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾋｺ 兵庫県 4:45:49
3892 8411 山本 亨 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ 社労士法人アンカー 塩尻市 4:45:50
3893 5566 寺岡 雄三 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 第一土建コンサル 長野市 4:45:51
3894 8376 市川 克也 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾔ 三重県 4:45:51
3895 8140 田中 奨伍 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 東京都 4:45:53
3896 3027 福島 徹也 ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ ５７さくら会 駒ヶ根市 4:45:53
3897 8242 山中 光雄 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂｵ 川上村 4:45:55
3898 7465 松野 喜巳 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾐ 横鉄 神奈川県 4:45:55
3899 5069 池内 新太郎 ｲｹｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 駝鳥会 神奈川県 4:46:02
3900 7633 冨川 義之 ﾌｶﾜ ﾖｼﾕｷ 矢沢倶楽部 神奈川県 4:46:04
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3901 9272 谷口 考司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長野市 4:46:07
3902 4631 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:46:07
3903 7594 日暮 健一 ﾋｸﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:46:07
3904 7058 松尾 知晴 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾊﾙ 愛知県 4:46:12
3905 3320 宮下 五郎 ﾐﾔｼﾀ ｺﾞﾛｳ 箕輪町 4:46:12
3906 5057 関野 友一 ｾｷﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 秦野戸川公園 神奈川県 4:46:13
3907 5194 助田 外志成 ｽｹﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ フレアス 石川県 4:46:13
3908 5750 水野 将宏 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ チームしんぱんまん 長野市 4:46:17
3909 7501 矢倉 武蔵 ﾔｸﾗ ﾑｻｼ 兵庫県 4:46:19
3910 8334 新保 裕介 ｼﾝﾎﾟ ﾕｳｽｹ 市民タイムス 松本市 4:46:19
3911 7057 小島 秀司 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳｼﾞ 長野総合運輸区 長野市 4:46:20
3912 8130 岩田 哲也 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ すばる 三重県 4:46:20
3913 5832 月宮 寛之 ﾂｷﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 4:46:21
3914 4149 日比野 昌久 ﾋﾋﾞﾉ ｱｷﾋｻ 東京都 4:46:23
3915 5221 漆原 道雄 ｳﾙｼﾊﾗ ﾐﾁｵ 株式会社電算 長野市 4:46:23
3916 7670 酒井 貴篤 ｻｶｲ ﾀｶｱﾂ 長野県消防協会 長野市 4:46:25
3917 7547 津金 修三 ﾂｶﾞﾈ ｼｭｳｿﾞｳ 相模原走ろう会 東京都 4:46:28
3918 7513 石井 隆 ｲｼｲ ﾀｶｼ 神奈川県 4:46:30
3919 5071 福馬 哲也 ﾌｸﾏ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:46:30
3920 10249 百瀬 竜成 ﾓﾓｾ ﾀﾂﾅﾘ 長野市 4:46:31
3921 8290 河野 正宏 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 爆走ランナーズ 長野市 4:46:31
3922 9125 佐藤 俊幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ エクセレントＯＪＳ 長野市 4:46:32
3923 5702 白倉 賢二 ｼﾗｸﾗ ｹﾝｼﾞ 松本市 4:46:35
3924 5623 糸井 利則 ｲﾄｲ ﾄｼﾉﾘ 敷津ランナーズ 大阪府 4:46:41
3925 8443 浦本 裕貴 ｳﾗﾓﾄ ﾕｳｷ 兵庫県 4:46:45
3926 9270 安達 晋悟 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 千葉県 4:46:47
3927 5581 丸山 裕太 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 中南米 長野市 4:46:47
3928 5782 霜鳥 勉 ｼﾓﾄﾘ ﾂﾄﾑ ＮＴＴテレコン 長野市 4:46:48
3929 7215 藤沢 昭雄 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｵ 松本市 4:46:50
3930 4502 茂木 淳 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ ■オカモエンジ■ 須坂市 4:46:50
3931 8384 小山 泰 ｺﾔﾏ ﾔｽｼ ＡａｎｄＡ株式会社 松本市 4:46:58
3932 5635 神田 拓 ｶﾝﾀﾞ ﾀｸ ＤＧＡＣ 東京都 4:46:58
3933 5703 田中 静治 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 安曇野市 4:46:59
3934 7694 長澤 秀雄 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｵ 奈良ＲＣ 埼玉県 4:47:02
3935 7583 伊藤 晃之 ｲﾄｳ ﾃﾙﾕｷ 長野市 4:47:08
3936 7421 柴田 英雄 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 松本市 4:47:09
3937 4046 山本 卓司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 和歌山県 4:47:09
3938 10012 三村 俊治 ﾐﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 山ねこ組 長野市 4:47:10
3939 9103 高橋 秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 滋賀県 4:47:12
3940 10177 黒岩 龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 高山村 4:47:15
3941 9353 岡本 和久 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 4:47:17
3942 5148 栗林 一彦 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ 高嶺走友会 長野市 4:47:18
3943 5612 壷井 正明 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｱｷ チーム田中 滋賀県 4:47:20
3944 4398 佐川 雄二 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 4:47:20
3945 9275 柳 誠 ﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ 諏訪市 4:47:22
3946 9122 手島 健公 ﾃｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ 東京都 4:47:28
3947 9127 新海 善一 ｼﾝｶﾞｲ ｾﾞﾝｲﾁ 南牧村 4:47:29
3948 7401 田中 信 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 滋賀県 4:47:31
3949 5637 本多 祐二 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ お転婆ＡＣ 愛知県 4:47:34
3950 4159 山下 敏哉 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾔ 三重県 4:47:34
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3951 5408 熊谷 秀則 ｸﾏｶﾞｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 4:47:35
3952 5528 古屋 悟 ﾌﾙﾔ ｻﾄﾙ 吉田病院 長野市 4:47:35
3953 4105 川上 正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京陸協 東京 東京都 4:47:36
3954 9083 永島 孝 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ 栃車区ＲＣ 栃木県 4:47:36
3955 5464 守谷 祐一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ ＴＢ 東京都 4:47:38
3956 9398 宮坂 敏行 ﾐﾔｻｶ ﾄｼﾕｷ ピノキオ薬局 上田市 4:47:38
3957 11091 吉野 一也 ﾖｼﾉ ｶｽﾞﾔ 長野市 4:47:42
3958 8066 野尻 賢二 ﾉｼﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 株式会社 貢献 愛知県 4:47:42
3959 8027 片野坂 和人 ｶﾀﾉｻｶ ｶｽﾞﾄ 京都府 4:47:44
3960 5343 宮地 和也 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ 愛知県 4:47:45
3961 7576 花里 浩一 ﾊﾅｻﾞﾄ ｺｳｲﾁ 佐久市 4:47:49
3962 9282 真貝 芳郎 ｼﾝｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ うこっけい 新潟県 4:47:51
3963 7053 勝山 信吾 ｶﾂﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 須坂市 4:47:53
3964 9249 三田 茂延 ｻﾝﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野マラソンクラブ 長野 長野市 4:47:55
3965 8370 串原 義隆 ｸｼﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 串原税理士事務所 飯田市 4:47:55
3966 7471 田中 弘之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 月曜半休 神奈川 神奈川県 4:47:56
3967 5657 森 隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ 東京都 4:47:56
3968 5048 岡田 和彦 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ しんまちＲＣ 群馬県 4:47:58
3969 7185 中村 忠人 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾄ 楽遊宴走会 愛知県 4:48:00
3970 5384 小野里 英一 ｵﾉｻﾞﾄ ｴｲｲﾁ ＫＴＦ 長野市 4:48:03
3971 7667 須藤 斉 ｽﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 神奈川県 4:48:03
3972 9007 中村 浩樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 長野市 4:48:03
3973 4483 栗原 正志 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｼ 長野市 4:48:12
3974 4336 野口 幸一 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 空・月・星・虹 和歌山県 4:48:13
3975 10021 関谷 光一 ｾｷﾔ ｺｳｲﾁ 神奈川県 4:48:13
3976 8191 黒柳 英男 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 4:48:14
3977 7540 国本 昭 ｸﾆﾓﾄ ｱｷﾗ ポテンシャル 埼玉県 4:48:15
3978 5285 小暮 好市 ｺｸﾞﾚ ｺｳｲﾁ タヌマ企画 栃木県 4:48:17
3979 10182 高野 義規 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 安曇野市 4:48:17
3980 7174 市川 一美 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾐ 上田市 4:48:21
3981 5272 渡辺 洋平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 坂城町 4:48:23
3982 9088 渡邉 多佳史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 長野市 4:48:25
3983 5413 佐竹 宏介 ｻﾀｹ ｺｳｽｹ 富山県 4:48:25
3984 8245 貴田 隆之 ｷﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府 4:48:29
3985 8460 田村 公一 ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ ＪＲ東日本 長野市 4:48:32
3986 5430 木村 邦博 ｷﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 木邦会 長野市 4:48:33
3987 5537 峯島 信久 ﾐﾈｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｻ チーム誠ちゃん 千葉県 4:48:36
3988 7383 木下 洋次 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｼﾞ 埼玉県 4:48:36
3989 8060 太田 隆 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 4:48:39
3990 5619 三重野 英樹 ﾐｴﾉ ﾋﾃﾞｷ 東京都 4:48:39
3991 2606 深谷 利彦 ﾌｶﾔ ﾄｼﾋｺ 滋賀県 4:48:44
3992 7625 降籏 利成 ﾌﾘﾊﾀ ﾄｼﾅﾘ 松本市 4:48:44
3993 3570 新田 智彦 ﾆｯﾀ ﾄﾓﾋｺ ホエールズ 東京 神奈川県 4:48:45
3994 5168 山岸 淳 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ 而今の山水 長野市 4:48:48
3995 8332 片山 浩二 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ ＮＲＣ 東京都 4:48:50
3996 7581 上野 直樹 ｳｴﾉ ﾅｵｷ 東京都 4:48:51
3997 5629 藤森 勝夫 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾂｵ ちーむやきにく 諏訪市 4:48:52
3998 8322 三浦 龍太郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ナシ 東京都 4:48:54
3999 4409 奥原 寿隆 ｵｸﾊﾗ ﾋｻﾀｶ 秋神旅ラン 岐阜県 4:48:55
4000 4479 小澤 雄樹 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 塩尻市 4:48:58
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4001 7634 植松 安彦 ｳｴﾏﾂ ﾔｽﾋｺ 富士見町 4:48:58
4002 4216 上田 裕 ｳｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 渋谷区ＪＲＣ 東京 神奈川県 4:48:59
4003 9258 喜村 卓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 淵野辺走ルネ会 神奈川県 4:48:59
4004 5520 国安 聡 ｸﾆﾔｽ ｻﾄｼ けんもも 長野市 4:49:00
4005 9165 長岩 樹 ﾅｶﾞｲﾜ ﾀﾂﾙ 上田市 4:49:04
4006 7548 中村 和人 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ ポテンシャル 東京都 4:49:05
4007 7389 橋本 隆男 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 相澤病院脳神経内科 松本市 4:49:09
4008 11053 大峽 惇嵩 ｵｵﾊﾞ ｱﾂﾀｶ 長野市 4:49:10
4009 7368 荻原 武彦 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾋｺ ウシオ電機 小諸市 4:49:13
4010 4290 中俣 良太 ﾅｶﾏﾀ ﾘｮｳﾀ 東京都 4:49:19
4011 4284 河島 邦倫 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾄ 河島桃園 長野市 4:49:21
4012 8036 丸山 隆久 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾋｻ 長野市 4:49:21
4013 7678 森田 哲夫 ﾓﾘﾀ ﾃﾂｵ 上田市 4:49:22
4014 10237 清水 雄高 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 群馬県 4:49:26
