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27分05秒1 神田 哲広197 ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ27分32秒2 藤永 宏基216 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 三菱重工名航28分16秒3 松野 淳司178 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ28分36秒4 小平 佳伸185 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 全佐久28分57秒5 降籏　賢人104 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高校29分09秒6 鎌倉 洋介161 ｶﾏｸﾗ ﾖｳｽｹ ＡＬＳＯＫ29分11秒7 小野田　功義110 ｵﾉﾀﾞ ｱﾂﾖｼ ﾓﾝﾓﾝ29分32秒8 佐藤 良仁196 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ29分55秒9 三嶋 淳司232 ﾐｼﾏ ｱﾂｼ30分19秒10 脇 卓磨203 ﾜｷ ﾀｸﾏ 東員町30分32秒11 駒村　俊介6 ｺﾏﾑﾗ30分34秒12 新 遼吾201 ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ よいこ　ＲＣ30分47秒13 南雲　寛樹118 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛｷ 利根商業高校30分49秒14 上村　亮介135 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 國學院大學ｽｷｰ部31分00秒15 米澤 正樹199 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｷ トヨタＳＣ31分05秒16 赤羽　晋治102 ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 松本県ヶ丘高校31分07秒17 栗山　雄大108 ｸﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 専修大学31分07秒18 立花　遼107 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 専修大学31分21秒19 三上　剛正127 ﾐｶﾐ ﾀｹﾏｻ31分26秒20 関　和仁137 ｾｷ ｶｽﾞﾋﾄ 國學院大學ｽｷｰ部31分29秒21 馬場　雄樹149 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 中野立志館高校ｸﾛｽ部31分48秒22 島本 敏史194 ｼﾏﾓﾄ ｻﾄｼ31分49秒23 恩田　祐一5 ｵﾝﾀﾞ32分07秒24 望月　崇之106 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾕｷ 専修大学32分08秒25 池田　圭介150 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 中野立志館高校ｸﾛｽ部32分22秒26 富澤 博之230 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 建築工房　富澤32分40秒27 久保田　朗広148 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 中野立志館高校ｸﾛｽ部32分49秒28 青木　陽117 ｱｵｷ ｱｷﾗ 松本県ヶ丘高校33分05秒29 雨宮　寛120 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 富士見陸協33分10秒30 山本　大147 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 中野立志館高校ｸﾛｽ部33分13秒31 古澤　悟155 ﾌﾙｻﾜ ｻﾄﾙ まつだい走ろう会33分37秒32 平井　雅也136 ﾋﾗｲ ﾏｻﾔ 國學院大學ｽｷｰ部33分54秒33 大塚　敦司105 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ34分10秒34 吉田 陽平237 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳﾍｲ34分15秒35 久保　洸介151 ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 中野立志館高校ｸﾛｽ部34分17秒36 大舘 誠之166 ｵｵﾀﾞﾃ ｾｲｼ34分17秒37 山﨑　正晴242 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾊﾙ GALLIUM34分18秒38 柳澤 淳198 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝ34分26秒39 中村 孝史208 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ34分42秒40 春日　大152 ｶｽｶﾞ ﾀﾞｲ まつだい走ろう会34分49秒41 蓮見 尚希171 ﾊｽﾐ ﾅｵｷ さいたま市消防35分17秒42 山田　正明126 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ35分49秒43 古田　昌広247 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ35分54秒44 南雲　将之154 ﾅｸﾞﾓ ﾏｻﾕｷ まつだい走ろう会35分54秒45 佐々木 聖一158 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ35分54秒46 南沢 英夫193 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾋﾃﾞｵ タカノ36分02秒47 山本　裕119 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 飯山北高校36分03秒48 大竹　俊宏249 ｵｵﾀｹ ﾄｼﾋﾛ 東海物産36分05秒49 小河原 一浩239 ｵｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ36分11秒50 加藤 卓美222 ｶﾄｳ ﾀｸﾐATHLETE-TAG by CHOPPER
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36分11秒51 鈴木　利幸133 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ さいたま市36分20秒52 美路　活男130 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 武田薬品AC36分37秒53 西澤 俊樹214 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 信州放牧豚36分46秒54 窪田 博192 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ36分47秒55 池田 昌幸164 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さいたま市消防37分35秒56 石田　敬史139 ｲｼﾀﾞ ｻﾄｼ37分36秒57 南波　義治115 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾊﾙ37分44秒58 窪田　功101 ｸﾎﾞﾀ ｲｻｵ37分58秒59 猪股　修246 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ スクリーン９０５38分06秒60 宮坂　直登103 ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高校38分15秒61 保科 晴康240 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾔｽ Ｔｅａｍはるか38分19秒62 阿保　久生134 ｱﾎﾞ ﾋｻｵ 國學院大學ｽｷｰ部38分23秒63 金児 文夫215 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ 中島ＲＣ38分55秒64 宇井　知樹113 ｳｲ ﾄﾓｷ39分07秒65 丹羽 和也236 ﾆﾜ ｶｽﾞﾔ ＩＺＡＫ39分07秒66 常澤　正史252 ﾄｷｻﾞﾜ ﾏｻｼ 明治学院大学体育会スキー39分08秒67 原田 政幸184 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ランフィールド39分34秒68 景山 陽一212 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｳｲﾁ39分37秒69 萩原 憲治176 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ39分46秒70 水橋 勝美233 