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12km　一般　男子の部（高校生以上）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/7/22

スタート： 8:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

42分25秒1 間野 健太郎147 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ＭＴ

43分19秒2 大野 颯148 ｵｵﾉ ﾊﾔﾃ ＭＴ

44分21秒3 林 勇輝119 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 大同特殊鋼

44分52秒4 田畑 幸司54 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市役所です。

44分56秒5 関　喜明8 ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊ランニングクラブ

45分01秒6 池野　一成6 ｲｹﾉ ｶｽﾞﾅﾘ

45分16秒7 岩崎　照儀12 ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾖｼ 上越市陸協

45分45秒8 北村 祐樹94 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

46分27秒9 有賀 竜太97 ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 城南木工

47分07秒10 野澤 一史79 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 諏訪市美容室ＭＩＮＩＭＵＭ

47分45秒11 成瀬 開地144 ﾅﾙｾ ｶｲﾁ 岐阜日野自動車スキークラブ

48分23秒12 萩原 徹60 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ

48分53秒13 向山 直樹111 ﾑｺｳﾔﾏ ﾅｵｷ

50分14秒14 山本 一道124 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ

50分45秒15 杉崎 勇次128 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東洋大学

51分00秒16 板山 浩巳72 ｲﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ チーム北斗号

51分02秒17 加藤 基行40 ｶﾄｳ ﾓﾄﾕｷ

51分22秒18 佐藤 強120 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 大同特殊鋼

51分34秒19 野竹 文彦42 ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ イナリサーチ

51分40秒20 池田 友基102 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

52分00秒21 藤村 和正122 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 大同特殊鋼

52分01秒22 横田 正治112 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ

52分09秒23 佐藤 友樹131 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 岐阜日野自動車スキークラブ

52分24秒24 岡 利哉69 ｵｶ ﾄｼﾔ 中野市役所

53分05秒25 藤原 康紘80 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ ＨＤＳＩ

53分07秒26 味沢 基史149 ｱｼﾞｻﾜ ﾓﾄｼ

53分42秒27 杉崎 哲人129 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ 東洋大学

53分59秒28 萱津　寛章156 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ

54分07秒29 小倉　拓未9 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊ランニングクラブ

54分31秒30 大峽 貴道140 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ

54分39秒31 姫野 大地151 ﾋﾒﾉ ﾀﾞｲﾁ

54分42秒32 村瀬 大樹53 ﾑﾗｾ ﾋﾛｷ ルネサンス

55分01秒33 稲原 章安152 ｲﾅﾊﾗ ｱｷﾔｽ

55分12秒34 芳川 信太郎90 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ◆◆北信ローカル◆◆

55分16秒35 日置 悠河135 ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ 信州大学

55分18秒36 小島 清雅127 ｵｼﾞﾏ ｷﾖﾏｻ 東洋大学

55分18秒37 荻野 悠希126 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｷ 東洋大学

55分24秒38 嘉部 勝喜104 ｶﾍﾞ ｶﾂｷ 大星ビル管理

55分26秒39 足助 祐太134 ｱｽｹ ﾕｳﾀ 青道会

55分28秒40 桂川 幹直113 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾓﾄﾅｵ

55分29秒41 鈴木 修18 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 木下ＲＣ

55分49秒42 町田 正人101 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ

56分46秒43 斎藤 一智106 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ

57分20秒44 吉澤 万水103 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ

57分24秒45 松澤 秀徳25 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 白馬花舎ＡＣ

57分35秒46 小口 洋司86 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ

57分39秒47 魚津 正浩141 ｳｵﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ

58分00秒48 井口　悟志7 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ チームアップルロード

58分24秒49 神崎 晃悠137 ｶﾝｻﾞｷ ﾃﾙﾋｻ

58分33秒50 木原 渉139 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 信州大学
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58分36秒51 水橋 勝美93 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ ありそＲＣ

58分50秒52 増田 良健107 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｹﾝ 信州大学

59分16秒53 坂井 一正61 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏｻ 松本すすき川走る会

59分25秒54 生駒 直136 ｲｺﾏ ﾅｵ 信州大学

59分26秒55 ホイル ジェイムズ16 ﾎｲﾙ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ インターナショナルスクール・

59分45秒56 石代 剛之121 ｺｸﾀﾞｲ ﾀｹﾕｷ 大同特殊鋼

59分56秒57 本多 修33 ﾎﾝﾀﾞ ｵｻﾑ

1時間00分23秒58 松澤 貴雄19 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｵ

1時間00分30秒59 雨宮 寛21 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 富士見町陸上部

1時間01分26秒60 望月 栄博37 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ

1時間01分52秒61 北沢 学31 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ラ・ラ・ランナ

1時間02分04秒62 小林 将生14 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 木下ＲＣ

1時間02分29秒63 岩波 義幸130 ｲﾜﾅﾐ ﾖｼﾕｷ ＦｕｎＲｕｎアサヒドーＳＰ

1時間02分34秒64 提中 裕之89 ﾀﾞｲﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間02分46秒65 与語 康宏87 ﾖｺﾞ ﾔｽﾋﾛ

1時間02分51秒66 柄澤 建二23 ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 木下ＲＣ

1時間03分21秒67 山口 昌彦58 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 木曽地域振興局

1時間03分38秒68 正村 秀樹65 ﾏｻﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ アミノＺＥＲＯ

1時間03分49秒69 木村 公男26 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ チーム絶好調！

1時間04分11秒70 久保　哲1 ｸﾎﾞ ﾃﾂ 新生もぐちゃん

1時間04分16秒71 阿部 駿佑132 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 信州大学大学院

1時間04分33秒72 竹田 元118 ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝ 社会福祉法人おらが会