4015 8088 塚田 伸二 ﾂｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 長野市 4:49:26
4016 7140 帶金 康祐 ｵﾋﾞｶﾈ ﾔｽｽｹ 帶金司法書士事務所 松川村 4:49:28
4017 7549 岡村 敏一 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｲﾁ らん林らん友 安曇野市 4:49:30
4018 4352 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 4:49:32
4019 9335 野田 康二 ﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:49:34
4020 10023 堀越 順市 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 4:49:35
4021 7315 島 正典 ｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 協和ファーマ 富山県 4:49:36
4022 9069 滝沢 友和 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 千曲市 4:49:37
4023 8084 相崎 英彦 ｱｲｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 末永製作所 岐阜県 4:49:42
4024 7516 久野 喜夫 ｸﾉ ﾖｼｵ クラブＲ２東日本 東京 神奈川県 4:49:42
4025 7692 飯塚 良一 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 千曲市 4:49:46
4026 8342 本林 昌樹 ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 愛知県 4:49:50
4027 8494 前田 文広 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 長野市 4:49:53
4028 8488 長澤 秀幸 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 4:49:53
4029 8019 林 秀昭 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 岡谷市 4:49:54
4030 10233 立石 廉晟 ﾀﾃｲｼ ﾚﾝｾｲ 東京都 4:49:54
4031 9060 西川 三郎 ﾆｼｶﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 千葉県 4:49:54
4032 8292 橋爪 隆昭 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｱｷ 兵庫県 4:49:55
4033 7562 本庄 文隆 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐﾀｶ 山口県 4:49:56
4034 8269 萬年 輝久 ﾏﾝﾈﾝ ﾃﾙﾋｻ タートルまんねん 愛知県 4:49:57
4035 5162 岡沢 一規 ｵｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ シューマート 長野市 4:50:02
4036 7714 小池 邦武 ｺｲｹ ｸﾆﾀｹ 川中島ＲＣ 長野市 4:50:03
4037 4006 杉山 重人 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 愛知県 4:50:06
4038 9213 高木 仁史 ﾀｶｷﾞ ﾋﾄｼ 滋賀県 4:50:08
4039 7493 寺尾 卓也 ﾃﾗｵ ﾀｸﾔ 長野市 4:50:08
4040 7224 玉井 章信 ﾀﾏｲ ｱｷﾉﾌﾞ 長野市 4:50:10
4041 7129 直江 好章 ﾅｵｴ ﾖｼｱｷ 長野市 4:50:11
4042 7393 石原 昇 ｲｼﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 4:50:12
4043 8395 星 洋一 ﾎｼ ﾖｳｲﾁ 會津藩奴隊 福島県 4:50:17
4044 7350 八谷 謙治 ﾊﾁﾔ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:50:20
4045 7691 瀬尾 政二 ｾｵ ﾏｻｼﾞ 徳島県 4:50:21
4046 5442 丸山 智由 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ マラソン経済研究所 東京都 4:50:23
4047 9070 井上 恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 塩尻市 4:50:24
4048 4443 小林 克年 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾄｼ 長野市 4:50:24
4049 5571 松本 周一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ ●明治屋● 上田市 4:50:25
4050 7083 丸山 博明 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 中野市 4:50:27
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4051 5839 宮入 誠 ﾐﾔｲﾘ ﾏｺﾄ 興和ゴム 小布施町 4:50:31
4052 7359 石川 正治 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 富山県 4:50:32
4053 7578 鈴木 昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 茨城県 4:50:32
4054 7234 黒岩 高志 ｸﾛｲﾜ ﾀｶｼ 中野市 4:50:33
4055 9399 ＫＩＴＴＩＢＯＯＮＬＥＲＴ ＫＩＴＴＡＰＨＯＬ ｷｯﾃｨﾎﾞｰﾝﾚﾄ ｷﾀﾎﾟﾝ 神奈川県 4:50:33
4056 8394 馬場 信雄 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 4:50:34
4057 4293 久保 貴司 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 長野市 4:50:35
4058 7099 及川 大輔 ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 4:50:35
4059 7705 古屋 治彦 ﾌﾙﾔ ﾊﾙﾋｺ 祈無事開催 長野市 4:50:37
4060 7468 玉井 隆之 ﾀﾏｲ ﾀｶﾕｷ 前田製作所 長野市 4:50:40
4061 5370 荒井 淳 ｱﾗｲ ｱﾂｼ ハルカゼ 長野市 4:50:40
4062 5659 石井 克由 ｲｼｲ ｶﾂﾖｼ 湘南ＲＣ 神奈川県 4:50:40
4063 7073 渡辺 宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ チーム風間 長野市 4:50:41
4064 4627 新井 紳也 ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 東京都 4:50:46
4065 7119 吾妻 啓志 ｱｶﾞﾂﾏ ﾋﾛｼ 長野市 4:50:47
4066 7038 三池 顕 ﾐｲｹ ｱｷﾗ 東京都 4:50:51
4067 8007 富井 靖弘 ﾄﾐｲ ﾔｽﾋﾛ 野沢温泉 野沢屋 野沢温泉村 4:50:55
4068 2715 島田 義之 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 上尾市陸上競技協会 埼玉 埼玉県 4:51:00
4069 5105 畠澤 啓太郎 ﾊﾀｻﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ 京都府 4:51:04
4070 8407 成田 昌広 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野市民病院 長野市 4:51:07
4071 7357 黒岩 紀雄 ｸﾛｲﾜ ﾉﾘｵ 長野マラソンクラブ 長野 長野市 4:51:08
4072 5605 為永 英二 ﾀﾒﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 北野ＪＣ 長野市 4:51:09
4073 9121 藤澤 隆之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ◆◆豊丘小◆◆ 高山村 4:51:11
4074 7131 藤井 裕之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ シナノケンシ 上田市 4:51:13
4075 4018 早川 栄二 ﾊﾔｶﾜ ｴｲｼﾞ 長野ラガーズ 長野市 4:51:16
4076 4429 徳富 栄次 ﾄｸﾄﾐ ｴｲｼﾞ 桂新堂ＲＣ 愛知県 4:51:17
4077 8374 栁澤 祐人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 上田市 4:51:17
4078 8493 黒木 勤 ｸﾛｷ ﾂﾄﾑ 岡谷市 4:51:17
4079 7268 堀井 元博 ﾎﾘｲ ﾓﾄﾋﾛ えびＲＵＮ 愛知県 4:51:17
4080 7605 志川 康雄 ｼｶﾞﾜ ﾔｽｵ 松本市 4:51:18
4081 9378 書上 寿人 ｶｷｱｹﾞ ﾄｼﾋﾄ ＮＴＴ 群馬県 4:51:19
4082 9183 重松 宏和 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ ＮＥＥ佐久 長野市 4:51:22
4083 5878 渋谷 浩 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 4:51:24
4084 7476 奥田 有恒 ｵｸﾀﾞ ｱﾘﾂﾈ 神奈川県 4:51:25
4085 5706 大梅 孔明 ｵｵﾊﾞｲ ｺｳﾒｲ 塩尻市 4:51:26
4086 5375 新藤 茂男 ｼﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ チームシンドウ 松本市 4:51:28
4087 4301 島田 英則 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 新光電気 長野市 4:51:28
4088 10193 宮尾 智也 ﾐﾔｵ ﾄﾓﾔ 須坂市 4:51:29
4089 9058 安楽 亮 ｱﾝﾗｸ ﾏｺﾄ 元気プラザ 安曇野市 4:51:29
4090 5219 山田 英二 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 多摩走友会 東京 東京都 4:51:31
4091 8098 栗光 康博 ｸﾘﾐﾂ ﾔｽﾋﾛ 三重県 4:51:31
4092 7687 竹村 稔 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾉﾙ 奈良県 4:51:31
4093 8041 北沢 浩司 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 株式会社イケダ 上田市 4:51:35
4094 7191 堀場 宇太 ﾎﾘﾊﾞ ｳﾀ 株式会社進々堂 京都府 4:51:38
4095 8308 市川 優 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾙ 長野市 4:51:40
4096 9012 瓜生 瑛俊 ｳﾘｳ ｱｷﾄｼ 資源再生センター 長野市 4:51:40
4097 2544 五十嵐 俊次 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 4:51:46
4098 4514 藤井 洋一 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｲﾁ 白馬ランニングクラブ 白馬村 4:51:46
4099 8239 横山 直樹 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｷ シナノ レーシング 長野市 4:51:48
4100 8266 古橋 芳治 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾊﾙ 愛知県 4:51:49
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4101 5507 米沢 考司 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶｼ Ｎｉｔｓｕｋｏ 中野市 4:51:49
4102 7304 永田 高教 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾉﾘ 静岡県 4:51:49
4103 7148 佐藤 肇 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 東京都 4:51:51
4104 8150 長谷部 康喜 ﾊｾﾍﾞ ﾔｽｷ 康喜エンジニアリング 愛媛県 4:51:52
4105 7575 峰尾 淳 ﾐﾈｵ ｱﾂｼ 陵南セミナー 東京都 4:51:55
4106 7261 冨岡 隆二 ﾄﾐｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 泉小 長野市 4:51:57
4107 4023 長谷部 謙一 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 円福ＲＣＭＡＹ 長野市 4:52:00
4108 7536 小林 肇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 茅野市 4:52:02
4109 8232 金子 章 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 諏訪湖走友会 諏訪市 4:52:05
4110 7414 川崎 泰 ｶﾜｻｷ ﾔｽｼ 愛知県 4:52:08
4111 8452 吉川 貴春 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾊﾙ 東京都 4:52:11
4112 4297 小川 浩幸 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 長野市 4:52:14
4113 8216 北村 真一 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ ■■■北村家■■■ 松本市 4:52:15
4114 7572 宮島 卓朗 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 上田市 4:52:15
4115 8178 渡辺 久弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾔ 山梨県 4:52:17
4116 9231 瀧川 誠司 ﾀｷｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 三重つつじ 三重県 4:52:18
4117 5688 鈴木 浩平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 神奈川県 4:52:19
4118 7457 普世 崇仁 ﾌｾ ﾀｶﾋﾄ 松本市 4:52:21
4119 5342 牛山 敦史 ｳｼﾔﾏ ｱﾂｼ 京橋マラソン部 埼玉県 4:52:22
4120 4426 宮下 森光 ﾐﾔｼﾀ ﾓﾘﾐﾂ 長野市 4:52:22
4121 4560 大矢 康博 ｵｵﾔ ﾔｽﾋﾛ チームやばね 長野市 4:52:23
4122 5765 桑原 宙也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ 長野市 4:52:25
4123 9367 土田 秀夫 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 中越興業 新潟県 4:52:28
4124 7387 池田 博春 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾊﾙ 埼玉県 4:52:31
4125 7062 田尻 良則 ﾀｼﾞﾘ ﾖｼﾉﾘ 長野市 4:52:35
4126 5708 上沼 浩典 ｳｴﾇﾏ ﾋﾛﾉﾘ やまねクラブ 伊那市 4:52:37
4127 7136 小宮山 哲昭 ｺﾐﾔﾏ ﾃﾂｱｷ 長野市 4:52:37
4128 2101 小島 聡 ｺｼﾞﾏ ｻﾄｼ （仮）みつやライダー 新潟県 4:52:38
4129 3096 児玉 雄治 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 千曲市 4:52:39
4130 8224 山下 康治 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ キオクシア楽走 三重県 4:52:42
4131 7642 小倉 栄二 ｵｸﾞﾗ ｴｲｼﾞ 大阪府 4:52:45
4132 7453 駒月 宏昭 ｺﾏﾂｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 4:52:46
4133 5572 水本 郁夫 ﾐｽﾞﾓﾄ ｲｸｵ 走ＲｕｎＭｙ家 富山県 4:52:51
4134 5534 丸山 裕久 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋｻ 松本Ｒｕｎらんクラブ 松本市 4:52:53
4135 4207 内山 未来也 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷﾔ トラスト 長野市 4:52:53
4136 3014 木次 儀一 ｷﾂｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ 佐久穂楽走会 佐久穂町 4:52:54
4137 5606 中山 明広 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ かすみ走ＲＵＮ会 東京都 4:52:54
4138 9119 西井 裕 ﾆｼｲ ﾕﾀｶ 長野市民病院 長野市 4:52:57
4139 9300 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:52:58
4140 8397 上原 仁 ｳｴﾊﾗ ﾋﾄｼ 林檎園うえはら 山ﾉ内町 4:52:59
4141 7361 杉山 伸道 ｽｷﾞﾔﾏ ﾉﾌﾞﾐﾁ 愛知県 4:53:02
4142 5793 中村 茂雄 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ 千葉県 4:53:03
4143 2461 真壁 裕幸 ﾏｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:53:03
4144 10174 井上 直行 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾕｷ やまびこＤＲＣ 新潟県 4:53:04