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ ＩＺＡＫ39分52秒71 加嶋 伸彦175 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＴＲＣ40分04秒72 井上　剛旭140 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ40分05秒73 野口 大輔219 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ40分14秒74 山本　源宏116 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県庁40分15秒75 片野　正一138 ｶﾀﾉ ｼｮｳｲﾁ 利根沼田消防40分16秒76 山崎 優次228 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 高崎製作所40分21秒77 塚田　良次132 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ40分23秒78 菱田 敏一183 ﾋｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ40分43秒79 中村 健太195 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ40分46秒80 畠山 一宏180 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ40分48秒81 清水 智173 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 滝合乃風40分48秒82 白戸　進257 シラト　ススム ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ40分54秒83 宮島 俊和207 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ40分59秒84 多田　隆太郎251 ﾀﾀﾞ ﾀｶﾀﾛｳ 明治学院大学体育会スキー41分00秒85 松澤 信二162 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ41分02秒86 篠宮 真人218 ｼﾉﾐﾔ ﾏｻﾄ41分06秒87 御池　寅男128 ｵｲｹ ﾄﾗｵ41分16秒88 鈴木 敦220 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ41分17秒89 坂井　光明125 ｻｶｲ ﾐﾂｱｷ ﾁｰﾑ★ｹﾝﾀﾛｳ41分37秒90 福田 正志191 ﾌｸﾀ ﾏｻｼ ＡＶＲＣ41分47秒91 塚田　圭一254 ツカダ　ケイイチ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ41分51秒92 上原 邦明210 ｳｴﾊﾗ ｸﾆｱｷ チームまいまい42分06秒93 井口　裕治114 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ｸﾗﾌﾞとびくら42分22秒94 吉川　裕之248 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ42分25秒95 大橋 有旦169 ｵｵﾊｼ ﾅﾘｱｷ42分27秒96 中澤 敬205 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ ＮＥＣ玉川43分15秒97 鈴木 清司165 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼﾞ43分24秒98 森田 正信235 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ＩＺＡＫ43分51秒99 加藤 一典200 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ44分14秒100 遠藤　大112 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ KDDIATHLETE-TAG by CHOPPER
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44分24秒101 永井　克也109 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾔ ﾓﾝﾓﾝ44分30秒102 渥美　光彦250 ｱﾂﾐ ﾐﾂﾋｺ 東海物産44分47秒103 平野 一篤227 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 高崎製作所44分49秒104 横田 大輔229 ﾖｺﾀ ﾀﾞｲｽｹ チームスマイル45分13秒105 浩 吉森157 ﾋﾛｼ ﾖｼﾓﾘ45分18秒106 中川 万規人225 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｷﾄ 酒ＲＵＮ会45分18秒107 篠﨑　元嗣142 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 大町北小学校45分33秒108 井上 猛226 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ たけちよクラブ45分34秒109 望月　利一241 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ45分38秒110 林 智彦179 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ46分00秒111 丸山 浩一213 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｲﾁ46分01秒112 西田 敏雄234 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｵ ＩＺＡＫ46分17秒113 宮木 昌広224 ﾐﾔｷ ﾏｻﾋﾛ 酒ＲＵＮ会46分55秒114 森 行輝231 ﾓﾘ ﾕｷﾃﾙ Ｔｅａｍ長谷寺46分59秒115 佐藤　幹志123 ｻﾄｳ ｶﾝｼ47分07秒116 橋本　慎栄255 ハシモト　シンエイ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ47分09秒117 玉井 昌一167 ﾀﾏｲ ﾏｻｶｽﾞ47分11秒118 田中 学187 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ47分12秒119 阿部　俊郎129 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ47分31秒120 神田　伸博121 ｺｳﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ49分41秒121 横田 博和177 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ50分00秒122 白澤 一也181 ｼﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ50分04秒123 佐藤 俊岳188 ｻﾄｳ ﾄｼﾀｶ50分56秒124 山﨑　一雄243 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｵ51分03秒125 船橋　清水245 ﾌﾅﾊﾞｼ ｷﾖﾐ52分27秒126 山口 次夫186 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｷﾞｵ カネキヤ52分38秒127 小口　幹夫144 ｵｸﾞﾁ ﾐｷｵ 松本すすき川走る会53分28秒128 小林 浩一204 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ54分13秒129 鳥山 正人206 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ55分15秒130 伊藤 大輔156 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ55分27秒131 横内 六男182 ﾖｺｳﾁ ﾑﾂｵ56分00秒132 天貝　安男141 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ57分14秒133 高綱　央253 ﾀｶﾂﾅ ﾋｻｼ59分01秒134 佐々木　淳256 ササキ　アツシ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ59分43秒135 笹山 睦男159 ｻｻﾔﾏ ﾑﾂｵ1時間00分34秒136 棚網　信之131 ﾀﾅｱﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ ㈱武井工務所1時間00分41秒137 田中　栄一145 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ ﾁｰﾑD　891時間00分45秒138 竹元 憲一189 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

ATHLETE-TAG by CHOPPER


