
第13回 乗鞍天空マラソン
開催日：2018年6月24日（日) / 場所：乗鞍エコーライン特設コース / 主催：のりくら観光協会

42.195km男子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属

1 1566 2時間52分08秒 四辻 剛 ﾖｯﾂｼﾞ ﾂﾖｼ 愛知県 トヨタＳＣ
2 1245 3時間03分34秒 依田 光央 ﾖﾀﾞ ﾐﾂｵ 山梨県 ファスフォード
3 510 3時間06分09秒 大越 一彦 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県
4 1412 3時間09分23秒 堀井 康裕 ﾎﾘｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 庄内ＲＴ
5 1112 3時間12分43秒 松元 伸一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 愛知県 田原アスリートクラブ
6 1224 3時間13分47秒 比佐 学 ﾋｻ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 川越走友会
7 1476 3時間14分00秒 丸野 裕介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 静岡県
8 523 3時間14分19秒 石川 徹 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 埼玉県 川越市陸協
9 560 3時間16分37秒 稲垣 芳隆 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾀｶ 福井県 日東シンコー

10 1583 3時間18分56秒 阿部 浩司 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 新潟県 越後長岡ユルラン
11 1573 3時間19分48秒 渋谷 学 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ 長野県 下諏訪町建水会
12 750 3時間22分11秒 松下 惇平 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 京都府
13 1502 3時間23分19秒 澤口 諭一 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｲﾁ 東京都 ＲＲＴ
14 1353 3時間23分53秒 松森 久朋 ﾏﾂﾓﾘ ﾋｻﾄﾓ 東京都
15 1152 3時間24分24秒 佐藤 亮人 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 東京都 少林寺
16 1501 3時間24分36秒 生井 将人 ﾅﾏｲ ﾏｻﾄ 東京都
17 1130 3時間26分05秒 熊本 匠 ｸﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 愛知県 変態クラブ
18 618 3時間31分12秒 倉内 修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 長野県 赤ヘル軍団
19 1271 3時間31分32秒 望月 崇史 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶｼ 長野県 妙高ランニングクラブ
20 573 3時間31分36秒 高谷 秀史 ﾀｶﾔ ｼｭｳｼﾞ 三重県 ＲｕｎＲｅｖｏ
21 1468 3時間32分10秒 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 愛知県 高橋モータース
22 1145 3時間32分25秒 鐘江 敬志 ｶﾈｶﾞｴ ｹｲｼ 愛知県 トヨタ記念病院
23 1052 3時間33分50秒 星川 賢 ﾎｼｶﾜ ｻﾄｼ 東京都
24 586 3時間34分44秒 鈴木 大樹 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 愛知県
25 1337 3時間36分25秒 岡本 大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 東京都
26 1456 3時間36分40秒 畑中 俊彦 ﾊﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 東京都
27 1176 3時間37分30秒 古清水 映二 ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 長野県 もうすぐ３歳！！
28 547 3時間38分47秒 渡辺 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 新潟県
29 1445 3時間40分31秒 中澤 恵 ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 愛知県
30 1017 3時間40分41秒 陰山 学 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 東京都
31 1644 3時間40分43秒 押見 彰 ｵｼﾐ ｱｷﾗ 栃木県 ホンダＥＧ
32 1267 3時間42分20秒 別府 総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 長野県 ＨＤＳ走ラン会
33 1265 3時間44分21秒 川嶋 健一 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 ＴＴアスリート
34 614 3時間45分01秒 茶谷 和彦 ﾁｬﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 愛知陸協
35 1117 3時間45分30秒 小早川 一郎 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｲﾁﾛｳ 愛知県 豊田自動織機
36 779 3時間46分15秒 白井　栄 ｼﾗｲ ｻｶｴ 愛知県
37 555 3時間46分23秒 恒本 宏 ﾂﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 長野県 暖家
38 671 3時間46分37秒 川崎 晃弘 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋﾛ 静岡県
39 1409 3時間46分57秒 齋藤 秀夫 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 ＲＲＴ
40 1268 3時間46分59秒 吉野 博 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 麦茶がぶ飲み会
41 1556 3時間47分09秒 中山 秀雄 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 錦ロイヤル
42 774 3時間47分25秒 坂本　明裕 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 広島県 沼田建設(株)
43 647 3時間48分09秒 横井 達矢 ﾖｺｲ ﾀﾂﾔ 長野県 ＮＯＫ
44 705 3時間49分12秒 高田 晋 ﾀｶﾀﾞ ｽｽﾑ 秋田県
45 1095 3時間49分22秒 千野 典仁 ﾁﾉ ﾉﾘﾋﾄ 山梨県 甲府市役所
46 709 3時間49分24秒 伊藤 健 ｲﾄｳ ｹﾝ 長野県 中信勤医協
47 1491 3時間49分33秒 寺田 智哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東京都 ＲＲＴ
48 1051 3時間49分39秒 細谷 肇 ﾎｿﾔ ﾊｼﾞﾒ 群馬県 群馬県庁
49 593 3時間50分14秒 北川 浩 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 岐阜県 梅田クリニック
50 1226 3時間51分12秒 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 ランランＴＯＫＹＯ
51 690 3時間52分02秒 松沢 剛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 神奈川県
52 1156 3時間52分28秒 山内 研治 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県
53 514 3時間53分28秒 松原 孝至 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 愛知県 ●●●名工大●●●
54 1115 3時間53分33秒 針谷 剛 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾀｹｼ 埼玉県 リスペクト
55 1078 3時間53分50秒 柳田 忍 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 ◆浦木塾◆
56 1421 3時間53分54秒 伊丸岡 俊秀 ｲﾏﾙｵｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 石川県 金沢工業大学
57 1203 3時間54分06秒 富澤 豊 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 長野県 エース
58 1650 3時間54分14秒 秋積 大地 ｱｷﾂﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 埼玉県
59 1205 3時間54分28秒 林部 規男 ﾊﾔｼﾍﾞ ﾉﾘｵ 東京都 多摩川サブ３
60 539 3時間54分51秒 松井 徳行 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 エンジン技術部
61 1286 3時間55分31秒 堀 義弘 ﾎﾘ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 シムティエール
62 674 3時間56分34秒 長瀬 晋作 ﾅｶﾞｾ ｼﾝｻｸ 千葉県 ＳＬＪ
63 545 3時間56分57秒 伊藤 茂則 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 三重県 中電再エネ
64 1222 3時間57分15秒 宮石 徹 ﾐﾔｲｼ ﾄｵﾙ 東京都 サッポロビール
65 1064 3時間57分29秒 竹田 宏之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 クロロホルム
66 1521 3時間57分47秒 吉見 明彦 ﾖｼﾐ ｱｷﾋｺ 愛知県
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67 617 3時間57分50秒 佐藤 家孝 ｻﾄｳ ｲｴﾀｶ 長野県 都筑製作所
68 1135 3時間58分09秒 山下 翔 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳ 東京都
69 1646 3時間58分36秒 関口 淳 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 神奈川県
70 1422 3時間58分42秒 加藤 徹夫 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ 埼玉県 東京陸協
71 1048 3時間59分04秒 松井 孝信 ﾏﾂｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京都 和光樹林公園
72 734 3時間59分19秒 浦 慶太 ｳﾗ ｹｲﾀ 石川県 エムエスエス
73 525 3時間59分20秒 鬼田 聡 ｵﾆﾀ ｻﾄｼ 愛知県
74 1570 3時間59分22秒 大堀 陽 ｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ 宮城県 にゃん太ＲＣ
75 1630 4時間00分12秒 森脇 伸一 ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ 愛知県 みよし走ろう会
76 1365 4時間00分13秒 生亀 浩二郎 ｲｷｶﾞﾒ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都
77 721 4時間00分31秒 谷口 守 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 岐阜県 （株）双葉産業
78 680 4時間00分41秒 五條 利幸 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 静岡県
79 1678 4時間00分45秒 西川 一 ﾆｼｶﾜ ｲﾁ 滋賀県
80 1325 4時間01分09秒 山上 裕太 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 愛知県
81 572 4時間01分55秒 木下 智雄 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｵ 長野県 Ｔｅａｍ－Ｅ
82 1093 4時間02分16秒 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 静岡県 ＡＲＣ静岡
83 1629 4時間02分35秒 長井 祥 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ 富山県
84 1545 4時間02分44秒 木村 浩 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 三重県
85 1341 4時間02分49秒 芹沢 秀行 ｾﾘｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 ベストスマイルＲＣ
86 670 4時間03分07秒 桜井 正宏 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 利根陸上クラブ
87 1584 4時間03分45秒 雨宮 寛 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 長野県 富士見町陸上部
88 1749 4時間03分51秒 河田　佳裕 ｶﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 大阪府
89 1351 4時間04分04秒 多田 善龍 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾀﾂ 東京都 多田製本
90 1411 4時間04分16秒 柴原 靖司 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾔｽｼ 兵庫県
91 1737 4時間04分23秒 真田　俊之 ｻﾅﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 静岡県
92 587 4時間04分29秒 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 横浜スマイル
93 1079 4時間04分56秒 名執 正貴 ﾅﾄﾘ ﾏｻｷ 神奈川県
94 581 4時間05分18秒 岡本 雅裕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 静岡県
95 1292 4時間05分31秒 矢野 雄二 ﾔﾉ ﾕｳｼﾞ 愛知県
96 1595 4時間05分36秒 藤原 寛司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝｼﾞ 福岡県
97 579 4時間05分42秒 近藤 成人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾙﾋﾄ 愛知県 幸田健康の道
98 1315 4時間05分45秒 池畑 宏之 ｲｹﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 三重県 本田技研鈴鹿
99 580 4時間05分55秒 金児 文夫 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ 長野県 川中島第一分団

100 1290 4時間06分02秒 桝 正和 ﾏｽ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県
101 1055 4時間06分26秒 武捨 俊之 ﾑｼｬ ﾄｼﾕｷ 長野県 サンジュニア
102 1088 4時間06分37秒 武田 義樹 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｷ 東京都
103 1011 4時間06分42秒 佐藤 直季 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県