4145 5905 佐藤 友春 ｻﾄｳ ﾄﾓﾊﾙ 静岡県 4:53:05
4146 5106 宮崎 正志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 埼玉県 4:53:06
4147 5595 斎藤 忠守 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 長野マスターズ 長野 富士見町 4:53:08
4148 7567 大澤 国雄 ｵｵｻﾜ ｸﾆｵ 神奈川県 4:53:12
4149 7221 中島 英樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 4:53:13
4150 8344 畑 和義 ﾊﾀ ｶｽﾞﾖｼ 須坂市 4:53:16
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4151 10247 竹村 耕一 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野市 4:53:16
4152 9280 志村 卓利 ｼﾑﾗ ﾀｶﾄｼ 石川県 4:53:17
4153 8094 成田 公一 ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ 長野日大 長野市 4:53:18
4154 9401 松田 正隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾀｶ ＪＡアグリエール長野 長野市 4:53:19
4155 8484 細谷 利昭 ﾎｿﾔ ﾄｼｱｷ 長野市 4:53:22
4156 8212 小宮山 義幸 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 千曲市 4:53:22
4157 8380 岸本 響平 ｷｼﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 東京都 4:53:22
4158 9113 菅原 哲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 4:53:24
4159 4553 高司 浩史 ﾀｶｼﾞ ﾋﾛｼ バディエイト 上田市 4:53:25
4160 8506 馬場 敏昭 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼｱｷ 三井住友海上 神奈川県 4:53:26
4161 10046 腮尾 理 ｱｷﾞｵ ｵｻﾑ 新潟県 4:53:26
4162 7679 林 宏 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ マラソン完走ク 宮城 東京都 4:53:29
4163 8336 櫻井 彰人 ｻｸﾗｲ ｱｷﾋﾄ 長野市 4:53:30
4164 9393 有賀 和男 ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｵ 原村 4:53:30
4165 1180 長澤 隆行 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ 東京 群馬県 4:53:31
4166 7127 池田 貴穂 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾎ シナノケンシ 上田市 4:53:32
4167 7718 山岸 大庫 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 4:53:32
4168 8286 栗山 隼明 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｱｷ 宮崎県 4:53:32
4169 10083 岡田 洋平 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 新潟県 4:53:34
4170 8291 横澤 善久 ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾋｻ 上田市 4:53:37
4171 10188 松山 昌弘 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 長野市 4:53:38
4172 10044 笠原 政彦 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 千葉県 4:53:39
4173 7064 安住 修 ｱｽﾞﾐ ｵｻﾑ 目黒陸協 東京 東京都 4:53:39
4174 4077 佐藤 二郎 ｻﾄｳ ｼﾞﾛｳ 東村山太郎クラブ 東京都 4:53:40
4175 4548 冨澤 義浩 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ うさおＲＣ 北海道 4:53:40
4176 5718 谷口 則之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 南大妻陸上部１１３ 松本市 4:53:41
4177 7497 高松 秀行 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ ＢＭＩ２７ 富山県 4:53:43
4178 8491 宇留間 貴士 ｳﾙﾏ ﾀｶｼ 静岡県 4:53:45
4179 2243 斉藤 崇典 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ ＢＬＡＺＥ 中野市 4:53:46
4180 5707 早川 亘 ﾊﾔｶﾜ ﾜﾀﾙ ＭＩＤＯＲＩ長野 長野市 4:53:47
4181 10199 塚本 明大 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 滋賀県 4:53:49
4182 5380 清水 啓太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 東京都 4:53:50
4183 7674 宮澤 正義 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ タンブリング 小布施町 4:53:53
4184 8057 菊池 康弘 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 長野市 4:53:53
4185 9178 佐藤 佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 長野市 4:53:54
4186 7660 南澤 公人 ﾐﾅﾐｻﾜ ｷﾐﾄ 瞬間移動 長野市 4:53:55
4187 7712 長谷部 健治 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 松代道走会 長野市 4:53:57
4188 8230 佐藤 正彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ チーム寛太 長野市 4:53:57
4189 7469 清水 基弘 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾋﾛ （株）二葉堂 長野市 4:53:59
4190 4224 古川 敦 ﾌﾙｶﾜ ｱﾂｼ 新潟県 4:53:59
4191 9364 梅元 英樹 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県 4:54:00
4192 8079 小島 寿一 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ テレビ信州松本支社 塩尻市 4:54:02
4193 5899 三石 剛史 ﾐﾂｲｼ ﾀｹｼ テレビ信州 長野市 4:54:02
4194 2611 中原 岳彦 ﾅｶﾊﾗ ﾀｹﾋｺ ５７さくらマラソン部 駒ヶ根市 4:54:06
4195 11056 安藤 眞人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 株式会社スズケン 松本市 4:54:07
4196 8367 土屋 修一 ﾂﾁﾔ ｼｭｳｲﾁ 長野市 4:54:07
4197 8006 土谷 謙太 ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀ イーライリリー 松本市 4:54:08
4198 7165 三沢 宏正 ﾐｻﾜ ﾋﾛﾏｻ 朝陽小学校 長野市 4:54:08
4199 5647 佐藤 大裕 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野市民病院 長野市 4:54:10
4200 9342 萩中 稔 ﾊｷﾞﾅｶ ﾐﾉﾙ 石川県 4:54:11
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4201 5231 今村 幸治 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｼﾞ ちぃむもみじ 南箕輪村 4:54:13
4202 2448 門脇 徹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ ｅＡ東京 東京 宮城県 4:54:14
4203 8157 須藤 浩 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 長野市 4:54:15
4204 9173 山崎 駿次 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ フナ研 千曲市 4:54:18
4205 9289 酒井 孝昭 ｻｶｲ ﾀｶｱｷ 千曲市 4:54:20
4206 4327 石田 誠一 ｲｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ 静岡県 4:54:20
4207 7650 堀内 由紀夫 ﾎﾘｳﾁ ﾕｷｵ 上田市 4:54:22
4208 8254 増田 稔 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 埼玉県 4:54:22
4209 7152 中島 豊 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 長野市 4:54:25
4210 2598 上田 晶平 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 上田八木短資 東京都 4:54:29
4211 10040 立石 浩幸 ﾀﾃｲｼ ﾋﾛﾕｷ 岡谷市 4:54:34
4212 10201 栗田 弘毅 ｸﾘﾀ ﾋﾛｷ 愛知県 4:54:34
4213 11089 傳田 徹 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｵﾙ 長野市 4:54:37
4214 7628 加戸 雄二郎 ｶﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 松本市 4:54:38
4215 3083 大澤 陽一 ｵｵｻﾜ ﾖｳｲﾁ アバレンジャー 長野市 4:54:40
4216 8284 白石 正彦 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾋｺ 松代道走会 長野市 4:54:42
4217 8025 横山 正臣 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 千葉県 4:54:44
4218 10155 等々力 信治 ﾄﾄﾞﾘｷ ｼﾝｼﾞ カナガワＲＣ 埼玉県 4:54:47
4219 5487 保科 信司 ﾎｼﾅ ｼﾝｼﾞ 燦 須坂市 4:54:55
4220 8469 眞島 尚 ﾏｼﾏ ﾀｶｼ ましま塗装工業 上田市 4:54:57
4221 5398 坂本 晃一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 4:54:57
4222 9169 村越 一輝 ﾑﾗｺｼ ｶｽﾞｷ 神奈川県 4:54:59
4223 8377 南 博史 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｼ 千葉県 4:55:01
4224 7298 平野 一篤 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 髙崎製作所 千曲市 4:55:01
4225 8097 砂子 勲 ｽﾅｺﾞ ｲｻｵ 富山県 4:55:01
4226 9211 小日向 裕 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛｼ ＨＫＴ５８ 長野市 4:55:02
4227 5109 井上 友 ｲﾉｳｴ ﾕｳ チームましじ 石川県 4:55:02
4228 5848 芋川 忍 ｲﾓｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 山久プロパン 小布施町 4:55:03
4229 5625 西川 博之 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ソディック 福井 福井県 4:55:05
4230 9321 荒井 隼 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝ 大阪府 4:55:06
4231 5870 杉浦 丈太 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｮｳﾀ 愛知県 4:55:06
4232 8390 笹倉 邦彦 ｻｻｸﾗ ｸﾆﾋｺ 東京都 4:55:07
4233 7207 長江 有祐 ﾅｶﾞｴ ﾕｳｽｹ 練馬ＯＬＣ 長野市 4:55:07
4234 10006 中城 浩之 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ きいけいご 箕輪町 4:55:10
4235 5485 宮坂 久仁雄 ﾐﾔｻｶ ｸﾆｵ 千曲市 4:55:12
4236 11033 磯貝 幹夫 ｲｿｶﾞｲ ﾐｷｵ 鍋林 長野市 4:55:13
4237 7337 Ｐａｔｒｉｃｋ Ｍａｒｔｉｎｅａｕ 神奈川県 4:55:13
4238 8309 松尾 武 ﾏﾂｵ ﾀｹｼ ＫＲＹランナーズ 山口県 4:55:16
4239 5545 元村 又雄 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾀｵ 多治見ランナーズ 岐阜県 4:55:17
4240 8070 田中 延男 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｵ 長野市 4:55:18
4241 4542 福田 亘 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 石川県 4:55:20
4242 4469 片岡 大樹 ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｷ 頑張るゾ！村松 長野市 4:55:20
4243 5729 深沢 賢 ﾌｶｻﾜ ｹﾝ 埼玉県 4:55:21
4244 8438 大竹 健二 ｵｵﾀｹ ｹﾝｼﾞ 軽井沢町 4:55:22
4245 9318 遠藤 英樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 4:55:22
4246 2242 野本 真大 ﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ◆長野ガーフ◆ 安曇野市 4:55:25
4247 5835 徳本 翼 ﾄｸﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 東京都 4:55:26
4248 9108 平林 正行 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 八十二銀行 長野市 4:55:26
4249 7614 高畑 紳一 ｺｳﾊﾀ ｼﾝｲﾁ 広島県 広島県 4:55:27
4250 10142 土居 伸太郎 ﾄﾞｲ ｼﾝﾀﾛｳ 愛知県 4:55:28
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4251 5641 楠 実 ｸｽﾉｷ ﾐﾉﾙ Ｔｅａｍ－Ｅ 松本市 4:55:33
4252 2428 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 4:55:35
4253 7611 長谷川 昌 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 愛知県 4:55:38
4254 7128 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 日清オイリオ 長野市 4:55:40
4255 5259 長瀬 泰次 ﾅｶﾞｾ ﾀｲｼﾞ 長野信用金庫 長野市 4:55:44
4256 2053 三井 純一 ﾐﾂｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ペッパー団 東京 東京都 4:55:48
4257 9344 渡邉 孝文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 合気道養昭館 神奈川県 4:55:48
4258 8012 宮澤 秀樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長野市 4:55:49
4259 4676 村山 啓 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲ チーム風間 長野市 4:55:51
4260 5910 濱田 将里 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳﾘ 京都府 4:55:54
4261 5577 木元 龍一 ｷﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県 4:55:55
4262 2220 川尻 一雄 ｶﾜｼﾞﾘ ｶｽﾞｵ 長野マラソンクラブ 長野市 4:55:56
4263 7225 宮城 敏幸 ﾐﾔｷﾞ ﾄｼﾕｷ はりキッズ 千曲市 4:55:57
4264 7020 上沼 薫 ｳｴﾇﾏ ｶｵﾙ やまねクラブ 伊那市 4:55:58
4265 9345 妹尾 純二 ｾﾉｵ ｼﾞｭﾝｼﾞ 三重県 4:55:59
4266 5452 丸山 政男 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 千葉県 4:56:01
4267 8465 沢野井 勉 ｻﾜﾉｲ ﾂﾄﾑ 東京都 4:56:02
4268 7473 河守 輝久 ｶﾜﾓﾘ ﾃﾙﾋｻ ラッセラーズ 神奈川県 4:56:04
4269 9244 川瀬 昭雄 ｶﾜｾ ｱｷｵ ロコランナーズ 埼玉県 4:56:14
4270 5744 滝沢 恒明 ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾈｱｷ ＨＩＯＫＩ 上田市 4:56:15
4271 8188 加藤 昌宏 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 4:56:16
4272 7429 深瀬 茂樹 ﾌｶｾ ｼｹﾞｷ 前田製作所 長野市 4:56:19
4273 11027 鈴木 貴彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 東京都 4:56:20