1時間04分53秒73 小田 正登51 ｵﾀﾞ ﾏｻﾄ ランジョグ

1時間05分05秒74 佐野 吾朗98 ｻﾉ ｺﾞﾛｳ

1時間05分21秒75 鈴木 利幸133 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ さいたま消防駅伝部ＯＢ

1時間05分39秒76 戸谷 豊継117 ﾄﾔ ﾄﾖﾂｸﾞ

1時間05分48秒77 橋立 理24 ﾊｼﾀﾞﾃ ｵｻﾑ 上越市

1時間05分55秒78 田中 和徳155 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 南魚コシヒカリ

1時間06分21秒79 下平 中85 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾀﾙ マロン

1時間06分33秒80 岡 真一郎68 ｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

1時間06分37秒81 高橋 康治57 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間06分52秒82 斉藤 史明110 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ

1時間07分17秒83 松本 健伸105 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾉﾌﾞ 松本会館

1時間07分21秒84 塚田 政弘125 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＪＳＴ

1時間07分24秒85 中村 礼二91 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｼﾞ

1時間07分29秒86 黒岩 龍也145 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ

1時間07分31秒87 大島 康成123 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾅﾘ

1時間07分56秒88 今泉　博通13 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 白馬ホームズイン

1時間08分07秒89 山本 修身28 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾐ

1時間08分10秒90 丸山 剛生43 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ

1時間08分29秒91 堀内 優太50 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ

1時間08分57秒92 谷口 由洋41 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 芭蕉珈琲ＲＣ

1時間09分17秒93 島野 栄一55 ｼﾏﾉ ｴｲｲﾁ トヨタレンタリース富山

1時間09分25秒94 山本　源宏2 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

1時間09分39秒95 中村 孝史115 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間09分59秒96 唐澤 洋35 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｼ

1時間10分05秒97 田畑 加久司82 ﾀﾊﾞﾀ ｶｸｼﾞ 諏訪湖畔病院

1時間10分06秒98 大丸 久仁114 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋｻﾋﾄ 富山国際大学

1時間10分48秒99 寺島 政一63 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｲﾁ Ｔ’ｓチーム

1時間11分04秒100 斉藤 秀明34 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
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1時間11分26秒101 金田 俊光66 ｶﾈﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ ジェイバス

1時間11分58秒102 黒木 勤84 ｸﾛｷ ﾂﾄﾑ

1時間12分09秒103 小林 悟22 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 桔梗屋

1時間12分11秒104 斎藤 剛太47 ｻｲﾄｳ ｺﾞｳﾀ 株式会社淀川製鋼所

1時間12分16秒105 白澤 政彦73 ｼﾗｻﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間12分31秒106 リアン プルウィト44 ﾘｱﾝ ﾌﾟﾙｳｨﾄ 鉄の料理人

1時間13分45秒107 赤田 弥寿文27 ｱｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 鉄の料理人

1時間14分04秒108 新酒 栄二100 ｼﾝｻｶ ｴｲｼﾞ ダイヤテックス

1時間14分34秒109 井口　裕治3 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ クラブとびっくら

1時間14分36秒110 大地 学88 ｵｵﾁ ﾏﾅﾌﾞ

1時間14分50秒111 広瀬　健司11 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ

1時間14分58秒112 石澤 優30 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ キッセイ薬品

1時間15分59秒113 瀧澤 貴央20 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ

1時間16分42秒114 高木 聡71 ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ

1時間16分58秒115 梅本 庄治95 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間18分02秒116 佐藤 順之介143 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

1時間19分06秒117 高木 一彦146 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ 長野信用金庫

1時間19分14秒118 加藤 一典109 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ チーム西中

1時間19分29秒119 森山 文徳83 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ

1時間19分59秒120 黒岩 直視36 ｸﾛｲﾜ ﾅｵﾐ 田中貴金属

1時間20分16秒121 谷口 由弘96 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間21分03秒122 永髙 道徳17 ｴｲﾀｶ ﾐﾁﾉﾘ 宴会隊

1時間21分13秒123 アグス アリ　アンガラ46 ｱｸﾞｽ ｱﾘｱﾝｶﾞﾗ 鉄の料理人

1時間21分17秒124 四ツ橋 学154 ﾖﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

1時間21分40秒125 春原 慎76 ｽﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ

1時間21分59秒126 竹元 憲一81 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間22分15秒127 粕谷 一正64 ｶｽﾔ ｲｯｾｲ

1時間23分25秒128 井上 寿夫92 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ 上州沼田藩

1時間23分29秒129 村上 浩一74 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ セイコーエプソン

1時間23分40秒130 鷹津 秋生15 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 北里大学保健衛生専門学院

1時間24分47秒131 浜元 強142 ﾊﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 冒険塾

1時間25分29秒132 鬼久保 昌俊153 ｵﾆｸﾎﾞ ﾏｻﾄｼ

1時間26分53秒133 グエンタン フォン45 ｸﾞｴﾝﾀﾝ ﾌｫﾝ 鉄の料理人

1時間27分10秒134 秋山 宗夫49 ｱｷﾔﾏ ﾑﾈｵ

1時間27分15秒135 小室 昭太138 ｺﾑﾛ ｼｮｳﾀ

1時間27分36秒136 米沢 弘75 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

1時間28分20秒137 上田 浩之108 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間29分14秒138 加門 宏荘32 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 白馬郵便局

1時間30分30秒139 相川 実78 ｱｲｶﾜ ﾐﾉﾙ

1時間33分35秒140 秋山 平吉48 ｱｷﾔﾏ ﾍｲｷﾁ

1時間35分01秒141 小川　正男5 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ 東洋精機工業㈱

1時間35分01秒142 野口　悠司4 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 関口流技刀術
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