104 1047 4時間06分55秒 中村 義夫 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｵ 大阪府 ホシデンＡＣ
105 1438 4時間07分04秒 井上 信行 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺｳ 千葉県
106 1600 4時間08分02秒 水口 晴高 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾀｶ 東京都
107 1075 4時間08分06秒 吉岡 重昌 ﾖｼｵｶ ｼｹﾞﾏｻ 千葉県
108 512 4時間08分16秒 久保田 健嗣 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 生活経済課
109 1287 4時間08分16秒 篠田 浩之 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 美濃Ｊｒ陸上倶楽部
110 1232 4時間08分35秒 東野 真導 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾐﾁ 福井県
111 537 4時間09分00秒 石井 俊幸 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 神奈川県
112 1089 4時間09分14秒 井口 正晴 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県
113 568 4時間09分23秒 伊藤 泰啓 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県
114 612 4時間09分24秒 前川 兼文 ﾏｴｶﾜ ｶﾈﾌﾐ 大阪府
115 1376 4時間10分06秒 杉山 航 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜﾀﾙ 東京都 乗鞍で雪合戦
116 543 4時間10分07秒 田中 和貴 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾀｶ 愛知県
117 1361 4時間10分11秒 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 うさぎカメＲＣ
118 1340 4時間10分14秒 出澤 和幸 ﾃﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 長野県 天狗のコル
119 1723 4時間10分29秒 古田 涼馬 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳﾏ 長野県
120 1751 4時間10分30秒 関根　亮介 ｾｷﾈ ﾘｮｳｽｹ 東京都
121 1239 4時間10分37秒 奥野 貴史 ｵｸﾉ ﾀｶﾌﾐ 山梨県 故障者
122 1065 4時間10分46秒 老松 稔 ｵｲﾏﾂ ﾐﾉﾙ 長野県 オイマー２
123 1216 4時間10分48秒 大沼 拓矢 ｵｵﾇﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県
124 1031 4時間10分59秒 猿楽 幸治 ｻﾙｶﾞｸ ｺｳｼﾞ 神奈川県 リスタート
125 1602 4時間11分04秒 池上 慶 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲ 岐阜県 ＡＲＣ
126 1730 4時間11分15秒 早水　僚一 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県 税理士法人名南経営
127 603 4時間11分21秒 和田 敦志 ﾜﾀﾞ ｱﾂｼ 静岡県
128 1116 4時間11分25秒 森 一 ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 小垣江ＪＣ
129 1346 4時間11分33秒 渡邊 充 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 愛知県 グレッグソックス
130 531 4時間11分53秒 片岡 武志 ｶﾀｵｶ ﾀｹｼ 埼玉県 ＳＪＮＫ
131 1457 4時間12分10秒 小池 幸浩 ｺｲｹ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 離れ小島会
132 1636 4時間12分40秒 神足 聖忠 ｺｳﾀﾘ ﾏｻﾀﾀﾞ 滋賀県
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133 1593 4時間13分03秒 奥村 幸治 ｵｸﾑﾗ ｺｳｼﾞ 埼玉県
134 1473 4時間13分39秒 村井 昂志 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ 埼玉県 別所沼スマイルＲＣ
135 1352 4時間13分41秒 SHIMIZU HAYATO ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 愛知県
136 1655 4時間13分48秒 池谷 幸将 ｲｹﾔ ｺｳｽｹ 東京都 上智大学
137 632 4時間13分52秒 荒木 芳夫 ｱﾗｷ ﾖｼｵ 富山県 北陸電力
138 1420 4時間14分30秒 玉野 勝則 ﾀﾏﾉ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 ＭＦＲ
139 717 4時間14分42秒 藤田 考辰 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾝ 石川県 ハクサンクラブ
140 622 4時間14分50秒 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 静岡県 ヤマハ発動機
141 762 4時間14分52秒 四宮 光規 ｼﾉﾐﾔ ﾐﾂﾉﾘ 東京都
142 1613 4時間14分55秒 浅尾 泰三 ｱｻｵ ﾀｲｿﾞｳ 神奈川県 ＴＲ２ＥＣ
143 1571 4時間15分16秒 小池 雄一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都
144 619 4時間15分21秒 木村 誠章 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ 神奈川県 荏原
145 520 4時間15分25秒 竹内 勇司 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 長野県 ちいむ　もみじ
146 1324 4時間15分40秒 手嶋 公彦 ﾃｼﾏ ｷﾐﾋｺ 愛知県 ＣＶＺ
147 1000 4時間15分55秒 唐沢 文生 ｶﾗｻﾜ ﾌﾐｵ 長野県 ちいむもみじ
148 1530 4時間15分55秒 篠倉 智明 ｼﾉｸﾗ ﾄﾓｱｷ 兵庫県
149 1291 4時間16分10秒 中村 光佑 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 愛知県 トヨタ自動車
150 1706 4時間16分12秒 内田 純平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知県
151 1218 4時間16分15秒 野村 佳彦 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 埼玉県
152 1036 4時間16分36秒 山崎 直樹 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ 静岡県 ゆうとん
153 602 4時間16分41秒 佐藤 公則 ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 長野県 佐藤保険事務所
154 1604 4時間16分43秒 大西 哲朗 ｵｵﾆｼ ﾃﾂﾛｳ 大阪府 のーぷらん
155 1587 4時間16分46秒 伊藤 昌人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 神奈川県 ラッコランナー
156 605 4時間16分48秒 高知尾 武彦 ﾀｶﾁｵ ﾀｹﾋｺ 神奈川県
157 1237 4時間16分58秒 清水 豊 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 石川県
158 1181 4時間17分57秒 田崎 博樹 ﾀｻｷ ﾋﾛｷ 兵庫県 ＯＭＥＧＡ
159 1668 4時間18分02秒 村田 宗志朗 ﾑﾗﾀ ｿｳｼﾛｳ 愛知県 ＦＢ
160 1581 4時間18分02秒 大江 康博 ｵｵｴ ﾔｽﾋﾛ 奈良県 ホシデンＡＣ
161 1317 4時間18分15秒 鈴木 慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 長野県 ＤＲＥＳＳ
162 1748 4時間18分46秒 稲川　将浩 ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 イナマックス
163 627 4時間18分49秒 多田 弘一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県
164 746 4時間19分09秒 越智 徹 ｵﾁ ﾄｵﾙ 愛知県
165 725 4時間19分24秒 船戸 明正 ﾌﾅﾄ ｱｷﾏｻ 石川県 かおラン
166 1344 4時間19分33秒 渡辺 俊光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾐﾂ 岐阜県 コアラ一家
167 1270 4時間19分35秒 古市 哲也 ﾌﾙｲﾁ ﾃﾂﾔ 福井県
168 546 4時間19分44秒 中嶋 敦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 神奈川県
169 656 4時間19分58秒 田澤 龍馬 ﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ 東京都 かんぽ生命保険
170 1318 4時間20分13秒 横井 達治 ﾖｺｲ ﾀﾂｼﾞ 愛知県 ｎｏＬｉｍｉｔ．
171 1414 4時間20分40秒 中村 敏久 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋｻ 神奈川県
172 1465 4時間20分48秒 櫛田 直樹 ｸｼﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県 中央Ｅ
173 1689 4時間20分58秒 橘木 雅人 ﾀﾁﾊﾞﾅｷ ﾏｻﾄ 埼玉県
174 1759 4時間21分05秒 津村  国義 ﾂﾑﾗ  ｸﾆﾖｼ 滋賀県 チームサンタ
175 1373 4時間21分10秒 熊谷 洋一 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ 静岡県
176 1460 4時間21分22秒 南島 康一 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 本門寺カレー
177 1279 4時間21分35秒 深田 武彦 ﾌｶﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 大阪府
178 608 4時間21分40秒 大道 富士夫 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾌｼﾞｵ 大阪府
179 1633 4時間21分42秒 杉本 昌太 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大阪府 大阪大学
180 1552 4時間21分43秒 津田 圭介 ﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 富山県
181 1436 4時間21分45秒 山下 祥一 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 長野県 安曇野市駅伝部
182 1320 4時間22分09秒 北村 幸一郎 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県
183 1755 4時間22分12秒 望月  賢一 ﾓﾁﾂﾞｷ  ｹﾝｲﾁ 神奈川県
184 1447 4時間22分18秒 石口 寛 ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 新潟県
185 1435 4時間22分19秒 藤木 祐介 ﾌｼﾞｷ ﾕｳｽｹ 東京都
186 1372 4時間22分25秒 西山 英一 ﾆｼﾔﾏ ｴｲｲﾁ 群馬県 昭和陸上クラブ
187 1444 4時間22分25秒 西風 勇人 ﾆｼｶｾﾞ ﾊﾔﾄ 長野県
188 1510 4時間22分34秒 佐藤 友亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 新潟県 うなぎいぬ
189 1699 4時間22分36秒 ﾏｯｺｰﾘｰ ｱﾝﾄﾆｰ ﾏｯｺｰﾘｰ ｱﾝﾄﾆｰ 東京都
190 763 4時間22分46秒 垣内 良太 ｶｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 岐阜県
191 648 4時間23分00秒 高橋 ともひろ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 長野県 西駒郷
192 1430 4時間23分07秒 田原 俊介 ﾀﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県
193 714 4時間23分16秒 水口 勝志 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ 石川県
194 1110 4時間23分34秒 中尾 誠 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 三重県 馬場農機ＲＣ
195 1384 4時間24分37秒 佐藤 修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 東京都
196 1169 4時間24分48秒 佐原 寛 ｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ＨＣＭ　ＲＵＮ
197 1459 4時間25分18秒 藤高 将栄 ﾌｼﾞﾀｶ ｼｮｳｴｲ 奈良県
198 1676 4時間25分25秒 野村 竜平 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 埼玉県
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199 1368 4時間25分36秒 皿池 辰徳 ｻﾗｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 京都府
200 1405 4時間25分41秒 松井 裕樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 神奈川県 ＳＥＪ
201 770 4時間25分46秒 佐藤　直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 東京都
202 638 4時間25分51秒 逸見 智弘 ﾍﾝﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 ＳＷＲＣ
203 1295 4時間25分57秒 山澤 聡 ﾔﾏｻﾞﾜ ｱｷﾗ 大阪府 つどい
204 1187 4時間25分58秒 河原 健治 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 カネカ
205 1382 4時間26分32秒 望月 栄博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 長野県
206 1042 4時間26分49秒 夏目 保雄 ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ 千葉県
207 1628 4時間27分09秒 菅谷 光男 ｽｶﾞﾔ ﾐﾂｵ 東京都 ディー・エヌ・エー
208 1105 4時間27分23秒 稲田 一也 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 茨城県 風希波・ＲＴ
209 1763 4時間27分25秒 望月　敏央 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋｻ 静岡県
210 529 4時間27分33秒 簑田 好充 ﾐﾉﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 長野県 えるもんどＡＣ
211 1147 4時間27分53秒 因 純一 ｲﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県