4274 1261 浅野 利彦 ｱｻﾉ ﾄｼﾋｺ 東京都 4:56:23
4275 1098 清水 崇史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 江東微生物研究所松本 千曲市 4:56:24
4276 5563 後藤 哲也 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ 六華ＲＣ 東京都 4:56:24
4277 9101 五明 昭 ｺﾞﾐｮｳ ｱｷﾗ 長野市 4:56:28
4278 9153 武田 一利 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 千葉県 4:56:29
4279 8270 安藤 民平 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾝﾍﾟｲ ９５イーズ 飯田市 4:56:29
4280 5833 東川 周平 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 東京都 4:56:29
4281 2649 小林 将巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ ＮＲＳ 中野市 4:56:31
4282 8046 西條 広悦 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾛﾖｼ 長野市 4:56:34
4283 11061 金田 弘之 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ トーヨークリエイト 長野市 4:56:34
4284 5439 横田 清 ﾖｺﾀ ｷﾖｼ 北海道マラソンクラブ 北海道 北海道 4:56:35
4285 8481 神田 三智弘 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 東京都 4:56:39
4286 8323 村田 正人 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ くろべ川ＡＣ 富山県 4:56:40
4287 5578 鎭目 武 ｼｽﾞﾒ ﾀｹｼ ＡＰＰＳ 東京都 4:56:41
4288 7386 小林 康正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾏｻ 横浜中央走友会 神奈川県 4:56:42
4289 2521 花村 芳樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾖｼｷ 松本Ｒｕｎクラブ 松本市 4:56:43
4290 7392 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 4:56:44
4291 7014 福元 慎一 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝｲﾁ チーム北川 京都府 4:56:46
4292 9026 岸本 圭介 ｷｼﾓﾄ ｹｲｽｹ パパカレッジ上田 上田市 4:56:46
4293 8073 林 卓 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 多摩ーズ 東京都 4:56:48
4294 8162 服部 重雄 ﾊｯﾄﾘ ｼｹﾞｵ 島根県 4:56:51
4295 9308 芳澤 寛 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 須坂市 4:56:54
4296 7380 澄川 成大 ｽﾐｶﾜ ﾅﾘｵ なし 神奈川県 4:56:57
4297 11029 坂下 一夫 ｻｶｼﾀ ｶｽﾞｵ 松本市 4:56:57
4298 9369 塚田 正博 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千曲市 4:56:59
4299 9267 河路 國治 ｶﾜｼﾞ ｸﾆﾊﾙ ランナー春日井 愛知県 4:57:00
4300 5374 平山 貴史 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 群馬陸協 群馬 群馬県 4:57:02

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合男子 Finish

Print: 2022/04/17 15:07:25 87 / 98 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

4301 4430 廣田 賢治 ﾋﾛﾀ ｹﾝｼﾞ 廣田家 長野市 4:57:03
4302 8051 田中 晃生 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 埼玉県 4:57:05
4303 5228 浦 一弘 ｳﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 城北クラブ 埼玉県 4:57:06
4304 11095 小林 勉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 須坂市 4:57:07
4305 10055 池田 正志 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｼ 富山県 4:57:08
4306 4461 福井 敏之 ﾌｸｲ ﾄｼﾕｷ 松本市 4:57:08
4307 8225 佐生 和彦 ｻｼｮｳ ｶｽﾞﾋｺ 日特建設 東京都 4:57:12
4308 11084 田辺 弥栄吉 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｴｷﾁ 長野市 4:57:15
4309 7555 杉山 耕一 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 愛知県 4:57:15
4310 7545 伊奈 慎介 ｲﾅ ｼﾝｽｹ 秋田県 4:57:17
4311 7436 波多野 達夫 ﾊﾀﾉ ﾀﾂｵ 山梨県 4:57:18
4312 4592 土屋 友樹 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｷ 河津町役場 静岡県 4:57:18
4313 4401 春日 洋昭 ｶｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 塩尻市 4:57:21
4314 10037 櫻井 秀和 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 上田市 4:57:21
4315 5182 石橋 誠 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｺﾄ チームみずたま 埼玉 埼玉県 4:57:25
4316 8333 森川 明義 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ チーム蟻ぎりす 大阪府 4:57:25
4317 7654 渡邉 信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 4:57:28
4318 8389 足立 大介 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:57:31
4319 5119 青山 賢二 ｱｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 愛知県 4:57:31
4320 7059 上原 浩美 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ 新光電気工業 須坂市 4:57:31
4321 9109 林 充那登 ﾊﾔｼ ﾐﾅﾄ 長野中央病院 長野市 4:57:32
4322 5437 安藤 豊 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ ニッポンランナーズ 東京都 4:57:37
4323 5269 大竹 隆夫 ｵｵﾀｹ ﾀｶｵ 香川県 4:57:38
4324 9268 石井 公治 ｲｼｲ ｷﾐﾊﾙ 株式会社アイネット 千葉県 4:57:39
4325 9209 熊本 昌彦 ｸﾏﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 走らにゃソン部 岡山県 4:57:39
4326 10161 中島 賢 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 長野市 4:57:39
4327 5361 細田 利史 ﾎｿﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ ランセット 東京都 4:57:41
4328 5357 福澤 一成 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 南箕輪村 4:57:41
4329 4543 星 晶雄 ﾎｼ ﾏｻｵ ごまいぬ 千葉県 4:57:41
4330 7405 佐藤 政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会 千葉 千葉県 4:57:43
4331 7271 岸田 千男 ｷｼﾀﾞ ｾﾝﾀﾞﾝ 東京都 4:57:43
4332 5575 坂本 哲雄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨県 4:57:43
4333 9045 村上 隆夫 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｵ 長野市 4:57:44
4334 10113 川端 竜也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 長野市 4:57:44
4335 8466 早川 隼人 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ 松本市 4:57:47
4336 3399 堀川 広起 ﾎﾘｶﾜ ｺｳｷ 富山県 4:57:47
4337 8441 齋藤 直巳 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 長野市 4:57:47
4338 7696 伊藤 洋一 ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 鵠海ランナーズ 神奈川県 4:57:47
4339 8122 山口 昌明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 日清工業株式会社 富山県 4:57:49
4340 8444 佐渡 広幸 ｻﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 日清工業株式会社 富山県 4:57:49
4341 8237 清水 由紀夫 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 宴会隊 新潟県 4:57:50
4342 4561 渡邉 健一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ チームやばね 長野市 4:57:52
4343 9219 瀧澤 浩 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 河端製作所 千曲市 4:57:53
4344 5762 深作 知也 ﾌｶｻｸ ﾄﾓﾔ Ｔｅａｍ深作２０２２ 茨城県 4:57:56
4345 7398 藤原 秋広 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 若桜くらぶ 千葉県 4:58:02
4346 8278 島田 敏夫 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼｵ トンボクラブ 新潟県 4:58:03
4347 8388 井坪 正弘 ｲﾂﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 長野市 4:58:06
4348 2438 坂本 康政 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾏｻ 千葉県 4:58:06
4349 5303 森田 美文 ﾓﾘﾀ ﾐﾌﾐ ＦＡＭＩＣ 兵庫県 4:58:08
4350 7454 斉藤 雄二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 4:58:11
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4351 8486 荒木 謙蔵 ｱﾗｷ ｹﾝｿﾞｳ 信濃理化学工業 長野市 4:58:12
4352 7702 井上 寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴＣｏｍ 東京都 4:58:12
4353 9240 水本 壮洋 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 静岡県 4:58:14
4354 4268 河島 光平 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 東京 東京 東京都 4:58:15
4355 8439 岡部 和人 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾄ 茅野市 4:58:16
4356 8103 大橋 誠 ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ 愛知県 4:58:19
4357 8248 山田 満明 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 東京都 4:58:22
4358 5760 金田 岳志 ｶﾅﾀﾞ ﾀｹｼ 兵庫県 4:58:24
4359 11076 傳田 史和 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾌﾐｶｽﾞ 若穂中 長野市 4:58:24
4360 9404 八嶋 忠大 ﾔｼﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 4:58:25
4361 7439 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 零太もいつかは 長野市 4:58:25
4362 8054 杉山 道洋 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ 三重県 4:58:25
4363 7617 中沢 恵太 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 都筑製作所 坂城町 4:58:25
4364 7422 吉田 賢司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ＲＵＮＳＯＵ１ 安曇野市 4:58:28
4365 7367 保高 稔 ﾎﾀｶ ﾐﾉﾙ ＲｕｎＳｏｕ１ 松本市 4:58:28
4366 7514 増井 昌志 ﾏｽｲ ﾏｻｼ 新津走友会 新潟県 4:58:28
4367 8403 上野 秀司 ｳｴﾉ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 4:58:30
4368 4617 山崎 直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 千曲市 4:58:31
4369 3437 田中 公彦 ﾀﾅｶ ｷﾐﾋｺ オリオン精工 千曲市 4:58:32
4370 7690 中西 一成 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 4:58:35
4371 8241 沢木 秀洋 ｻﾜｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ チームエス 愛知県 4:58:35
4372 7159 大石 裕 ｵｵｲｼ ﾕｳ 上田市 4:58:36
4373 5205 中辻 康之 ﾅｶﾂｼﾞ ﾔｽﾕｷ 大阪府 4:58:37
4374 10054 鈴木 悟司 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ ＡＡＣ 愛知県 4:58:38
4375 5847 武内 資定 ﾀｹｳﾁ ｽｹｻﾀﾞ 長野市 4:58:38
4376 9265 小畑 信行 ｺﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県 4:58:38
4377 5047 糊倉 健次 ﾉﾘｸﾗ ｹﾝｼﾞ チームアップルロード 飯田市 4:58:39
4378 11039 吉田 暢人 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾄ 東京都 4:58:41
4379 5179 島根 健嗣 ｼﾏﾈ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:58:42
4380 11075 勝山 佳典 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 4:58:43
4381 10035 牛場 智明 ｳｼﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 兵庫県 4:58:43
4382 5550 堀江 尚仁 ﾎﾘｴ ﾅｵﾋﾄ ランフィート 愛知県 4:58:48
4383 8293 星野 哲哉 ﾎｼﾉ ﾃﾂﾔ 東京都 4:58:51
4384 5640 石井 慎一 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 千葉 千葉県 4:58:53
4385 7415 神崎 実 ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 茅野楽走会 富士見町 4:58:55
4386 4630 小島 一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 栃木県 4:58:56
4387 11013 蓮見 幸男 ﾊｽﾐ ﾕｷｵ 東京都 4:58:57
4388 3182 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 日本ロレアルＲＣ 東京 東京都 4:58:57
4389 9377 鈴木 洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 兵庫県 4:58:58
4390 8306 藤川 周士 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 4:58:58
4391 4673 小林 伸樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｷ ４９会 松本市 4:59:00
4392 4494 鎌田 雅史 ｶﾏﾀ ﾏｻｼ 鈍亀ランナーズ 兵庫県 4:59:04
4393 9288 佐藤 敏幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 須坂市 4:59:08
4394 10118 金 洙根 ｷﾑ ｽｸﾝ 松本市 4:59:10