212 1005 4時間28分22秒 市田 尚文 ｲﾁﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 マキシンコー
213 661 4時間28分34秒 藤田 諒 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳ 岐阜県 郡上市役所
214 1493 4時間29分04秒 高木 崇行 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 ルネ練馬高野台
215 1312 4時間29分29秒 林 和明 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ 長野県 木下ＲＣ
216 1394 4時間29分51秒 樫村 徳俊 ｶｼﾑﾗ ﾉﾘﾄｼ 愛知県 走るの大好きＲＣ
217 1567 4時間29分54秒 小森谷 一記 ｺﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 愛知県 ＦＢ
218 1761 4時間29分59秒 岩崎　隆 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 愛知県 朝活
219 1313 4時間30分04秒 岩佐 幸司 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 大阪府
220 1515 4時間30分17秒 松島 洋 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県
221 1745 4時間30分22秒 山口　紀和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 埼玉県
222 1029 4時間30分29秒 名取 達明 ﾅﾄﾘ ﾀﾂｱｷ 山梨県
223 1497 4時間30分32秒 柳澤 英幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県
224 1486 4時間30分43秒 津崎 竜一 ﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府
225 1511 4時間31分06秒 花尻 望 ﾊﾅｼﾞﾘ ﾉｿﾞﾑ 大阪府
226 1710 4時間31分14秒 河合 帯刀 ｶﾜｲ ﾀﾃﾜｷ 埼玉県 上智大学
227 1535 4時間31分41秒 吉崎 博 ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 大阪府
228 582 4時間32分01秒 西澤 史敏 ﾆｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 長野県
229 635 4時間32分30秒 岩佐 修 ｲﾜｻ ｵｻﾑ 愛知県 大名古屋ＢＢ
230 1500 4時間33分06秒 田辺 和男 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 福井県
231 1023 4時間33分25秒 武田 聡 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 京都府 ヤキオレ会
232 1455 4時間33分25秒 田中 彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 東京都 ＲＲＴ
233 1149 4時間33分49秒 阿久津 雅彦 ｱｸﾂ ﾏｻﾋｺ 静岡県 内村学級
234 1703 4時間33分52秒 柏原 佑太 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 千葉県 ケッズトレーナー
235 592 4時間34分07秒 小松 純 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 埼玉県
236 1461 4時間34分12秒 芳賀 利和 ﾊｶﾞ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 麦走
237 658 4時間34分14秒 白井 翼 ｼﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 長野県
238 673 4時間34分27秒 高島 勝也 ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾔ 愛知県
239 507 4時間34分46秒 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 山梨県 チーム忍野
240 1450 4時間34分53秒 赤羽 久樹 ｱｶﾊ ﾋｻｷ 長野県
241 1627 4時間35分00秒 山内 満 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾙ 愛知県
242 781 4時間35分02秒 笹崎 敏正 ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 東京都 東京陸協
243 1074 4時間35分06秒 伊藤 和三 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ 千葉県 神栖ＴＣ
244 1067 4時間35分07秒 山中 大 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲ 千葉県
245 1348 4時間35分12秒 渡辺 智仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 浦木塾
246 1415 4時間35分41秒 北脇 秀亮 ｷﾀﾜｷ ｼｭｳｽｹ 広島県 Ｋ－ＲｕｎＲｕｎ
247 561 4時間36分07秒 平澤 雄輔 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 長野県 Ｔｅａｍ－Ｅ
248 1738 4時間36分14秒 伊藤　岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 七時雨TRC
249 506 4時間36分26秒 渡邊 隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 粋走研
250 1101 4時間36分34秒 鈴木 裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 げきざか
251 1742 4時間36分36秒 浅野　英生 ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｵ 三重県
252 1513 4時間37分22秒 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都
253 516 4時間37分41秒 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県
254 634 4時間38分00秒 田中 武 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 三重県 日本板硝子
255 1319 4時間38分18秒 大西 鴻基 ｵｵﾆｼ ｺｳｷ 愛知県
256 1260 4時間38分23秒 下村 孝明 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 千葉県 まめーズ
257 585 4時間38分30秒 長谷部 謙一 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 長野県 円福ＲＣＭＡＹ
258 723 4時間38分54秒 小池 一成 ｺｲｹ ｶｽﾞｼｹ 群馬県
259 637 4時間39分30秒 楠田 和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 岩手県立胆沢病院
260 1016 4時間39分35秒 中野 達雄 ﾅｶﾉ ﾀﾂｵ 愛知県 三好走ろう会
261 1001 4時間39分46秒 町田 吉広 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 ＩＴＯＩＴＥＸ
262 600 4時間40分07秒 後藤 拓巳 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 長野県 ＨＯＹＡ
263 1724 4時間40分14秒 HUSARIK JAN ﾌｻﾘｯｸ　ﾔﾝ 静岡県
264 1236 4時間40分48秒 深津 研一 ﾌｶﾂ ｹﾝｲﾁ 愛知県
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265 1306 4時間40分50秒 荻田 俊輔 ｵｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 ＭｙＳｔａｒ
266 759 4時間40分50秒 角田 佑馬 ｶｸﾀ ﾕｳﾏ 岐阜県
267 1380 4時間40分52秒 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 千葉県
268 1367 4時間40分58秒 伊藤 晴人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 東京都
269 1531 4時間40分59秒 樋口 聡 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 京都府 エレーヌ
270 1057 4時間41分02秒 北田 秀夫 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 東上総ＲＣ
271 1062 4時間41分06秒 降旗 真吾 ﾌﾘﾊﾀ ｼﾝｺﾞ 三重県
272 655 4時間41分12秒 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 長崎県 ＹＡＧＩＲＴ
273 1433 4時間41分17秒 中沢 政彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 長野県
274 1336 4時間41分29秒 田村 義法 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 新潟県 ペペチ～
275 1561 4時間41分37秒 山本 泰弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 滋賀県
276 1041 4時間41分42秒 畠山 啓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 つじかぜ
277 1722 4時間41分45秒 穂満 巧也 ﾎﾏﾝ ﾀｸﾔ 愛知県 トヨタ自動車株式会社
278 1014 4時間41分57秒 隼 克月 ﾊﾔﾌﾞｻ ｶﾂｷ 茨城県 小貝川ＲＣ守谷支部
279 1119 4時間42分08秒 元尾 章吾 ﾓﾄｵ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 伊藤ハム
280 527 4時間42分14秒 住田 孝史 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 長野県
281 1557 4時間42分20秒 鈴永 和久 ｽｽﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 明走会
282 1060 4時間42分32秒 吉田 雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 福井県 倒レ走会
283 1307 4時間42分41秒 三谷 征平 ﾐﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 東京都
284 534 4時間42分50秒 渡辺 富弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐﾔ 三重県
285 768 4時間42分53秒 細野 公也 ﾎｿﾉ ﾏｻﾔ 新潟県 大原学園
286 1242 4時間43分13秒 大野 豪仁 ｵｵﾉ ﾀｹﾋﾄ 岐阜県
287 1551 4時間43分44秒 平野 亮 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 愛知県
288 1626 4時間44分14秒 林 直治 ﾊﾔｼ ﾅｵﾊﾙ 長野県
289 1560 4時間44分46秒 広岡 秀一 ﾋﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 コアラ一家
290 1235 4時間44分56秒 芦澤 良太 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨県 ＧＯＧＯＥＧＧ
291 1485 4時間45分22秒 宅瀬 仁志 ﾀｸｾ ﾋﾄｼ 大阪府
292 1463 4時間45分23秒 船入 公孝 ﾌﾅｲﾘ ｷﾐﾀｶ 三重県 チームふなピー
293 1391 4時間45分31秒 安藤 明典 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾉﾘ 京都府
294 1660 4時間45分45秒 中西 幸真 ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾏｻ 岐阜県
295 1113 4時間45分49秒 長崎 覚 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾄﾙ 東京都
296 707 4時間46分01秒 大浦 亨 ｵｵｳﾗ ﾄｵﾙ 富山県
297 575 4時間46分02秒 石永 幸司 ｲｼﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 つじかぜ
298 1653 4時間46分03秒 赤穂 葉祐 ｱｶﾎ ﾖｳｽｹ 東京都
299 1443 4時間46分19秒 石原 正彦 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 石川県
300 1234 4時間46分53秒 伊藤 信和 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 千葉県 ピキン
301 1550 4時間47分01秒 田岡 靖 ﾀｵｶ ﾔｽｼ 大阪府
302 571 4時間47分12秒 河田 啓 ｶﾜﾀﾞ ｹｲ 大阪府 ホーチミン走る会
303 509 4時間47分17秒 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 東京都
304 1586 4時間47分27秒 岡田 哲也 ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県
305 1453 4時間47分28秒 福原 徹也 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 東京都
306 1150 4時間47分30秒 花房 宏幸 ﾊﾅﾌｻ ﾋﾛﾕｷ 東京都
307 1424 4時間47分35秒 飯田 雅司 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｼ 三重県
308 1592 4時間47分52秒 後藤 豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 長野県 チームＡ－ＦＭ
309 702 4時間47分59秒 中野 和久 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 ＲＲＴ
310 624 4時間48分11秒 奥村 信男 ｵｸﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 愛知県
311 1393 4時間48分15秒 川島 昭男 ｶﾜｼﾏ ｱｷｵ 東京都
312 1233 4時間48分18秒 岡嶋 雅夫 ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ 東京都
313 1277 4時間48分20秒 山本 吉記 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 東京都
314 1246 4時間48分21秒 苅宿 定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ 埼玉県
315 1375 4時間48分29秒 佐々木 義 ｻｻｷ ﾄﾓ 愛知県 トヨタ
316 1658 4時間48分50秒 村松 和人 ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 愛知県
317 1148 4時間48分50秒 新田 篤司 ﾆｯﾀ ｱﾂｼ 福井県 国境スキー学校
318 1666 4時間49分02秒 松島 直是 ﾏﾂｼﾏ ﾅｵﾕｷ 富山県
319 1483 4時間49分14秒 新村 洋平 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 静岡県
320 1389 4時間49分16秒 奈良 孝 ﾅﾗ ﾀｶｼ 愛知県
321 1269 4時間49分25秒 中舘 文也 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾌﾐﾔ 長野県
322 1108 4時間49分54秒 薦田 直志 ｺﾓﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 ＢＬＩＴＺ
323 1214 4時間50分26秒 ベレジノイ ビタリー ﾍﾞﾚｼﾞﾉｲ ﾋﾞﾀﾘｰ 愛知県
324 1238 4時間50分34秒 下平 胤寿 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀﾈﾄｼ 長野県 ＲＵＮＪＯＹ
325 1589 4時間50分43秒 西尾 晋一 ﾆｼｵ ｼﾝｲﾁ 大阪府
326 1349 4時間50分51秒 志村 達人 ｼﾑﾗ ﾀﾂﾋﾄ 愛知県
327 1555 4時間50分58秒 牧原 延之 ﾏｷﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県
328 1231 4時間51分00秒 宮脇 和久 ﾐﾔﾜｷ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県 要素生技
329 777 4時間51分03秒 神田　哲也 ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 北須磨クラブ
330 659 4時間51分05秒 岡野 翼 ｵｶﾉ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 牛久走友会



第13回 乗鞍天空マラソン
開催日：2018年6月24日（日) / 場所：乗鞍エコーライン特設コース / 主催：のりくら観光協会

42.195km男子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属

331 1696 4時間51分07秒 石坂 章 ｲｼｻﾞｶ ｱｷﾗ 新潟県 糸魚川焼きそば―ズ
332 694 4時間51分15秒 栗林 淳一 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県
333 1186 4時間51分21秒 糸納 正樹 ｲﾄﾉ ﾏｻｷ 滋賀県
334 1638 4時間51分35秒 原 尚司 ﾊﾗ ﾋｻｼ 京都府 壬生走龍会
335 1194 4時間51分39秒 萩原 哲也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 東京都
336 1558 4時間51分49秒 小島 貴裕 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 長野県
337 1104 4時間51分57秒 森村 弘文 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県 アドバンテスト
338 609 4時間51分59秒 中村 淳一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県
339 1532 4時間52分11秒 森田 征之 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾕｷ 富山県 スキャン
340 1554 4時間52分27秒 酒井 聖行 ｻｶｲ ﾏｻﾕｷ 東京都
341 778 4時間52分30秒 海老澤　孝樹 ｴﾋﾞｻ ﾜﾀｶｷ 東京都 プロージット
342 554 4時間52分35秒 神谷 道雄 ｶﾐﾔ ﾐﾁｵ 愛知県
343 1642 4時間53分00秒 清水 譲 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ 東京都
344 1647 4時間53分03秒 何 ? ｾｲ ﾒｲ 北海道
345 1410 4時間53分08秒 半澤 秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都
346 1068 4時間53分12秒 高松 慶洋 ﾀｶﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 愛あるエル
347 733 4時間53分25秒 清水 光 ｼﾐｽﾞ ｺｳ 富山県 よみうり
348 1523 4時間53分36秒 伊藤 靖 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 富山県 伊藤家
349 1395 4時間53分42秒 中村 健司 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 石川県
350 1390 4時間53分54秒 餌鳩 高士 ｴﾊﾞﾄ ﾀｶｼ 東京都 Ｊ－ＬＩＳ
351 1449 4時間53分54秒 山本 和秀 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都
352 772 4時間54分00秒 渡邉　克夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｵ 秋田県 秋田メモリアル
353 740 4時間54分04秒 原田 有基 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知県
354 1070 4時間54分07秒 馬橋 修一 ﾏﾊﾞｼ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 ＴＥＡＭ－３４
355 1714 4時間54分10秒 李 京浩 ﾘ ｷｮﾝﾎ 大阪府 ホシデン
356 1300 4時間54分30秒 宮田 和俊 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大阪府
357 1392 4時間54分42秒 西川 祐介 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 兵庫県
358 1002 4時間54分47秒 吉岡 則重 ﾖｼｵｶ ﾉﾘｼｹﾞ 埼玉県 越谷マラニッククラブ
359 1228 4時間54分56秒 山内 郁生 ﾔﾏｳﾁ ｲｸｵ 愛知県 要素生技
360 1305 4時間55分07秒 今泉 秀樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 宮城県
361 1154 4時間55分10秒 金田 春泰 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ 愛知県 愛知沖縄県人会
362 599 4時間55分22秒 正村 秀樹 ﾏｻﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 長野県 アミノＺＥＲＯ
363 1608 4時間55分39秒 篠田 悟 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 長野県
364 1360 4時間56分06秒 平田 隆志 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ 富山県 ＳＯＵ
365 1680 4時間56分15秒 戸田 豊次 ﾄﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重県 モニカ鐵工所
366 1509 4時間56分40秒 新倉 晋 ﾆｲｸﾗ ｽｽﾑ 東京都 日本たばこ産業（株）
367 1071 4時間56分45秒 中村 兼一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 茨城県 風希波・ＲＴ
368 1083 4時間57分04秒 田中 禎一 ﾀﾅｶ ﾃｲｲﾁ 福井県 楽しく走る走る
369 1609 4時間57分18秒 稲垣 光利 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂﾄｼ 愛知県
370 1174 4時間57分25秒 西田 幸一 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県
371 1462 4時間57分29秒 老平 和道 ｵｲﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 愛知県
372 540 4時間57分36秒 脇田 直樹 ﾜｷﾀ ﾅｵｷ 神奈川県
373 1103 4時間57分41秒 内田 尚孝 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県
374 1578 4時間57分43秒 小林 樹雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 大阪府 シオヌキＲＣ
375 1480 4時間57分45秒 貴俵 啓 ｷﾀﾜﾗ ｹｲ 茨城県 古河ＲＣ
376 687 4時間57分58秒 萩中 稔 ﾊｷﾞﾅｶ ﾐﾉﾙ 長野県
377 1576 4時間58分04秒 橋田 樹徳 ﾊｼﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 愛知県 ＦＢ
378 1262 4時間58分12秒 谷 和之 ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県
379 1632 4時間58分18秒 久山 将史 ｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 福井県
380 1259 4時間58分22秒 岩﨑 和樹 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 和歌山県 和歌山で熱く走ろう
381 1191 4時間58分28秒 大館 一臣 ｵｵﾀﾞﾃ ｶｽﾞｵﾐ 東京都
382 1686 4時間58分33秒 伊藤 隼人 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 大阪府
383 1137 4時間58分57秒 山本 利幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 福井県 福井県山岳連盟
384 1264 4時間59分01秒 新家 孝義 ﾆｲﾉﾐ ﾀｶﾖｼ 愛知県
385 1063 4時間59分09秒 梅宮 秀人 ｳﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 埼玉県 山が好き
386 1519 4時間59分14秒 佐藤 淳一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県
387 1288 4時間59分18秒 早戸 智也 ﾊﾔﾄ ﾄﾓﾔ 岐阜県 美濃Ｊｒ陸上倶楽部
388 646 4時間59分21秒 深澤 善樹 ﾌｶｻﾜ ﾖｼｷ 東京都
389 775 4時間59分25秒 氏家　信久 ｳｼﾞｲｴ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都
390 1128 4時間59分29秒 山本 弘典 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 三重県 ビンタラン部
391 1164 4時間59分45秒 笠原 春吉 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｷﾁ 埼玉県 草加走ろう会
392 642 4時間59分53秒 寺田 憲弘 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 東京都 神奈川県
393 1499 5時間00分14秒 多鍋 彰 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 富山県
394 1385 5時間00分53秒 加藤 淳 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 兵庫県
395 701 5時間00分58秒 石原 健二 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 静岡県 まるせい
396 1549 5時間01分06秒 高 龍悟 ﾀｶ ﾘｭｳｺﾞ 石川県
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397 728 5時間01分25秒 市川 雅裕 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 長野県
398 1598 5時間01分26秒 平野 健治 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 埼玉県
399 1364 5時間01分44秒 富川 真佐夫 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻｵ 滋賀県
400 538 5時間02分00秒 飯塚 宏 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 群馬県 いいづか歯科医院
401 1762 5時間02分15秒 三木　伸一 ﾐｷ ｼﾝｲﾁ 徳島県 三木米
402 1015 5時間02分29秒 井原 浄 ｲﾊﾗ ｷﾖｼ 東京都 大成建設
403 1284 5時間03分08秒 沖 勝徳 ｵｷ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 朝日新聞社
404 1667 5時間03分15秒 糸井 健 ｲﾄｲ ﾀｹｼ 埼玉県
405 1641 5時間03分17秒 劉 宗哲 ﾘｭｳ ｿｳﾃﾂ 新潟県
406 672 5時間03分24秒 鈴木 正紀 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 富山県
407 1326 5時間03分39秒 土屋 克巳 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新潟県 新発田ガス
408 679 5時間03分42秒 大平 英嗣 ｵｵﾋﾗ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 富山県 チームブラック
409 1357 5時間03分45秒 佐藤 和昌 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜県 川北自動車
410 1649 5時間03分46秒 越村 俊一 ｺｼﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県
411 1166 5時間03分50秒 加藤 秀明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県
412 595 5時間03分53秒 渋川 学 ｼﾌﾞｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 姫路城
413 1741 5時間03分56秒 丹野　哲夫 ﾀﾝﾉ ﾃﾂｵ 東京都
414 1010 5時間03分59秒 吉村 仁志 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 愛知県 豊橋ｒｃ
415 1220 5時間04分05秒 伊藤 徳行 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 山善
416 1466 5時間04分12秒 熊谷 慎也 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾔ 愛知県 東栄町
417 1419 5時間04分16秒 鈴木 規之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 茨城県
418 583 5時間04分41秒 小宮 充浩 ｺﾐﾔ ﾐﾁﾋﾛ 東京都
419 1080 5時間04分57秒 角川 正彦 ﾂﾉｶﾜ ﾏｻﾋｺ 神奈川県
420 1677 5時間05分05秒 佐藤 好彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 東京都
421 1517 5時間05分11秒 上田 邦雄 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｵ 埼玉県 ＲＲＴ
422 1069 5時間05分12秒 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県 ＭＹＳＴＡＲ
423 1564 5時間05分19秒 松岡 昌志 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｼ 茨城県
424 1596 5時間05分20秒 濱崎 哲也 ﾊﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 大阪府 大阪陸協
425 683 5時間05分28秒 深澤 裕 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 千葉県 千葉県警察
426 1611 5時間05分35秒 猪狩 貞身 ｲｶﾞﾘ ｻﾀﾞﾐ 東京都 サンファーマ