4395 8271 城所 真男 ｷﾄﾞｺﾛ ﾏｻｵ ＪＳＫＫ 愛知県 4:59:11
4396 8472 伏見 勇 ﾌｼﾐ ｲｻﾑ 諭吉会 長野市 4:59:11
4397 5776 小林 重雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ チームのこのこ 長野市 4:59:12
4398 7110 狩野 慎治 ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ オカコウ 大町市 4:59:15
4399 11037 加藤 貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ （株）アルプスツール 長野市 4:59:15
4400 5027 飯田 竜男 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂｵ 愛知県 4:59:16
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4401 7171 吉沢 幸洋 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ 長野市 4:59:18
4402 5881 上野 明 ｳｴﾉ ｱｷﾗ 上野木型製作所 愛知県 4:59:18
4403 9130 轟 博司 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾛｼ 轟商会 長野市 4:59:19
4404 7125 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 上野木型製作所 大阪府 4:59:19
4405 8263 藤森 雅人 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ 長野市 4:59:19
4406 9325 木村 友保 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ ＴＭＣ．ＡＣ 富山県 4:59:20
4407 8436 宮内 博久 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾋｻ ■丸和バイオ■ 飯田市 4:59:21
4408 7512 小原 透浩 ｺﾊﾗ ﾕｷﾋﾛ ３年９組マラソン部 駒ヶ根市 4:59:21
4409 8434 八木沼 光宏 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 4:59:24
4410 8346 田中 史朗 ﾀﾅｶ ｼﾛｳ 長野市 4:59:24
4411 8404 野中 隆文 ﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 白壁経営 愛知県 4:59:24
4412 5461 増井 正幸 ﾏｽｲ ﾏｻﾕｷ 千葉県 4:59:27
4413 5178 宮澤 武弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ チーム絶好調！ 佐久市 4:59:27
4414 10215 関 哲郎 ｾｷ ﾃﾂﾛｳ 松本市 4:59:28
4415 9350 里原 弘敏 ｻﾄﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ ダイワハウス 徳島県 4:59:29
4416 8116 吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 4:59:32
4417 7489 堀内 武 ﾎﾘｳﾁ ﾀｹｼ 千曲 ＬＫＣ 須坂市 4:59:35
4418 8501 佐藤 浩之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 4:59:40
4419 9312 大久保 憲 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝ 日本無線 長野市 4:59:42
4420 7621 吉池 邦彦 ﾖｼｲｹ ｸﾆﾋｺ 塩尻市 4:59:42
4421 10039 湯澤 正芳 ﾕｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 駒ヶ根市 4:59:42
4422 1158 田中 孝昌 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 徳永電機 長野市 4:59:42
4423 9005 鈴木 敦志 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 長野市 4:59:43
4424 7525 片畑 秀夫 ｶﾀﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 和歌山県 4:59:44
4425 9284 村嶋 俊英 ﾑﾗｼﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 4:59:46
4426 7448 松橋 健治 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝｼﾞ トライグループ 長野市 4:59:46
4427 7657 長谷川 秀樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 東京都 4:59:47
4428 7252 和田 文利 ﾜﾀﾞ ﾌﾐﾄｼ 篠ノ井 長野市 4:59:49
4429 7017 北原 忠幸 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾀﾞﾕｷ Ｊｕｐｉｔｅｒ 駒ヶ根市 4:59:52
4430 8207 倉阪 秀史 ｸﾗｻｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ 伊賀忍者ＲＣ 千葉県 4:59:55
4431 8257 唐澤 洋 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｼ 松本市 4:59:58
4432 7442 春日 健雄 ｶｽｶﾞ ﾀｹｵ 八十二銀行 長野市 5:00:00
4433 8287 小林 拓史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ ＨＩＯＫＩ 須坂市 5:00:03
4434 10224 德竹 順一 ﾄｸﾀｹ ｼﾞｭﾝｲﾁ なずな 須坂市 5:00:04
4435 9379 鈴木 幹央 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 松本市 5:00:05
4436 5632 山田 康博 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 豊明防災サービス 愛知県 5:00:08
4437 5036 上原 昌博 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ＡＣコンサル 熊本県 5:00:10
4438 5481 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 5:00:12
4439 8021 中尾 武 ﾅｶｵ ﾀｹｼ 奈良県 5:00:13
4440 7324 近藤 渉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 昭和商事 長野市 5:00:14
4441 5902 及川 大二 ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｼﾞ 株式会社カヤマ 長野市 5:00:15
4442 10053 新井 将史 ｱﾗｲ ﾏｻｼ 西友 長野市 5:00:15
4443 8381 黒瀬 優 ｸﾛｾ ﾏｻﾙ 虎兎の会 富山県 5:00:19
4444 8421 磯部 泰弘 ｲｿﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ ごほうビール長野 長野市 5:00:20
4445 10003 木下 雅彦 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ ＯＴＣ 愛知 愛知県 5:00:22
4446 8154 高松 弘 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｼ ホルモン山岳会登米 長野市 5:00:27
4447 10227 若林 建吾 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ 上田市 5:00:27
4448 4559 小林 修太 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀ 第一商工 上田市 5:00:31
4449 9412 小林 克行 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ かりん国際知財事務所 千葉県 5:00:32
4450 10061 中川 隆志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 5:00:34
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4451 4263 栗山 智之 ｸﾘﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 長野市 5:00:37
4452 11055 西井 直紀 ﾆｼｲ ﾅｵｷ 愛知県 5:00:38
4453 4513 岡村 穣 ｵｶﾑﾗ ﾕﾀｶ ＭＡＣ 岡山県 5:00:38
4454 10092 若林 秀之 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 日立アステモ上田 上田市 5:00:39
4455 5873 田嶋 俊博 ﾀｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 宇佐美 神奈川県 5:00:42
4456 8305 北澤 秀明 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 小諸市 5:00:42
4457 7056 長田 進一 ｵｻﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 山梨県 5:00:42
4458 956 梨本 高之 ﾅｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ★オリオンシステム★ 長野市 5:00:43
4459 8316 横森 文彦 ﾖｺﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ 地脇走談会 静岡県 5:00:45
4460 8339 石川 佳宏 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 5:00:52
4461 8189 渡辺 智之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 酔走楽部 新潟県 5:00:55
4462 7620 大津 浩之 ｵｵﾂ ﾋﾛﾕｷ ホウライリレーチーム 神奈川県 5:00:58
4463 5310 池田 和行 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 5:00:58
4464 11016 月岡 晃宏 ﾂｷｵｶ ｱｷﾋﾛ 長野市 5:01:00
4465 8461 柴橋 敦史 ｼﾊﾞﾊｼ ｱﾂｼ 愛知県 5:01:10
4466 8134 山崎 和也 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 大清水高校ＯＢ 神奈川県 5:01:11
4467 5807 青木 秀一 ｱｵｷ ｼｭｳｲﾁ 長野市 5:01:17
4468 10005 小林 昌和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 長野市 5:01:17
4469 9158 山田 敬昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 愛知県 5:01:18
4470 9368 小林 泰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 信濃町ラン倶楽部 長野市 5:01:20
4471 9131 安永 洋 ﾔｽﾅｶﾞ ﾋﾛｼ アーバン春野 埼玉県 5:01:21
4472 8089 丸山 武宏 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 共和陸送 東京都 5:01:33
4473 8106 八木 秀幸 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 5:01:33
4474 10252 栁澤 充 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 千曲市 5:01:36
4475 9139 室原 延嘉 ﾑﾛﾊﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ 埼玉県 5:01:37
4476 4396 塚田 幸範 ﾂｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 長野トヨタ自動車 長野市 5:01:41
4477 9042 福本 良武 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾀｹ ナーシングホームモモ 三重県 5:01:44
4478 7615 松井 寛 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ 京王不動産 東京都 5:01:44
4479 10008 山岸 篤 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ 長野市 5:01:46
4480 5602 巻上 峻久 ﾏｷｳｴ ｼｭﾝｸ ｍａクライミング 岐阜県 5:01:46
4481 8137 水沢 芳夫 ﾐｽﾞｻﾜ ﾖｼｵ とちおとめ 長野市 5:01:51
4482 4493 長島 三夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾂｵ 創風設計室 上田市 5:01:52
4483 7588 金平 啓史 ｶﾈﾋﾗ ﾋﾛｼ ＡＳＴのぞみ気功院 東京都 5:01:53
4484 7338 高野 哲 ﾀｶﾉ ｻﾄﾙ 神奈川県 5:01:55
4485 9046 御子柴 芳明 ﾐｺｼﾊﾞ ﾖｼｱｷ 長野市 5:01:56
4486 8213 山浦 政彦 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾋｺ 佐久市 5:01:56
4487 5245 五明 豊 ｺﾞﾐｮｳ ﾕﾀｶ ＴＩＳ 長野市 5:01:59
4488 10245 大野木 裕 ｵｵﾉｷﾞ ﾕﾀｶ 静岡県 5:02:01
4489 5399 丸山 英明 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 5:02:03
4490 5731 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ フィール岐阜 岐阜県 5:02:11
4491 7434 垣本 文彦 ｶｷﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 愛知県 5:02:15
4492 7604 小林 雅彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 5:02:16
4493 9277 今村 美文 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 明日への一歩 埼玉県 5:02:18
4494 8311 長沼 和雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｵ ひげクラブ 神奈川県 5:02:24
4495 9409 井上 真吾 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ 長野市 5:02:25
4496 5394 伊藤 和智 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 埼玉県 5:02:31
4497 3104 平林 秋夫 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 長野市 5:02:35
4498 10077 丸山 正三 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 長野消防 長野市 5:02:39
4499 9373 丸山 瑛 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 5:02:43
4500 9100 清水 友博 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 5:02:47
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4501 7263 木村 和文 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 長野市 5:02:51
4502 9164 細田 岳志 ﾎｿﾀﾞ ﾀｹｼ 佐久市 5:02:51
4503 9417 柳澤 喜久男 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｸｵ 須坂市 5:02:52
4504 7142 滝澤 守 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 山ノ内社協 中野市 5:02:58
4505 7176 新村 泰洋 ﾆｲﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 長野市役所ＲＣ 長野市 5:02:59
4506 8161 菊地 剛志 ｷｸﾁ ﾀｹｼ ＷＡＧＡＹＡ 千葉県 5:03:02
4507 7341 山崎 貴之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 八十二銀行 長野市 5:03:05
4508 8446 深田 英夫 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京簡裁 東京都 5:03:11
4509 4007 島田 毅 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 5:03:19
4510 10181 磯貝 洋幸 ｲｿｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 協和界面科学株式会社 埼玉県 5:03:24
4511 9316 松本 勝己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ 東急設計 神奈川県 5:03:24
4512 10049 長岡 雅典 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ ＳＲＣ 山梨県 5:03:24
4513 4121 沖中 徹 ｵｷﾅｶ ﾄｵﾙ 長久手郵便局 愛知県 5:03:26