427 1133 5時間05分52秒 永島 敏秀 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 静岡県
428 1634 5時間06分11秒 森口 敦 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱﾂｼ 大阪府 大阪大学
429 758 5時間06分20秒 高野 斉 ﾀｶﾉ ﾋﾄｼ 愛知県
430 1669 5時間06分24秒 片岡 直朗 ｶﾀｵｶ ﾅｵｱｷ 千葉県
431 557 5時間06分26秒 佐藤 雅敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 岡山県 ピカイチ
432 1252 5時間06分31秒 小渕 敏幸 ｺﾌﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 岐阜県
433 681 5時間06分40秒 本田 一彦 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 自営業
434 1735 5時間06分40秒 稲岡 緩敏 ｲﾅｵｶ ﾉﾌﾞﾄｼ 愛知県
435 1454 5時間06分42秒 伊藤 和貴 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 長野県
436 699 5時間06分46秒 山口 秀司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 滋賀県 株阪急阪神百貨店
437 1039 5時間06分53秒 杉浦 正継 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 静岡県 浜名漁協
438 1437 5時間06分54秒 杉浦 康博 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県
439 1334 5時間06分56秒 柳沢 猛 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｹｼ 神奈川県
440 1757 5時間07分08秒 渡辺　彰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 東京都
441 501 5時間07分14秒 後藤 伸一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ 愛知県
442 745 5時間07分14秒 長坂 稔 ﾅｶﾞｻｶ ﾐﾉﾙ 愛知県 日本郵便
443 1091 5時間07分23秒 裏 雅夫 ｳﾗ ﾏｻｵ 大阪府
444 1709 5時間07分39秒 伊藤 駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 神奈川県 上智大学ワンゲル
445 653 5時間07分41秒 溝添 武司 ﾐｿﾞｿｴ ﾀｹｼ 奈良県
446 1612 5時間07分44秒 河合 信治 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ 愛知県
447 1734 5時間08分15秒 本城裕樹 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 大阪府
448 556 5時間08分24秒 岡部 洋一 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都
449 1490 5時間08分26秒 中村 和暁 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県
450 1582 5時間08分32秒 坂本 滋 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 埼玉県
451 1125 5時間08分37秒 土石川 誠司 ﾄｲｼｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 愛知県
452 780 5時間08分54秒 木村 秀実 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 岐阜県 ちいむきむいち
453 1408 5時間09分06秒 森田 哲生 ﾓﾘﾀ ﾃﾂｵ 愛知県 ブッポウ走
454 1114 5時間09分17秒 権守 雄三 ｺﾞﾝﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 東京都 つじかぜＡＣ
455 1606 5時間09分28秒 安部 恭史 ｱﾍﾞ ﾔｽﾌﾐ 滋賀県 チーム一期一会
456 611 5時間09分30秒 長谷川 渉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 愛知県
457 1354 5時間09分33秒 早川 亘 ﾊﾔｶﾜ ﾜﾀﾙ 長野県 ＭＩＤＤＯＲＩ長野
458 1577 5時間10分12秒 菅田 良博 ｽｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県
459 747 5時間10分42秒 松崎 裕治 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 三重県
460 748 5時間10分42秒 松崎 拓巳 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 三重県
461 1129 5時間10分47秒 福田 洋一 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 大阪府
462 1374 5時間10分52秒 堀内 秀一郎 ﾎﾘｳﾁ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 長野県 堀内畳店



第13回 乗鞍天空マラソン
開催日：2018年6月24日（日) / 場所：乗鞍エコーライン特設コース / 主催：のりくら観光協会

42.195km男子 高校以上
順位 No. 記録 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属

463 1731 5時間10分55秒 岡田　和敏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 埼玉県 埼玉大学ＪＣ
464 1021 5時間11分05秒 佐藤 正成 ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ 長野県 今井物産
465 1204 5時間11分20秒 畠山 善幸 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 静岡県
466 1692 5時間11分43秒 河合 佑亮 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 静岡県
467 1713 5時間11分49秒 伊藤 聡史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 愛媛県 ＪＡＩＳＴ
468 657 5時間12分15秒 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ 長野県 キジマ
469 1343 5時間12分20秒 柏 丈史 ｶｼﾜ ﾀｹｼ 静岡県
470 524 5時間12分23秒 高嶋 正幸 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾕｷ 山梨県
471 1624 5時間12分27秒 栗田 裕記 ｸﾘﾀ ﾕｳｷ 愛知県 ＣＨＲＹＳＩＮＡ
472 1027 5時間12分33秒 後藤 邦彦 ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋｺ 愛知県 ＥＮＯＺＯ
473 536 5時間12分50秒 平賀 貴人 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶﾄ 愛知県 にこにこランド
474 669 5時間12分58秒 斉藤 弘美 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 愛知県 尾張旭ＲＣ
475 1076 5時間12分59秒 吉田 光男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京都
476 698 5時間13分08秒 河内 孝元 ｶﾜﾁ ﾀｶﾕｷ 石川県
477 1516 5時間13分21秒 山村 伊智郎 ﾔﾏﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 岐阜県
478 1383 5時間13分32秒 福谷 憲児 ﾌｸﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 京都府 福谷製作所
479 1451 5時間13分49秒 浅井 崇嗣 ｱｻｲ ﾀｶﾂｸﾞ 兵庫県 日医ジョガーズ
480 1160 5時間14分04秒 柳原 世紀 ﾔﾅﾊﾗ ｾｲｷ 徳島県
481 1739 5時間14分10秒 岸田　史生 ｷｼﾀﾞ ﾌﾐｵ 滋賀県
482 1370 5時間14分21秒 丸山 悦男 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾂｵ 長野県
483 1488 5時間14分24秒 丸山 武 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 ランジョグ
484 776 5時間14分29秒 川端　和典 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県
485 1467 5時間14分31秒 山崎 直史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 新ゆり走遊会
486 1328 5時間14分41秒 豊田 成利 ﾄﾖﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 山形県
487 1275 5時間14分42秒 山地 章 ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾗ 石川県 ＢＯＲＡＢＯＲＡ
488 1494 5時間14分46秒 増田 勝彦 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 奈良県
489 551 5時間14分47秒 直江 俊弐 ﾅｵｴ ｼｭﾝｽｹ 東京都
490 544 5時間14分54秒 宇野 英隆 ｳﾉ ﾋﾃﾞﾀｶ 福島県
491 1700 5時間15分00秒 神殿 真彰 ｺｳﾄﾞﾉ ﾏｻｱｷ 大阪府
492 503 5時間15分01秒 萩原 憲治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 長野県
493 731 5時間15分09秒 伊藤 貴徳 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 愛知県
494 607 5時間15分09秒 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 後藤コンクリート工業
495 1481 5時間15分15秒 早川 宣彦 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 新潟県
496 660 5時間15分17秒 蔦林 春樹 ﾂﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 東京都
497 1559 5時間15分20秒 浜根 悠輔 ﾊﾏﾈ ﾕｳｽｹ 大阪府 ＪＲ西日本
498 1470 5時間15分42秒 山田 充 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 千葉県 千葉陸協
499 1212 5時間15分45秒 長島 五月 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ 神奈川県 ?ＮＩＣＳ?
500 1192 5時間15分59秒 山崎 芳敬 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 ＰＪ１５１
501 1469 5時間16分03秒 多田 裕助 ﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫県
502 1402 5時間16分07秒 柳原 大輔 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県
503 1345 5時間16分27秒 上倉 一郎 ｶﾐｸﾗ ｲﾁﾛｳ 東京都
504 1094 5時間16分34秒 久野 裕史 ｸﾉ ﾋﾛｼ 大阪府 ４７９８ＲＣ
505 1350 5時間16分41秒 田中 博美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾖｼ 滋賀県
506 1536 5時間16分46秒 佐野 望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 セノー株式会社
507 1261 5時間16分57秒 石川 忠夫 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｵ 神奈川県
508 765 5時間17分19秒 宮下 浩之 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 長野県 ＪＪＪ
509 1720 5時間17分20秒 大竹 和樹 ｵｵﾀｹ ｶｽﾞｷ 愛知県 ＦＢ
510 1580 5時間17分22秒 照内 則生 ﾃﾙｳﾁ ﾉﾘｵ 長野県 アドバイスエンジン
511 1177 5時間17分41秒 谷口 康浩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 滋賀県 チーム　ミホ
512 1736 5時間17分41秒 保光　知城 ﾔｽﾐﾂ ﾄﾓｷ 大阪府
513 1537 5時間18分00秒 本間 裕規 ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 兵庫県
514 773 5時間18分11秒 坂井　良治 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県
515 1151 5時間18分15秒 石森 純一 ｲｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県
516 1304 5時間18分16秒 後原 誠 ｱﾄﾊﾗ ﾏｺﾄ 東京都
517 1243 5時間18分33秒 河瀬 尚 ｶﾜｾ ﾋｻｼ 愛知県
518 1254 5時間19分08秒 平井 健治 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ 大阪府 ホシデンＡＣ
519 741 5時間19分09秒 道下 あきら ﾐﾁｼﾀ ｱｷﾗ 石川県
520 1635 5時間19分27秒 若森 一徳 ﾜｶﾓﾘ ｶｽﾞﾉﾘ 岐阜県
521 742 5時間19分34秒 宮内 隆行 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾕｷ 兵庫県
522 1050 5時間19分52秒 竹内 泰之 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 愛知県
523 1032 5時間20分06秒 小竹 則一 ｺﾀﾞｹ ﾉﾘｶｽﾞ 石川県 ドコモ北陸
524 1020 5時間20分20秒 大森 晋輔 ｵｵﾓﾘ ｼﾝｽｹ 東京都
525 1472 5時間20分59秒 家田 大輔 ｲｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県
526 521 5時間21分25秒 平野 啓二 ﾋﾗﾉ ｹｲｼﾞ 静岡県 ヤマハランナーズ
527 570 5時間21分32秒 大塚 正明 ｵｵﾂｶ ﾏｻｱｷ 群馬県
528 1109 5時間21分34秒 馬場 淑久 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋｻ 三重県 馬場農機ＲＣ
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529 1332 5時間21分40秒 八木 徹雄 ﾔｷﾞ ﾃﾂｵ 東京都
530 1209 5時間21分40秒 中上 公二 ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県 唐松荘
531 1439 5時間21分42秒 城 剛史 ｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 兵庫県
532 513 5時間22分07秒 牧野 恭 ﾏｷﾉ ﾀｶｼ 新潟県 朝日酒造
533 1750 5時間22分21秒 大池　正人 ｵｵｲｹ ﾏｻﾄ 東京都 ののむらチルドレン
534 1211 5時間22分23秒 古賀 雅治 ｺｶﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都
535 1008 5時間22分34秒 西野 誠 ﾆｼﾉ ﾏｺﾄ 千葉県
536 737 5時間22分35秒 山岡 利弘 ﾔﾏｵｶ ﾄｼﾋﾛ 静岡県
537 515 5時間22分39秒 木村 健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 青森県 ＴＤＪ青森
538 1257 5時間22分53秒 冨田 隆行 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾕｷ 愛知県 本店ランニング部
539 1754 5時間23分00秒 瀧花　敏宏 ﾀｷﾊﾞﾅ ﾄｼﾋﾛ 京都府
540 591 5時間23分14秒 白岩 成友 ｼﾗｲﾜ ﾏｻﾄﾓ 東京都
541 1574 5時間23分32秒 三井 栄幸 ﾐﾂｲ ﾀｶﾕｷ 東京都
542 1045 5時間23分52秒 桂田 章 ｶﾂﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県 走るの大好きＲＣ
543 783 5時間23分53秒 市川 慎也 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾔ 東京都
544 1314 5時間23分57秒 淺野 大介 ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県
545 1219 5時間24分01秒 小松 賢明 ｺﾏﾂ ﾖｼｱｷ 愛知県
546 1659 5時間24分39秒 田中 和宏 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀県
547 620 5時間24分45秒 山本 源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県
548 1452 5時間25分04秒 飯田 正生 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｵ 東京都
549 597 5時間25分20秒 谷山 明宏 ﾀﾆﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 愛知県
550 1182 5時間25分23秒 新松 正博 ｼﾝﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 東京都 ＥＲランナーズ
551 1225 5時間25分41秒 小田 正紀 ｵﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 ヤマト運輸
552 1230 5時間25分44秒 門脇 岳史 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ 愛知県 要素生技
553 1329 5時間25分52秒 加藤 真治 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞ 愛知県
554 1369 5時間25分55秒 植平 晋 ｳｴﾋﾗ ｽｽﾑ 滋賀県 大阪陸協
555 1504 5時間26分04秒 齋藤 稔人 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋﾄ 岡山県 三井住友海上
556 1282 5時間26分28秒 阪上 晋一 ｻｶｳｴ ｼﾝｲﾁ 大阪府
557 710 5時間26分32秒 高野 佳之 ﾀｶﾉ ﾖｼﾕｷ 長野県
558 1675 5時間26分43秒 増田 憲治 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県
559 1671 5時間26分50秒 大西 勝 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾙ 愛知県
560 1619 5時間26分57秒 林 大志 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｼ 岐阜県 ＲＳＭＣ
561 1718 5時間27分02秒 中村 真吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 神奈川県
562 1122 5時間27分05秒 佐々井 信幸 ｻｻｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府
563 528 5時間27分07秒 広瀬 隆彦 ﾋﾛｾ ﾀｶﾋｺ 京都府 サンスポ
564 1588 5時間27分11秒 安立 洋治 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 兵庫県
565 1640 5時間27分28秒 宅島 宏幸 ﾀｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 群馬県
566 1043 5時間27分35秒 村本 嘉朗 ﾑﾗﾓﾄ ﾖｼﾛｳ 滋賀県
567 1597 5時間27分42秒 豊田 啓二 ﾄﾖﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 東京都
568 1111 5時間27分55秒 影山 雄 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 千葉県 清水建設
569 1475 5時間28分15秒 神谷 弘昭 ｶﾐﾔ ﾋﾛｱｷ 愛知県 サンエイＲＣ
570 1296 5時間28分21秒 飯田 茂喜 ｲｲﾀﾞ ｼｹﾞｷ 愛知県
571 558 5時間28分32秒 本藤 広幸 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県
572 1227 5時間28分49秒 篠原 寛 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 要素生技
573 1253 5時間28分57秒 大河内 泰幸 ｵｵｺｳﾁ ﾔｽﾕｷ 愛知県 チームＤＥＥＳ
574 1056 5時間29分11秒 石崎 明 ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾗ 東京都 ＮＴＴデータアイ
575 553 5時間29分19秒 小宮山 真司 ｺﾐﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 長野県 ランジョグ
576 729 5時間29分19秒 横井 快匡 ﾖｺｲ ﾖｼﾏｻ 静岡県
577 1173 5時間29分25秒 大竹 利昭 ｵｵﾀｹ ﾄｼｱｷ 岡山県
578 1728 5時間29分48秒 岩口 真貴 ｲﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ 神奈川県
579 1478 5時間29分52秒 安藤 正明 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾒｲ 愛知県
580 716 5時間29分57秒 岡野 光紀 ｵｶﾉ ﾐﾂﾖｼ 石川県 おひろ会
581 589 5時間29分57秒 野手 敏正 ﾉﾃ ﾄｼﾏｻ 石川県 おひろの会
582 697 5時間30分02秒 二反田 真也 ﾆﾀﾝﾀﾞ ｼﾝﾔ 大阪府 フランキー陸上部
583 1386 5時間30分12秒 飯田 一博 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 滋賀県
584 590 5時間30分25秒 田中 亨 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 石川県 おひろの会
585 1092 5時間30分31秒 荻野 寿博 ｵｷﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 滋賀県 チーム石橋
586 1321 5時間30分50秒 川越 康博 ｶﾜｺﾞｴ ﾔｽﾋﾛ 福岡県 新婚旅行
587 574 5時間30分57秒 茂木 淳 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ 長野県
588 1733 5時間31分06秒 原口 巧 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 東京都 駒澤大学
589 1760 5時間31分10秒 阿部　秀秋 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 茨木県
590 542 5時間31分14秒 笹崎 寛 ｻｻｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都
591 1138 5時間31分17秒 荻窪 徳也 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄｸﾔ 長野県
592 1381 5時間31分29秒 正岡 徹 ﾏｻｵｶ ﾄｵﾙ 大阪府 チーム石橋
593 530 5時間31分39秒 野々村 修 ﾉﾉﾑﾗ ｵｻﾑ 岐阜県 はしれんじゃー
594 1338 5時間31分50秒 酒井 甲輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 長野県
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595 1362 5時間31分55秒 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県
596 621 5時間32分20秒 美濃 博 ﾐﾉ ﾋﾛｼ 京都府
597 1610 5時間33分04秒 二塚 衛 ﾌﾀﾂﾞｶ ﾏﾓﾙ 富山県
598 1146 5時間33分17秒 西田 穂高 ﾆｼﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 栃木県 ＴＥＡＭ２８３
599 1046 5時間33分36秒 工藤 裕司 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 東京都
600 630 5時間33分50秒 森 一彦 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県
601 1274 5時間33分56秒 鈴木 靖紀 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 日本たばこ産業
602 1040 5時間34分00秒 小野澤 松利 ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾂﾄｼ 東京都 ルネ石神井
603 1406 5時間34分06秒 三浦 晃一 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁ 愛知県 テクノス株
604 519 5時間34分07秒 兼松 一平 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ 愛知県
605 703 5時間34分16秒 飯塚 英祐 ｲｲﾂﾞｶ ｴｲｽｹ 滋賀県
606 1059 5時間34分20秒 三浦 邦夫 ﾐｳﾗ ｸﾆｵ 大阪府 浜寺公園走友会
607 1599 5時間34分22秒 梶本 和宏 ｶｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 徳島県 のーぷらん
608 1037 5時間34分33秒 徳永 洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 長野県 駝鳥倶楽部
609 675 5時間34分38秒 杉浦 茂樹 ｽｷﾞｳﾗ ｼｹﾞｷ 千葉県 クーリエ
610 1616 5時間34分40秒 松田 完 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝ 長野県
611 1673 5時間34分46秒 白石 秀一 ｼﾗｲｼ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 白石塾
612 663 5時間34分49秒 宗川 裕真 ﾑﾈｶﾜ ﾕｳﾏ 福島県
613 1179 5時間35分10秒 小野澤 智之 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 長野県 ＫＣＲＲＣ
614 1289 5時間35分30秒 北林 強 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 長野県
615 1432 5時間35分32秒 櫻井 憲 ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ 神奈川県
616 1426 5時間35分36秒 宮澤 勝司 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 長野県 ＤａＭＯＮＤＥ
617 1601 5時間35分41秒 小田 誠 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都
618 1189 5時間36分19秒 江澤 利高 ｴｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ 東京都
619 1752 5時間36分20秒 小池　文平 ｺｲｹ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 東京都
620 1086 5時間36分35秒 中島 宗一 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁ 愛知県 安城スパランクラブ
621 743 5時間36分36秒 柴田 眞輔 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｽｹ 石川県
622 662 5時間36分43秒 窪田 雅仁 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾄ 愛知県
623 1013 5時間36分50秒 稲見 俊英 ｲﾅﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 岐阜県 長良川走ろう会
624 1474 5時間37分14秒 藤原 基樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｷ 愛知県 チーム石橋
625 738 5時間37分30秒 永井 一成 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾅﾘ 長野県
626 1605 5時間38分08秒 中島 敦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 長野県
627 1185 5時間38分32秒 稲葉 義男 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ 東京都
628 1327 5時間38分54秒 岡部 哲明 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂｱｷ 埼玉県
629 1702 5時間39分03秒 正木 清登 ﾏｻｷ ｷﾖﾄ 東京都 ケッズトレーナー
630 1256 5時間39分19秒 中田 剛史 ﾅｶﾀ ﾀｹｼ 東京都 樹林の会
631 1524 5時間39分36秒 和田 庄治 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 兵庫県
632 1687 5時間39分48秒 久保沢 寛 ｸﾎﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 京都府 乗鞍で雪合戦
633 1283 5時間39分49秒 五十君 忠 ｲｿｷﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ 大阪府
634 1603 5時間40分07秒 神山 知也 ｺｳﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 兵庫県
635 1188 5時間40分40秒 水野 智博 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県
636 1165 5時間40分52秒 榑松 實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ 静岡県 エンデパ
637 623 5時間40分53秒 伯井 大志 ﾊｸｲ ﾀﾞｲｼﾞ 長野県 チームｅｆｕ
638 1416 5時間40分56秒 大山 千秋 ｵｵﾔﾏ ﾁｱｷ 埼玉県 千日走会
639 564 5時間41分02秒 佐藤 雅紀 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 東京都
640 1221 5時間41分04秒 富所 明良 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ｱｷﾖｼ 埼玉県 じょんのび
641 1144 5時間41分31秒 高橋 昭雄 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 京都府
642 736 5時間41分48秒 色川 穂高 ｲﾛｶﾜ ﾎﾀﾞｶ 愛知県