4514 8455 石田 秀和 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 安曇野市 5:03:30
4515 11020 澁澤 一吉 ｼﾌﾞｻﾜ ｲﾁﾖｼ ＮＪＣランナーズ 長野市 5:03:32
4516 10042 塚田 和洋 ﾂｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 飯綱町 5:03:32
4517 7333 辰野 剛 ﾀﾂﾉ ｺﾞｳ 上田市 5:03:33
4518 9091 三島 浩 ﾐｼﾏ ﾕﾀｶ 埼玉県 5:03:41
4519 5488 大日向 光紀 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾂﾉﾘ ■おび～ず。 長野市 5:03:41
4520 8243 井嶋 高幸 ｲｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 長野市 5:03:46
4521 8064 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ ＭＡＫＥＮＤＯ 埼玉県 5:03:53
4522 5376 岡田 夏輝 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ くらぶ鬼島 長野 飯山市 5:03:57
4523 9307 古澤 良世 ﾌﾙｻﾜ ﾘｮｳｾｲ 東京都 5:04:00
4524 8142 大淵 秀幸 ｵｵﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 5:04:03
4525 7599 伊藤 新一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ オリオン 高山村 5:04:05
4526 9366 田中 秋光 ﾀﾅｶ ｱｷﾐﾂ 愛知県 5:04:08
4527 9138 町田 元英 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾋﾃﾞ 長野市 5:04:08
4528 9389 山野井 正 ﾔﾏﾉｲ ﾀﾀﾞｼ 東京都 5:04:10
4529 7724 小口 匡 ｵｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ ヨシトミ 諏訪市 5:04:15
4530 9238 江村 光年 ｴﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 本久 長野市 5:04:18
4531 8251 荻 正人 ｵｷﾞ ﾏｻﾄ 新潟県 5:04:19
4532 5838 佐野 龍弘 ｻﾉ ﾀﾂﾋﾛ 伊那市 5:04:23
4533 7175 藤澤 章人 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾄ 長野市 5:04:25
4534 7700 和田 誠一 ﾜﾀﾞ ｾｲｲﾁ 司法書士クラブ 長野市 5:04:27
4535 10242 持木 達矢 ﾓﾁｷ ﾀﾂﾔ 群馬県 5:04:28
4536 7689 近藤 広明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 5:04:32
4537 5530 杉山 昌秀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 白山大権現 佐久市 5:04:34
4538 10169 南雲 充 ﾅｸﾞﾓ ﾐﾂﾙ 新潟県：湯沢町 新潟県 5:04:39
4539 8347 渡辺 秩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ ＫＣ ＲＵＮ ＣＬＵ 諏訪市 5:04:44
4540 9191 野田 智之 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 5:04:49
4541 10210 井村 豪 ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ 石川県 5:04:53
4542 3103 雪野 真一 ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ 千日走会 埼玉県 5:04:55
4543 8187 片桐 智 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾄｼ 岐阜県 5:05:07
4544 7146 小橋 康一 ｺﾊｼ ｺｳｲﾁ チリパーズＲＣ 長野市 5:05:12
4545 5393 長崎 正民 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｻﾐ Ｒ×Ｌプラス 埼玉 神奈川県 5:05:13
4546 5021 池田 信政 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 上田市 5:05:23
4547 10185 高沢 直樹 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ 愛知県 5:05:24
4548 7100 小橋 幸平 ｺﾊｼ ｺｳﾍｲ 中野市 5:05:25
4549 8023 鈴木 真弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 株式会社デンセン 長野市 5:05:28
4550 10175 平原 剛 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｹｼ 山ﾉ内町 5:05:29
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4551 7411 木戸岡 和孝 ｷﾄﾞｵｶ ｶｽﾞﾀｶ 塩尻市 5:05:30
4552 7458 荻原 博 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 千曲市 5:05:32
4553 4574 柿沼 哲裕 ｶｷﾇﾏ ﾃﾂﾋﾛ 埼玉県 5:05:39
4554 5111 堀口 雄太 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 長野市 5:05:39
4555 7240 川村 知裕 ｶﾜﾑﾗ ﾁﾋﾛ 長野市 5:05:45
4556 2524 原田 耕一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 富山県 5:05:47
4557 10219 村松 篤 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾂｼ 長野市 5:05:51
4558 11051 石井 恒 ｲｼｲ ﾋｻｼ ｄｏｌｐｈｉｎｓ 神奈川県 5:05:52
4559 9263 中嶋 茂 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 新潟県 5:05:55
4560 7483 柴田 哲也 ｼﾊﾞﾀ ﾃﾂﾔ 鶴賀病院 長野市 5:05:56
4561 8483 長門 哲也 ﾅｶﾞﾄ ﾃﾂﾔ 千曲市 5:05:58
4562 10222 小林 知 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 信濃町ラン倶楽部 飯綱町 5:05:59
4563 10170 中澤 範行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ セメダイン 東京都 5:06:03
4564 8335 倉島 隆博 ｸﾗｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 長野市 5:06:06
4565 8136 遠藤 智久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｻ ホルモン山岳会 長野市 5:06:10
4566 7478 山崎 裕史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 駝鳥俱楽部 長野市 5:06:13
4567 10110 長谷川 望 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 5:06:17
4568 7166 久保 順孝 ｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ 長野市 5:06:19
4569 8467 内海 和也 ｳﾂﾐ ｶｽﾞﾔ イコールゼロ 長野市 5:06:22
4570 5348 池田 直哉 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉県 5:06:27
4571 9017 宮尾 信一 ﾐﾔｵ ｼﾝｲﾁ 長野市 5:06:30
4572 9294 島川 達也 ｼﾏｶﾜ ﾀﾂﾔ 上田市 5:06:31
4573 5509 宮嶋 岳生 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｵ わらびーず 小谷村 5:06:33
4574 10009 福澤 洋 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 浦安工業 安曇野市 5:06:33
4575 8358 片岡 寛 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 千葉県 5:06:37
4576 11040 庭野 貴大 ﾆﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ ルームランナーズ 東京都 5:06:39
4577 7518 岡澤 忠久 ｵｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾋｻ 茶臼山ＲＣ 長野市 5:06:45
4578 8032 田中 哲 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ グウチビハクリン 長野市 5:06:46
4579 8072 山崎 仁志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ フル百回楽走会 新潟県 5:06:49
4580 9080 堀内 拓 ﾎﾘｳﾁ ﾀｸ 長野市 5:06:54
4581 8359 丸山 敦 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾄﾑ 長野市 5:06:55
4582 10066 高野 佳之 ﾀｶﾉ ﾖｼﾕｷ 松本市 5:06:57
4583 9078 竹村 道夫 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾁｵ 栗田楽走会 長野市 5:07:09
4584 11010 吉原 翔 ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳ 松本市 5:07:10
4585 7214 桜井 慎 ｻｸﾗｲ ｼﾝ フローリスト桜屋 上田市 5:07:11
4586 8013 西沢 嘉高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 上田広域消防 上田市 5:07:13
4587 7121 渡辺 幸亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 柏与ビジネスセンター 須坂市 5:07:15
4588 8448 大嶋 利明 ｵｵｼﾏ ﾄｼｱｷ 安曇野市 5:07:21
4589 5576 宇都宮 純 ｳﾂﾉﾐﾔ ｷﾖｼ 長野県 長野市 5:07:21
4590 8095 田口 真司 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 栃木県 5:07:27
4591 9420 上條 敏雄 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼｵ 塩尻市 5:07:28
4592 4656 多田 登 ﾀﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 滋賀県 5:07:30
4593 10196 滝 雅行 ﾀｷ ﾏｻﾕｷ 長野市 5:07:30
4594 9134 丸山 誠二 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｼﾞ 長野市 5:07:34
4595 9310 吉野 裕史 ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ 長野市 5:07:34
4596 9040 南澤 渡 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ 長野市 5:07:37
4597 7310 保坂 次郎 ﾎｻｶ ｼﾞﾛｳ 長野市 5:07:41
4598 10030 村山 伸也 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾔ 東京都 5:07:47
4599 9363 五十嵐 堅二 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ イヴローニュ 東京都 5:07:50
4600 3009 栁澤 俊文 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾌﾐ 長野市 5:07:52
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4601 7490 太田 友和 ｵｵﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 電算 千曲市 5:07:52
4602 9025 星野 恒行 ﾎｼﾉ ﾂﾈﾕｷ 大阪府 5:07:52
4603 5478 林 伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ 松本市 5:07:58
4604 5491 百瀬 隆生 ﾓﾓｾ ﾀｶｵ 安曇野市 5:07:58
4605 150 ビル レッティ ﾋﾞﾙ ﾚｯﾃｨ 上田陸協 上田 上田市 5:08:03
4606 8083 藤沢 洋一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｲﾁ 松本市 5:08:05
4607 2162 竹村 克也 ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾔ 飯山中央市場 長野市 5:08:11
4608 7162 内河 明彦 ｳﾁｶﾜ ｱｷﾋｺ ■玉井建設■ 長野市 5:08:15
4609 9400 小坂 秀一 ｺｻｶ ｼﾕｳｲﾁ 神奈川県 5:08:18
4610 5677 福塚 寛武 ﾌｸﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｹ 富山県 5:08:21
4611 8372 遠藤 貴志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 長野労働局 長野市 5:08:38
4612 8414 赤羽 馨 ｱｶﾊﾈ ｶｵﾙ ＳＷＡＣ 塩尻市 5:08:45
4613 8495 浅井 勝巳 ｱｻｲ ｶﾂﾐ 愛知県 5:08:45
4614 11024 若林 新 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾗﾀ 長野市 5:08:48
4615 4608 竹内 徳喜 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘﾖｼ 長野シニアバド 長野市 5:08:48
4616 5051 景井 英一 ｶｹﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ＪＲ貨物信濃ＲＣ 長野市 5:08:58
4617 7381 吉田 知史 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 長野市 5:09:03
4618 10203 暮泉 明 ｸﾚｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 埼玉県 5:09:05
4619 9352 杉浦 裕輔 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｽｹ 長野県警察 長野市 5:09:06
4620 8190 田原 志高 ﾀﾊﾗ ﾕｷﾀｶ 豊川トライアスロン 愛知県 5:09:10
4621 7086 山崎 豊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ テルウェル東日本ＫＫ 長野市 5:09:15
4622 11072 玉井 貴啓 ﾀﾏｲ ﾀｶﾉﾘ 長野市 5:09:18
4623 8038 竹村 明義 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾖｼ アダモジンジロ 上田市 5:09:23
4624 8003 石川 敏博 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋﾛ あいち健康の森 愛知 愛知県 5:09:27
4625 7085 岸 重男 ｷｼ ｼｹﾞｵ 東京都 5:09:28
4626 11068 松本 信一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 積水ハウス 長野市 5:09:29
4627 5176 近藤 英幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 昭和電工走友会 神奈川県 5:09:30
4628 8343 小日向 真 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｺﾄ 長野市 5:09:39
4629 8035 本多 睦 ﾎﾝﾀﾞ ﾑﾂﾐ 上田市 5:09:50
4630 10108 海老野 信一郎 ｴﾋﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 5:09:53
4631 3439 門井 邦夫 ｶﾄﾞｲ ｸﾆｵ 千葉県 5:10:01
4632 9079 櫻井 智浩 ｻｸﾗｲ ﾁﾋﾛ 個人 須坂市 5:10:01
4633 9340 上條 修 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 松本すすき川走る会 松本市 5:10:03
4634 4537 瀬野 徹 ｾﾉ ﾄｵﾙ 前田製作所 千曲市 5:10:08
4635 9015 善治 直樹 ｾﾞﾝｼﾞ ﾅｵｷ ＳＵＷＡＳＵＮ 諏訪市 5:10:16
4636 7606 川井 正浩 ｶﾜｲ ﾏｻﾋﾛ まさまさ倶楽部 東京都 5:10:20
4637 8077 宮道 利典 ﾐﾔﾐﾁ ﾄｼﾉﾘ Ｊランナーズ 岐阜県 5:10:22
4638 8277 宮本 茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ サラダバーズ 東京都 5:10:28
4639 8303 板谷 大介 ｲﾀﾔ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 5:10:30
4640 9217 福永 保 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 住友生命保険 千葉県 5:10:32