643 598 5時間41分54秒 杉山 靖彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 東京都 鉄人組
644 654 5時間42分01秒 菊地 康太 ｷｸﾁ ｺｳﾀ 神奈川県 ＮＤランナーズ
645 1356 5時間42分19秒 大山 祐一 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 愛知県
646 578 5時間42分31秒 月岡 博一 ﾂｷｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 長野県
647 1072 5時間42分45秒 佐藤 由幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 東京都 よっちゃん愉快
648 1704 5時間42分57秒 吉永 晃 ﾖｼﾅｶﾞ ﾉﾎﾞﾙ 東京都
649 1058 5時間43分03秒 南野 正樹 ﾅﾝﾉ ﾏｻｷ 大阪府 パナソニック
650 1342 5時間43分17秒 猪又 茂樹 ｲﾉﾏﾀ ｼｹﾞｷ 愛知県 悪の秘密結社
651 1301 5時間43分17秒 廣瀬 直正 ﾋﾛｾ ﾅｵﾏｻ 愛知県
652 1407 5時間43分22秒 前田 茂 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県
653 1229 5時間43分26秒 林 博明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 愛知県 要素生技
654 641 5時間43分30秒 須浪 淳 ｽﾅﾐ ｱﾂｼ 兵庫県
655 518 5時間44分08秒 山本 寿郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾛｳ 大阪府
656 1747 5時間44分15秒 山口　健太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 東京都
657 1266 5時間44分35秒 大神 敦幸 ｵｵｶﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 トヨタＦＣ
658 1726 5時間44分42秒 南川　正継 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ 大阪府 南川酒店陸上部
659 1347 5時間44分48秒 久世 親 ｸｾﾞ ﾁｶｼ 東京都 ＲＯＯＫＩＥＳ
660 594 5時間45分18秒 田中 浩一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 神奈川県
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661 718 5時間45分21秒 堀江 英生 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞｷ 愛知県
662 1541 5時間45分21秒 林 信夫 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 愛知県
663 1758 5時間45分24秒 室町　靖男 ﾑﾛﾏﾁ ﾔｽｵ 茨城県
664 1547 5時間45分37秒 山口 博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 静岡県 静岡製機
665 628 5時間45分40秒 宮前 長 ﾐﾔﾏｴ ﾀｹﾙ 埼玉県
666 645 5時間45分45秒 古谷 浩一 ﾌﾙﾔ ｺｳｲﾁ 愛知県
667 1496 5時間45分54秒 若林 郁生 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ 長野県
668 1643 5時間45分55秒 古澤 祐幸 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾕｷ 東京都
669 1396 5時間46分04秒 金盛 幸治 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｼﾞ 茨城県
670 1529 5時間46分15秒 梶原 真也 ｶｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾔ 東京都
671 1544 5時間46分16秒 長田 剛 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾖｼ 埼玉県 グロリアフライト
672 1298 5時間46分24秒 山田 兼広 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾈﾋﾛ 滋賀県
673 1492 5時間46分25秒 黒川 光浩 ｸﾛｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ 石川県 石川ランナーズ
674 1695 5時間46分39秒 武田 充弘 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 長野県 ＪＡあづみ
675 567 5時間46分54秒 刀祢 靖嗣 ﾄﾈ ﾔｽｼﾞ 福井県
676 1053 5時間46分54秒 金谷 尚範 ｶﾅﾔ ﾅｵﾉﾘ 埼玉県 金谷運輸
677 1654 5時間47分11秒 渥美 純 ｱﾂﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 上智大学
678 1503 5時間47分11秒 保理 靖人 ﾎﾘ ﾔｽﾋﾄ 東京都
679 1136 5時間47分22秒 柳井 稔 ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ 埼玉県 乗鞍アタック隊
680 1019 5時間47分28秒 花田 克彦 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 香川県
681 1565 5時間47分43秒 瀧 昌弘 ﾀｷ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 滝歯科医院
682 1506 5時間47分53秒 細内 誠 ﾎｿｳﾁ ﾏｺﾄ 栃木県
683 708 5時間48分09秒 長崎 祐貴 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｷ 長野県
684 1446 5時間48分33秒 中澤 忍 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 愛知県
685 1297 5時間48分35秒 藤原 法生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都
686 1727 5時間48分39秒 形岡 　陵規 ｶﾀｵｶ ｱﾔﾉﾘ 三重県 マイペース
687 1698 5時間48分43秒 渡邉 一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 山梨県 チーム小原
688 1670 5時間48分44秒 北崎 裕介 ｷﾀｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 ＴｅａｍＢｏｔｔｉ
689 1310 5時間48分45秒 服部 達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 東京都
690 508 5時間48分46秒 木村 邦彦 ｷﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 福島県 吾妻Ｒｕｎ所会
691 1534 5時間48分52秒 緒方 蒼平 ｵｶﾞﾀ ｿｳﾍｲ 千葉県
692 1533 5時間48分55秒 松田 智徳 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県
693 688 5時間49分02秒 松原 信一 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 富山県
694 1594 5時間49分07秒 山本 孝司 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 愛知県 山本工業
695 1508 5時間49分43秒 沼田 由章 ﾇﾏﾀ ﾖｼｱｷ 神奈川県 チームめだか
696 629 5時間49分45秒 中嶋 誠 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 愛知県 チームかずと
697 1044 5時間49分48秒 高橋 大介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 富山県 北陸ミサワホーム
698 1024 5時間49分54秒 秋元 輝之 ｱｷﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 滋賀県
699 1022 5時間50分01秒 大津 隆 ｵｵﾂ ﾀｶｼ 京都府
700 1431 5時間50分32秒 斉藤 正美 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐ 三重県
701 610 5時間50分45秒 山口 雅義 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 ルーキーズ
702 1569 5時間50分52秒 幸村 常世光 ｺｳﾑﾗ ﾄﾖﾐﾂ 石川県
703 1441 5時間51分32秒 白川 弘樹 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県 アン・スぺ
704 1118 5時間51分39秒 新井 宗明 ｱﾗｲ ﾑﾈｱｷ 東京都 つじかぜＡＣ
705 1168 5時間51分52秒 中山 学 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県
706 1303 5時間52分00秒 馬場 和博 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 バド～ズ
707 500 5時間52分15秒 上野 孝吉 ｳｴﾉ ｺｳｷﾁ 千葉県 ルーキーズ
708 751 5時間52分16秒 鈴木 彰郎 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 愛知県
709 1061 5時間52分31秒 山田 知夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｵ 東京都
710 1740 5時間52分55秒 近藤 信行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島県 城南乃風
711 682 5時間53分04秒 横田 健人 ﾖｺﾀ ｹﾝﾄ 東京都
712 1729 5時間53分07秒 蜂須賀　公博 ﾊﾁｽｶ ｷﾐﾋﾛ 大阪府
713 711 5時間53分40秒 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 ガンジス
714 761 5時間53分51秒 山内 悠樹 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 静岡県 ガンジス
715 1403 5時間54分01秒 村上 諒 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 兵庫県
716 1527 5時間54分04秒 岩下 直樹 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 日進会
717 552 5時間54分06秒 近藤 俊樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 愛知県
718 1398 5時間54分11秒 森山 英樹 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 オーリンゲン
719 505 5時間54分14秒 川島 篤弘 ｶﾜｼﾏ ｱﾂﾋﾛ 石川県 ジュピターＲＣ
720 1661 5時間54分27秒 中村 博人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ 長野県
721 1542 5時間54分33秒 河田 光成 ｶﾜﾀ ﾐﾂﾅﾘ 奈良県
722 724 5時間54分53秒 尾藤 翔 ﾋﾞﾄｳ ｼｮｳ 岐阜県
723 1302 5時間54分55秒 堤 敏男 ﾂﾂﾐ ﾄｼｵ 兵庫県
724 549 5時間55分07秒 佐藤 徳和 ｻﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 福井県
725 1241 5時間55分07秒 笈川 浩司 ｵｲｶﾜ ｺｳｼﾞ 千葉県
726 1665 5時間55分38秒 吉田 宗弘 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川県
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727 1514 5時間55分49秒 白谷 元二 ｼﾗﾀﾆ ｹﾞﾝｼﾞ 岐阜県
728 1637 5時間55分51秒 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ちゅうりょう
729 1479 5時間55分51秒 植木 健 ｳｴｷ ｹﾝ 兵庫県 宍粟総合病院
730 1087 5時間55分53秒 山岸 厚之 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂﾕｷ 神奈川県 新ゆり走遊会
731 1202 5時間55分59秒 山下 幸二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 神栖ＴＣ
732 1625 5時間56分11秒 本 大志 ﾓﾄ ﾀｲｼ 石川県
733 700 5時間56分15秒 山本 美次 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 大阪府
734 1744 5時間56分19秒 岩橋　政 ｲﾜﾊｼ ﾏｻｼ 埼玉県 ＳＴＲＣ
735 1746 5時間56分25秒 河津　次郎 ｶﾜﾂﾞ ｼﾞﾛｳ 兵庫県
736 1184 5時間56分28秒 森川 峰行 ﾓﾘｶﾜ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 らいと兄弟
737 1333 5時間56分29秒 岡崎 良信 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾝ 愛知県
738 643 5時間56分29秒 河合 康弘 ｶﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県
739 1525 5時間57分03秒 村長 康男 ﾑﾗﾅｶﾞ ﾔｽｵ 滋賀県
740 1387 5時間57分13秒 小原 裕史 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 むふ
741 1162 5時間57分17秒 有賀 雅浩 ｱﾘｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県
742 1528 5時間57分28秒 永田 博隆 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 日進会
743 722 5時間57分35秒 蓑島 健太 ﾐﾉｼﾏ ｹﾝﾀ 岐阜県
744 732 5時間57分49秒 青木 直登 ｱｵｷ ﾅｵﾄ 東京都
745 615 5時間57分49秒 伊勢 学 ｲｾ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 アイファイン
746 1003 5時間58分01秒 広岡 孝一 ﾋﾛｵｶ ﾀｶｶｽﾞ 愛知県 扇川ランナーズ
747 704 5時間58分05秒 伊藤 嗣剛 ｲﾄｳ ﾂｸﾞﾖｼ 愛知県
748 755 5時間58分23秒 友田 祐輔 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岡山県 ＷＲＲ
749 756 5時間58分23秒 大戸 泰二 ｵｵﾄ ﾀｲｼﾞ 岡山県 ＷＲＲ
750 754 5時間58分24秒 太田 貴光 ｵｵﾀ ﾀｶﾐﾂ 岡山県 ＷＲＲ
751 753 5時間58分24秒 平田 未希 ﾋﾗﾀ ﾐｷ 岡山県 ＷＲＲ
752 1098 5時間58分27秒 洞田 弘美 ﾎﾗﾀ ﾋﾛﾖｼ 愛知県
753 1708 5時間58分30秒 森 千明 ﾓﾘ ﾁｱｷ 神奈川県
754 1397 5時間58分43秒 樋口 福生 ﾋｸﾞﾁ ﾌｸｵ 京都府
755 1038 5時間58分46秒 栗原 英雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都
756 1423 5時間58分53秒 久保 久 ｸﾎﾞ ﾋｻｼ 長野県 きたながのＲＣ
757 1272 5時間59分04秒 宮下 慶之 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾕｷ 石川県
758 1639 6時間00分01秒 谷本 義之 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 大阪府
759 1507 6時間00分04秒 和久田 典弘 ﾜｸﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 ＴＥＡＭ　ＡＱ
760 1127 6時間00分28秒 伊藤 裕治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県 駆けっこ小僧
761 1674 6時間01分13秒 福地 和範 ﾌｸﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県
762 1448 6時間01分30秒 西脇 達也 ﾆｼﾜｷ ﾀﾂﾔ 千葉県
763 1193 6時間01分38秒 川井 浩一 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ 三重県 アクトス四日市
764 1563 6時間01分44秒 影山 雅実 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻﾐ 静岡県
765 1299 6時間03分08秒 玉田 まこと ﾀﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 岐阜県 ゆうまっち
766 1213 6時間03分09秒 大津 剛正 ｵｵﾂ ﾀｹﾏｻ 神奈川県
767 563 6時間03分11秒 太田 明 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 滋賀県
768 1004 6時間03分28秒 小山 正 ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 長野県 ＮＢＭＡ
769 1701 6時間03分40秒 岡部 亮介 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 長野県
770 1099 6時間03分40秒 奥原 将由 ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 長野県 奈川山菜（株）
771 1034 6時間03分41秒 笠原 靖史 ｶｻﾊﾗ ﾔｽｼ 埼玉県
772 766 6時間03分51秒 矢野 隆成 ﾔﾉ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 トヨタ自動車
773 1543 6時間04分05秒 柏木 隆幸 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県
774 1142 6時間04分17秒 木田 彰雄 ｷﾀﾞ ｱｷｵ 大阪府
775 689 6時間04分23秒 堀内 善巳 ﾎﾘｳﾁ ﾖｼﾐ 長野県
776 596 6時間04分26秒 中井 孝明 ﾅｶｲ ﾀｶｱｷ 愛知県
777 1178 6時間04分31秒 田中 正徳 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 東京都 ＯＪＩＳＡＮＳ
778 1404 6時間04分53秒 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 岐阜県 黒野あそか苑
779 526 6時間04分55秒 畑 和義 ﾊﾀ ｶｽﾞﾖｼ 長野県
780 1711 6時間04分56秒 原嶋 英雄 ﾊﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都
781 1721 6時間05分17秒 中島 智樹 ﾅｶｼﾏ ﾄﾓｷ 愛知県
782 1124 6時間05分37秒 柳澤 勝平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂﾍｲ 群馬県 上州楽走会
783 1688 6時間05分42秒 木村 英也 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔ 埼玉県 深谷仙元山ＲＣ
784 1240 6時間06分02秒 西澤 篤志 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂｼ 長野県 ＭＡＸ－ＳＣ
785 1247 6時間06分03秒 斎藤 剛太 ｻｲﾄｳ ｺﾞｳﾀ 長野県 株式会社淀川製鋼所
786 1263 6時間06分09秒 遠藤 昌宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県
787 1694 6時間06分41秒 高村 涼一 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 チームチャレンジ
788 1471 6時間06分41秒 山田 恵二 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都
789 1018 6時間07分34秒 片山 高 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 京都府
790 1100 6時間07分37秒 鈴木 拓治 ｽｽﾞｷ ﾀｸｼﾞ 千葉県
791 1663 6時間08分02秒 堀田 景介 ﾎｯﾀ ｹｲｽｹ 愛知県
792 1066 6時間08分06秒 佐藤 隆則 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 群馬県
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793 1190 6時間08分21秒 照井 正史 ﾃﾙｲ ﾏｻｼ 茨城県 ＲＵＮＺ
794 1153 6時間08分27秒 秋沢 徳明 ｱｷｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 愛知県
795 1131 6時間08分41秒 江刺家 正 ｴｻｼｶ ﾀﾀﾞｼ 東京都
796 685 6時間08分55秒 章 飯田 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府
797 1155 6時間09分16秒 新田 悠貴 ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 静岡県 撃沈爆走族
798 1007 6時間09分42秒 田島 裕三 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｿﾞｳ 長野県 日精　マックス
799 1217 6時間09分59秒 北山 二朗 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 兵庫県
800 1280 6時間10分17秒 押田 正広 ｵｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 大和物流
801 1648 6時間10分30秒 漆田 康弘 ｳﾙｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 イゲタサンライズ
802 735 6時間10分42秒 中山 慎太郎 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 岐阜県
803 1363 6時間10分44秒 長谷川 福夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｸｵ 新潟県
804 1388 6時間11分19秒 内澤 聡 ｳﾁｻﾞﾜ ｻﾄｼ 千葉県
805 1366 6時間12分00秒 山本 清孝 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 神奈川県
806 1139 6時間12分41秒 上巾 貴之 ｶﾐﾊﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県 ＣＬＵＢ自遊人
807 1163 6時間12分56秒 川倉 健治 ｶﾜｸﾗ ｹﾝｼﾞ 長野県 相澤病院
808 1615 6時間13分29秒 李 暁暉 ﾘ ｷｮｳｷ 長野県
809 1196 6時間13分38秒 笹尾 真敏 ｻｻｵ ﾏｻﾄｼ 東京都 酒楽酒集衆
810 1197 6時間13分38秒 水田 正勝 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻｶﾂ 東京都 酒楽酒集衆
811 1195 6時間13分38秒 丸山 充紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂｷ 埼玉県 酒楽酒集衆
812 1308 6時間14分29秒 小林 恵介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 東京都
813 1258 6時間14分38秒 澤田 正志 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 埼玉県 タイヘイ
814 1716 6時間14分42秒 山崎 諒介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県
815 1715 6時間14分43秒 椙田 光一郎 ｽｷﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜国立大学
816 1717 6時間14分43秒 杉本 悠太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉県
817 692 6時間14分52秒 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 長野県
818 1464 6時間15分08秒 伊藤 晋之 ｲﾄｳ ｸﾆﾕｷ 愛知県
819 684 6時間15分09秒 吉川 稔満 ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾐﾂ 愛知県
820 1249 6時間15分26秒 橋爪 俊明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ 長野県
821 1679 6時間15分28秒 東森 健志 ﾋｶﾞｼﾓﾘ ﾀｹｼ 大阪府
822 1278 6時間15分47秒 大堂 淳司 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱﾂｼ 茨城県 小貝川ＲＣ　守谷支部
823 1140 6時間16分28秒 西 健一 ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 大阪府 なし
824 1652 6時間16分47秒 田中 靖人 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾄ 愛知県
825 1250 6時間17分10秒 長谷川 祐太 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 愛知県 ろくさんぽ
826 1539 6時間17分13秒 中森 雄哉 ﾅｶﾓﾘ ﾕｳﾔ 大阪府
827 1477 6時間17分17秒 谷田 辰郎 ﾀﾆﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 大阪府 チームＳＳＲ
828 1522 6時間17分28秒 川上 賢司 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｼﾞ 三重県
829 1081 6時間17分32秒 水本 壮洋 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 静岡県
830 1413 6時間18分00秒 荷見 賢治 ﾊｽﾐ ｹﾝｼﾞ 静岡県
831 719 6時間18分01秒 五十嵐 光孝 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂﾀｶ 東京都
832 1425 6時間18分07秒 冨田 直樹 ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 栃木県
833 1143 6時間18分20秒 河地 成俊 ｶﾜﾁ ﾅﾙﾄｼ 滋賀県 やんちゃ村
834 636 6時間18分35秒 井藤 稔 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 長野県 イット会
835 1358 6時間18分47秒 前田 邦博 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 愛知県
836 1207 6時間18分51秒 水野 元博 ﾐｽﾞﾉ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県 釣人倶楽部
837 1484 6時間18分56秒 齊藤 大介 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県
838 1293 6時間19分24秒 村上 淳一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 愛知県 ＰＳＣ栄
839 650 6時間19分27秒 廣田 克彦 ﾋﾛﾀ ｶﾂﾋｺ 富山県
840 1651 6時間19分29秒 野澤 正明 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県 マスヤマラソンブ
841 1157 6時間20分01秒 野口 浩樹 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 東京都 ＲＵＮＺ
842 1223 6時間20分01秒 小柳 賢介 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｽｹ 神奈川県 ＲＵＮＺ
843 1657 6時間20分02秒 櫻井 尚行 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾕｷ 愛知県 コアラ一家
844 1006 6時間20分51秒 稲田 光弘 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 ＢＢワラーチ商會
845 1546 6時間20分51秒 藤井 康介 ﾌｼﾞｲ ｺｳｽｹ 東京都 ＢＢワラーチ商会
846 1712 6時間21分30秒 林 信介 ﾊﾔｼ ｼﾝｽｹ 愛知県
847 1707 6時間21分30秒 奥田 琢也 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 愛知県
848 1200 6時間21分49秒 岡 肇也 ｵｶ ﾄｼﾔ 神奈川県 酒楽酒集衆
849 1132 6時間22分32秒 森元　誠一郎
850 1743 6時間22分51秒 室井　亘 ﾑﾛｲ ﾜﾀﾙ 東京都
851 1690 6時間23分03秒 阿佐 亮祐 ｱｻ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 ＦＢ
852 504 6時間23分34秒 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 慶大陸上同好会
853 1371 6時間23分58秒 雪野 真一 ﾕｷﾉ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 千日走会
854 1106 6時間24分17秒 増山 定 ﾏｽﾔﾏ ｻﾀﾞﾑ 宮城県 チーム有酸素
855 1335 6時間24分22秒 越野 定文 ｺｼﾉ ｻﾀﾞﾌﾐ 神奈川県 ルーキーズ
856 1248 6時間24分28秒 黒田 真朗 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｵ 長野県
857 1428 6時間26分17秒 福田 光 ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 神奈川県
858 769 6時間26分34秒 小川 哲也 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県
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859 1442 6時間27分31秒 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 乗鞍で雪合戦
860 601 6時間27分31秒 石川 寛和 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 乗鞍で雪合戦
861 1538 6時間27分39秒 佐藤 亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 広島県 まめランナーズ
862 1719 6時間28分09秒 石岡 大貴 ｲｼｵｶ ﾋﾛﾀｶ 愛知県
863 1482 6時間28分17秒 木川 達人 ｷｶﾞﾜ ﾀﾂﾄ 東京都 慶應大学医学部
864 1161 6時間29分06秒 丑山 明 ｳｼﾔﾏ ｱｷﾗ 千葉県 ＫＲＣ
865 606 6時間42分44秒 絹田 裕一 ｷﾇﾀ ﾕｳｲﾁ 東京都