4641 3011 瀧澤 章裕 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 松本市 5:10:42
4642 9259 中井 康裕 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ 全国健康保険協会奈良 奈良県 5:10:43
4643 8312 水野 文雄 ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐｵ 京都府 5:10:48
4644 10179 廣田 直樹 ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ 新潟県 5:10:55
4645 9021 宮澤 裕一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 新潟県 5:10:55
4646 5633 北條 雅隆 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾀｶ 東京都 5:11:08
4647 3520 廣田 竜也 ﾋﾛﾀ ﾀﾂﾔ 廣田家 長野市 5:11:15
4648 7094 若林 善行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ ＷＫＢ 長野市 5:11:15
4649 10063 藤井 良浩 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 石川県 5:11:24
4650 10112 放生 正孝 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾀｶ 富山県 5:11:26
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4651 8100 古畑 輝行 ﾌﾙﾊﾀ ﾃﾙﾕｷ 長野市 5:11:27
4652 7213 松瀬 收司 ﾏﾂｾ ｼｭｳｼﾞ 長野市 5:11:29
4653 5409 中澤 賢雄 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｵ 中沢ＲＣ 長野市 5:11:31
4654 4244 小金 重裕 ｺｶﾞﾈ ｼｹﾞﾋﾛ 大阪長居ＡＣ 大阪 大阪府 5:11:35
4655 10043 田口 敬祐 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 田口印刷 上田市 5:11:43
4656 8181 マレシュ ヤクブ ﾏﾚｼｭ ﾔｸﾌﾞ 東京都 5:11:43
4657 7600 林 朝彦 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 東京都 5:11:47
4658 10085 山本 仁志 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ 埼玉県 5:11:50
4659 10234 安積 良仁 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾋﾄ ＨＫＴ５８ 長野市 5:11:57
4660 5687 渡部 勝浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ ＳＣＳＫ 千葉県 5:12:01
4661 5174 依田 健 ﾖﾀﾞ ｹﾝ Ｋ＆Ｈ 長野市 5:12:02
4662 9172 福山 拓図 ﾌｸﾔﾏ ﾀｸﾄ 東京都 5:12:03
4663 9386 羽生田 幸一 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ 須坂市 5:12:04
4664 2363 伊藤 進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 愛知県 5:12:04
4665 9375 増田 隆司 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 長野市 5:12:06
4666 8355 松葉 陽祐 ﾏﾂﾊﾞ ﾖｵｽｹ Ｇ．Ｓ．Ｂ． 長野市 5:12:09
4667 3169 越坂 亮介 ｺｼｻﾞｶ ﾘｮｳｽｹ ＫＡＣ０８４３ 愛知県 5:12:11
4668 7161 信佐 恵司 ﾉﾌﾞｻ ｹｲｼﾞ なにわの赤ヘル 大阪府 5:12:13
4669 9419 坂口 賢 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄｼ 八十二銀行 長野市 5:12:19
4670 5701 田島 英世 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾖ 千曲市 5:12:26
4671 7635 荒川 祐二 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｼﾞ 東京都 5:12:28
4672 7115 土屋 嘉春 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾊﾙ 東京都 5:12:33
4673 7592 武舎 文徳 ﾑｼｬ ﾌﾐﾉﾘ 長野市 5:12:37
4674 8180 北沢 克四郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂｼﾛｳ Ｊａｃｋみみ 千曲市 5:12:39
4675 9136 安塚 譲治 ﾔｽﾂﾞｶ ｼﾞｮｳｼﾞ ４ＦＲＣ 長野市 5:12:42
4676 9218 五味 穗積 ｺﾞﾐ ﾎﾂﾐ ＭＣ江東シスターズ 東京都 5:12:43
4677 9276 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県 5:12:44
4678 5504 唐沢 忍 ｶﾗｻﾜ ｼﾉﾌﾞ ＦＣ高嶺 長野市 5:12:46
4679 8128 加納 正勝 ｶﾉｳ ﾏｻｶﾂ シティ四日市 三重県 5:12:50
4680 7451 稲葉 勉 ｲﾅﾊﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 5:12:53
4681 7517 山越 伸明 ﾔﾏｺｼ ﾉﾌﾞｱｷ 長野ろうきん 長野市 5:12:55
4682 5417 川俣 徳晃 ｶﾜﾏﾀ ﾉﾘｱｷ 長野市 5:12:57
4683 10086 増田 学 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 長野市柔道クラブ 長野市 5:12:58
4684 11021 仁田 耕造 ﾆﾀ ｺｳｿﾞｳ ＩＨＩ 東京都 5:13:02
4685 7428 別府 卓 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀｸ 東京都 5:13:07
4686 11023 秋間 將伸 ｱｷﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 長野市 5:13:08
4687 7155 竹林 弘一 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 竹林農機具店 富山県 5:13:10
4688 9006 小山 茂直 ｺﾔﾏ ｼｹﾞﾅｵ 安曇野市 5:13:17
4689 10057 武藤 貴大 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 八十二リース 長野市 5:13:21
4690 5180 波切 勇 ﾅﾐｷﾘ ｲｻﾑ 長野市 5:13:21
4691 7596 古川 稔 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ 長野市 5:13:24
4692 11083 本間 孝志 ﾎﾝﾏ ﾀｶｼ 日研 長野市 5:13:26
4693 5845 小林 秀一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 信濃町 5:13:28
4694 9317 小林 健二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 松本市 5:13:30
4695 7107 矢島 一也 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 長野市 5:13:31
4696 11079 樋口 孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ 日立Ａｓｔｅｍｏ上田 上田市 5:13:37
4697 10211 山本 泰 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ 広島 広島県 5:13:42
4698 8417 中島 信久 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｻ 金太郎２２ 埼玉県 5:13:45
4699 8409 関 行男 ｾｷ ﾕｷｵ 上田市 5:13:46
4700 7071 金井 一郎 ｶﾅｲ ｲﾁﾛｳ 飯山市 5:13:58
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4701 5434 岡宮 拓哉 ｵｶﾐﾔ ﾀｸﾔ やすらぎの園 長野市 5:14:02
4702 9223 藤井 研一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ アミノ岐阜 岐阜県 5:14:03
4703 5234 池田 和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ トゥモレッチェ 長野市 5:14:07
4704 9388 原 宏幸 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 佐倉走る会 千葉県 5:14:10
4705 9324 煤田 英樹 ｽｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 5:14:17
4706 7088 倉島 秀夫 ｸﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 上田市 5:14:21
4707 8424 北川 裕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾀｶ チームＫ 神奈川県 5:14:24
4708 9167 長浦 喬司 ﾅｶﾞｳﾗ ﾀｶｼ ウララ走友会 松本市 5:14:25
4709 5121 河上 亮一 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ かわかみＦＰ保険 長野市 5:14:29
4710 5241 松浦 俊介 ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県 5:14:33
4711 9192 仁科 安浩 ﾆｼﾅ ﾔｽﾋﾛ みおぱぱ 長野市 5:14:35
4712 2447 半澤 秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 新菱冷熱工業 東京都 5:14:39
4713 10101 吉田 一久 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ヨシダ住宅工房 茨城県 5:14:40
4714 5023 関 勝宏 ｾｷ ｶﾂﾋﾛ 長野市 5:14:45
4715 5210 山田 雄一 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ エフバイエーナカノ 中野市 5:14:50
4716 7681 埜辺 勝 ﾉﾍﾞ ﾏｻﾙ 奈良陸上競技協会 奈良 奈良県 5:14:57
4717 5894 甘利 和宏 ｱﾏﾘ ｶｽﾞﾋﾛ パルサポ釣り部 長野市 5:15:01
4718 7308 刀根川 康弘 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 長野市 5:15:02
4719 7229 関 進二 ｾｷ ｼﾝｼﾞ はやぶさ倶楽部 中野市 5:15:02
4720 10244 小林 直也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ＡＲ ＴＯＫＹＯ 埼玉県 5:15:06
4721 7050 鳥羽 洋一 ﾄﾊﾞ ﾖｳｲﾁ ＴＥＡＭＮＹＯＲＯ２ 長野市 5:15:13
4722 9254 大石 洋次郎 ｵｵｲｼ ﾖｳｼﾞﾛｳ 走登吞会 静岡県 5:15:15
4723 7266 鳥居 丈浩 ﾄﾘｲ ﾀｹﾋﾛ えびＲＵＮ 愛知県 5:15:24
4724 7321 佐藤 拓真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 新潟県 5:15:27
4725 7105 君塚 善和 ｷﾐﾂﾞｶ ﾖｼｶｽﾞ 御宿ＡＣ 千葉県 5:15:28
4726 10124 柏倉 大介 ｶｼﾜｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 松本市 5:15:44
4727 7330 飯森 英樹 ｲｲﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 前田製作所 千曲市 5:15:44
4728 8104 西川 祥 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ 尾張旭 愛知県 5:15:54
4729 9149 浦野 大地 ｳﾗﾉ ﾀﾞｲﾁ 東京都 5:16:03
4730 8498 杉山 康浩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 長野市 5:16:09
4731 8458 西澤 理充 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ ■Ｒ－ｄａｓｈ■ 千曲市 5:16:11
4732 7150 堀川 博光 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾐﾂ 長野市立古牧小学校 長野市 5:16:12
4733 7160 福士 裕 ﾌｸｼ ﾕﾀｶ 風越公園ＲＣ 東京都 5:16:13
4734 10095 中川 太郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 信州大学 長野市 5:16:14
4735 9085 高木 大輔 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 長野市 5:16:15
4736 9281 吉原 雅人 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 長野市役所 長野市 5:16:17
4737 9403 高柳 俊哉 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾔ ノエル 東京都 5:16:17
4738 10022 酒井 武司 ｻｶｲ ﾀｹｼ きたながのｒｃ 長野市 5:16:21
4739 9311 川瀬 好彦 ｶﾜｾ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 5:16:21
4740 10031 堀内 文雄 ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐｵ 佐久市 5:16:24
4741 10047 中澤 文幸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌﾐﾕｷ 長野市 5:16:29
4742 9022 岡部 利一 ｵｶﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ ■オカモエンジ 須坂市 5:16:33
4743 9323 臼田 法正 ｳｽﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 長野市 5:16:35
4744 3312 福田 喜久 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋｻ ＮＴＴ東日本上田支店 長野市 5:16:44
4745 8368 若松 裕次郎 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 5:16:46
4746 9189 鈴木 孝幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 長野市 5:16:52
4747 9408 野口 浩司 ﾉｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 長野市 5:16:52
4748 8110 川上 勲 ｶﾜｶﾐ ｲｻｵ 新光電気工業 小布施町 5:16:54
4749 8265 三浦 貴広 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ セラテックジャパン 長野市 5:16:56
4750 9059 大平 重利 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｼｹﾞﾄｼ 喬木村 5:16:58
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4751 7036 福山 秀樹 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ＬＩＸＩＬ 長野市 5:16:59
4752 4582 堀ノ内 邦彦 ﾎﾘﾉｳﾁ ｸﾆﾋｺ ジージーななみ 安曇野市 5:17:02
4753 8402 轟 剛 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾂﾖｼ 千曲市 5:17:03
4754 9077 保科 大輔 ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｽｹ デザインスタジオエル 長野市 5:17:05
4755 10218 中島 大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中島軍団 長野市 5:17:09
4756 10096 角田 重也 ﾂﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾔ 岐阜県 5:17:09
4757 9298 征矢 深志 ｿﾔ ﾌｶｼ 松本市屋上ＲＣＯＢ会 松本市 5:17:12
4758 7320 塚田 繁樹 ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 長野市 5:17:18
4759 10045 楢本 博生 ﾅﾗﾓﾄ ﾋﾛｵ テルメドーム 長野市 5:17:22
4760 8159 天谷 健一 ﾃﾝﾔ ｹﾝｲﾁ 長野市 5:17:23
4761 4342 北村 和久 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ やまかりん 長野市 5:17:25
4762 10239 高野 宏 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野市 5:17:26
4763 7228 森尻 洋介 ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｳｽｹ ウナＲＣ 新潟県 5:17:28
4764 8118 藤本 幸伸 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 埼玉県 5:17:31
4765 7609 川崎 芳夫 ｶﾜｻｷ ﾖｼｵ 埼玉県 5:17:38
4766 10058 堀 修一 ﾎﾘ ｼｭｳｲﾁ チーム坂井 飯山市 5:17:42
4767 9341 吉岡 昌一 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｲﾁ みすずコーポ五六亭 長野市 5:17:42
4768 9051 永友 伸也 ﾅｶﾞﾄﾓ ｼﾝﾔ 兵庫県 5:17:42
4769 8354 堀田 仁章 ﾎｯﾀ ﾖｼﾌﾐ 浴風会 東京都 5:17:44
4770 7200 小林 正幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 上田市 5:17:45
4771 7023 長岡 孝典 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾉﾘ 須坂市 5:17:47
4772 7322 足立 太 ｱﾀﾞﾁ ﾌﾄｼ 埼玉県 5:17:53
4773 10020 小口 勝弘 ｵｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 諏訪湖走友会 岡谷市 5:17:54
4774 7158 竹内 直弥 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾔ ■玉井建設■ 長野市 5:17:56
4775 9018 正木 寿和 ﾏｻｷ ﾄｼｶｽﾞ ＰＨＣ 愛媛県 5:18:05
4776 10132 中村 俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ながでん長野 千曲市 5:18:08
4777 8109 呉 龍権 ｺﾞ ﾘｭｳｹﾝ 塩尻市 5:18:14
4778 8205 吉川 崇 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｼ テルメドーム 長野市 5:18:20
4779 7029 関 たかし ｾｷ ﾀｶｼ 上田市 5:18:22
4780 8502 林 栄 ﾊﾔｼ ｻｶｴ 杉村会計事務所 長野市 5:18:23
4781 10191 松本 茂 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ でんでん虫 佐久市 5:18:25
4782 5813 山時 慎一 ｻﾝﾄｷ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:18:27
4783 5416 金丸 昌雄 ｶﾅﾏﾙ ﾏｻｵ 東京都 5:18:34
4784 3392 東 俊里 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝﾘ 東京都 5:18:35
4785 8200 城田 善夫 ｼﾛﾀ ﾖｼｵ 神奈川県 5:18:36
4786 9142 笹 広男 ｻｻ ﾋﾛｵ ◆綿半ＲＣ◆ 長野市 5:18:39
4787 10202 町田 和諭 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 長野市 5:18:47
4788 10154 上野山 勇次 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 大阪府 5:18:47
4789 8203 永峰 英人 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県 5:18:48
4790 5327 安齋 僚 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳ 東京都 5:18:49
4791 9171 河合 誠一 ｶﾜｲ ｾｲｲﾁ 愛知 愛知県 5:18:55
4792 9269 宮島 一 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 長野市 5:18:56
4793 4665 千葉 弘行 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:19:03
4794 9207 白石 真一郎 ｼﾗｲｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 5:19:05
4795 5276 春原 信男 ｽﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ 篠ノ井 ＲＣ 長野市 5:19:06
4796 7164 長澤 可也 ﾅｶﾞｻﾜ ｶﾔ てぃーだランナ 沖縄 東京都 5:19:07
4797 5466 吉原 武良 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹﾖｼ ケイアイユウ会 長野市 5:19:09
4798 8378 立花 健二郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｼﾞﾛｳ 長野市 5:19:10
4799 8331 小林 智明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ ＫＩＴＡＮＯ ＪＣ 長野市 5:19:15
4800 9286 吉田 信康 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ ＩＪＣ 東京都 5:19:16

第24回長野マラソン 2022/04/17



総合男子 Finish

Print: 2022/04/17 15:07:25 97 / 98 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 氏名ｶﾅ 所属 登録陸協名 都道府県 記 録

4801 9123 一柳 英彦 ｲﾁﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 松川村 5:19:19
4802 7481 小池 順造 ｺｲｹ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 川合新田はるた神社 長野市 5:19:21
4803 10094 中沢 英明 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 長野市 5:19:22
4804 11074 直江 和典 ﾅｵｴ ｶｽﾞﾉﾘ 長野市 5:19:27
4805 10130 西澤 昌洋 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 飯山市 5:19:30
4806 5278 飛田 茂 ﾄﾋﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 千曲陸士競技会 長野 千曲市 5:19:30
4807 8474 寺嶋 由紀雄 ﾃﾗｼﾏ ﾕｷｵ 千曲市 5:19:33
4808 4686 橋爪 祐二 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｼﾞ 福岡 福岡県 5:19:35
4809 7456 大井 英治 ｵｵｲ ｴｲｼﾞ 長野県トラック協会 愛知 長野市 5:19:41
4810 10121 岡 仁志 ｵｶ ﾋﾄｼ 富山県 5:19:43
4811 7482 高橋 重剛 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭｳｺﾞｳ 狼は走れ 俺は転がれ 安曇野市 5:19:44
4812 8503 渡邉 祐行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ キリンビバレッジ 千葉県 5:19:50
4813 3476 安東 繁宏 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾋﾛ 埼玉県 5:19:51
4814 9047 築谷 光 ﾂｷﾀﾆ ﾋｶﾙ 東京都 5:19:52
4815 11062 森田 俊輔 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本市 5:19:55
4816 10232 横堀 健 ﾖｺﾎﾞﾘ ｹﾝ 東京都 5:20:04
4817 5362 若尾 喜一 ﾜｶｵ ﾖｼｲﾁ 千葉県 5:20:04
4818 10067 前田 秀基 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 5:20:10
4819 9002 新谷松 隆 ｱﾗﾔﾏﾂ ﾀｶｼ すみだ花ＲＣ 東京 千葉県 5:20:10
4820 10111 伊藤 秀文 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 埼玉県 5:20:13
4821 7461 田村 裕美 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾐ 長野マラソンクラブ 長野市 5:20:16
4822 10156 割田 俊樹 ﾜﾘﾀ ﾄｼｷ Ａｐｐｌｅｃｉｄｅｒ 須坂市 5:20:25
4823 10212 西澤 隆志 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ ねこチャンズ 埼玉県 5:20:27
4824 10140 中野 文春 ﾅｶﾉ ﾌﾐﾊﾙ なかのでんき 群馬県 5:20:34
4825 8400 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 千葉県 5:20:34
4826 9106 渋谷 裕寿 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 5:20:36
4827 9146 二村 宮晴 ﾆﾑﾗ ﾐﾔﾊﾙ 東京都 5:20:39
4828 4594 西山 昭雄 ﾆｼﾔﾏ ｱｷｵ 【上松友志会】 長野市 5:20:40
4829 8507 田中 厚 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ チームＹＡＨ 長野市 5:20:44
4830 9098 西沢 茂 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 富士電機大崎 東京都 5:20:57
4831 9003 小杉 正樹 ｺｽｷﾞ ﾏｻｷ 須坂市 5:20:59
4832 10056 佐野 正志 ｻﾉ ﾏｻｼ 佐久市 5:21:01
4833 10187 安井 智宏 ﾔｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 5:21:12
4834 7665 中村 秀典 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 松本市 5:21:20
4835 11008 小宮山 弘 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 長野放送 長野市 5:21:23
4836 10240 畑田 響 ﾊﾀﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 静岡市議会 静岡県 5:21:25
4837 11069 町田 恭介 ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ＨＲ 小布施町 5:21:28
4838 5152 長橋 雅史 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻｼ 新潟県 5:21:43
4839 9065 加藤 弘明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県 5:21:50
4840 7235 早川 芳弘 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 早川美容商事 長野市 5:21:51
4841 9326 玉木 栄一郎 ﾀﾏｷ ｴｲｲﾁﾛｳ 長野市 5:21:52
4842 5159 宮澤 憲一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ イコールゼロ 長野市 5:21:59
4843 10125 柴村 良一 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 東京 大阪府 5:22:05
4844 5422 関 博司 ｾｷ ﾋﾛｼ 富士工機株式会社 新潟県 5:22:05
4845 9293 高木 一彦 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ 長野信用金庫 長野市 5:22:09
4846 7410 柳沢 明宣 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾉﾘ わしや 長野市 5:22:19
4847 9362 山田 秀樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 高知県 5:22:22
4848 4247 月岡 博一 ﾂｷｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 中野市 5:22:23
4849 7637 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 原村 5:22:27
4850 9144 井出 直人 ｲﾃﾞ ﾅｵﾄ 長野市 5:22:28
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4851 7643 藤倉 喜一 ﾌｼﾞｸﾗ ﾖｼｶｽﾞ ■■元さくら会■■ 長野市 5:22:28
4852 10015 坂本 光 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 愛知県 5:22:34
4853 10002 増田 聖司 ﾏｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ 神奈川県 5:22:35
4854 8127 古谷 一郎 ﾌﾙﾔ ｲﾁﾛｳ まみくとい 中野市 5:22:39
4855 11005 駒津 尚寛 ｺﾏﾂ ﾅｵﾋﾛ ソニーＰＣＬ株式会社 東京都 5:22:39
4856 7286 土岐 篤広 ﾄｷ ｱﾂﾋﾛ 茅野市ＲＣ 茅野市 5:22:49
4857 5893 会田 建二 ｱｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 5:22:49
4858 7300 武居 恭二 ﾀｹｲ ｷｮｳｼﾞ 長野ラージヒルズ 長野市 5:22:52
4859 7619 土川 貴史 ﾂﾁｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県 5:22:58
4860 9115 渡辺 友彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ 長野市 5:23:04
4861 9348 森岡 利伸 ﾓﾘｵｶ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川県 5:23:05
4862 8045 中村 敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 埼玉県 5:23:09
4863 8401 井口 高志 ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ 大阪府 5:23:09
4864 7601 村口 聡 ﾑﾗｸﾞﾁ ｻﾄｼ 石川県 5:23:10
4865 7569 小山 雅也 ｺﾔﾏ ﾏｻﾔ 月桂冠 千葉県 5:23:14
4866 7709 酒井 克巳 ｻｶｲ ｶﾂﾐ ウルトラ警備隊 富山県 5:23:14
4867 8096 熊谷 泰宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ ＭＡＲＵＷＡ 長野市 5:23:17
4868 10195 中澤 正明 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 長野市 5:23:19
4869 10230 中川 克則 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 5:23:20
4870 7485 中沢 泰之 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 長野市 5:23:30
4871 5816 飯島 卓 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸ 長野市 5:23:54
4872 10116 山本 泰久 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋｻ かもがわ 埼玉県 5:23:55
4873 9396 西尾 友博 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ ＨＳＳ 長野市 5:23:56
4874 9132 佐藤 浩孝 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 長野市 5:24:00
4875 9320 吉岡 和男 ﾖｼｵｶ ｶｽﾞｵ 飯綱町 5:24:08
4876 7666 若林 康弘 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ －ＮＵＴＳ－ 千曲市 5:24:09
4877 8328 三宅 満 ﾐﾔｹ ﾐﾂﾙ 下諏訪町 5:24:14
4878 5903 土橋 清二 ﾄﾞﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 麦酒倶楽部 中野市 5:24:39
4879 4441 小林 俊 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 北陸送配電 富山県 5:24:52
4880 8164 北條 聖貴 ﾎｳｼﾞｮｳ ｾｲｷ 東京都 5:25:06
4881 5562 丹波 信夫 ﾀﾝﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ チーム桐ヶ丘 愛知県 5:25:29
4882 7668 小山 秋彦 ｺﾔﾏ ｱｷﾋｺ 長野市 5:25:58
4883 9043 宮下 義雄 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｵ ｚｕｍｂａ テルメ 南箕輪村 5:26:19
4884 11022 金児 伸夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ ミヤマ（株） 長野市 5:26:29
4885 5664 高井 秀樹 ﾀｶｲ ﾋﾃﾞｷ デキヒー 東京都 5:26:33
4886 7440 高橋 祐樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ やすらぎの園 千曲市 5:27:00
4887 9156 小林 翔平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 綿半お先にどうぞ 須坂市 5:29:10
4888 9182 東 靖大 ﾋｶﾞｼ ﾔｽﾋﾛ 長野市 5:29:34
4889 7051 小林 将也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ ＷＫＢ 長野市 5:29:35
4890 9030 保居 啓一 ﾔｽｲ ｹｲｲﾁ 安曇野市 5:29:36
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