
第35回みしま西山連峰登山マラソン大会
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みしま西山連峰登山ﾏﾗｿﾝ大会実行委員会
長岡市三島体育ｾﾝﾀｰ体育場

レース別　成績一覧

6 11km男子40歳～59歳
順位 ナンバーカードタイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム 地区

1 1137 0:43:34 徳永 健 ﾄｸﾅｶﾞ  ﾂﾖｼ YRC 十日町市
2 1154 0:46:47 村山 正人 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 新津走友会 新潟市江南区
3 1145 0:47:06 原田 正則 ﾊﾗﾀﾞ  ﾏｻﾉﾘ - 新潟市西蒲区
4 1161 0:52:18 米木 勇 ﾖﾈｷ ｲｻﾑ 沖歯科工業㈱ 新潟市江南区
5 1104 0:53:16 板垣 鉄也 ｲﾀｶﾞｷ  ﾃﾂﾔ - 新発田市
6 1165 0:53:50 渡邉 幸彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｷﾋｺ - 長岡市
7 1101 0:54:25 網野 裕隆 ｱﾐﾉ  ﾋﾛﾀｶ - 長岡市
8 1123 0:55:23 佐々木 貴英 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾃﾞ - 長岡市
9 1106 0:56:04 井上 哲 ｲﾉｳｴ  ｻﾄﾙ 柿ﾎﾞｰｲ 新潟市西蒲区

10 1115 0:56:12 椛澤 正人 ｶﾊﾞｻﾜ  ﾏｻﾄ - 新潟市秋葉区
11 1105 0:56:50 稲田 裕二 ｲﾅﾀﾞ  ﾕｳｼﾞ SSVSS 三条市
12 1108 0:57:35 遠藤 正志 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾏｻｼ - 長岡市
13 1143 0:58:17 野口 忠弘 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋﾛ あゆこうﾁｰﾑ 長岡市
14 1103 0:58:26 石田 誠治 ｲｼﾀﾞ  ｾｲｼﾞ 吉ﾌﾟﾘ 長岡市
15 1146 0:58:47 樋山 貴則 ﾋﾔﾏ  ﾀｶﾉﾘ ｱﾄﾞﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ長゙岡市
16 1141 0:59:07 名地 智久 ﾅﾁ  ﾄﾓﾋｻ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 三島郡出雲崎町
17 1121 0:59:35 古寺 克芳 ｺﾃﾞﾗ  ｶﾂﾖｼ - 新潟市秋葉区
18 1132 1:00:34 田上 和博 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ - 長岡市
19 1139 1:00:59 中川 直也 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾅｵﾔ - 十日町市
20 1124 1:01:03 佐藤 明弘 ｻﾄｳ  ｱｷﾋﾛ 出中60会 三島郡出雲崎町
21 1102 1:01:13 淡路 敏行 ｱﾜｼﾞ  ﾄｼﾕｷ - 長岡市
22 1119 1:01:19 北原 一 ｷﾀﾊﾗ  ﾊｼﾞﾒ - 長岡市
23 1142 1:02:10 二宮 和義 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾖｼ - 新潟市秋葉区
24 1111 1:02:15 小潟 和春 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾊﾙ - 長岡市
25 1126 1:02:19 山後 成秀 ｻﾝｺﾞ  ﾅﾙﾋﾃﾞ ﾁｰﾑﾐﾝﾄ 柏崎市
26 1130 1:02:57 高野 浩之 ﾀｶﾉ  ﾋﾛﾕｷ 三条柔道倶楽部 三条市
27 1107 1:03:01 今井 洋之 ｲﾏｲ  ﾋﾛﾕｷ - 長岡市
28 1127 1:04:11 品田 浩一 ｼﾅﾀﾞ  ｺｳｲﾁ - 長岡市
29 1129 1:04:20 高木 慎之助 ﾀｶｷ ｼﾝﾉｽｹ - 長岡市
30 1164 1:04:38 渡辺 宏昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛｱｷ - 長岡市
31 1156 1:05:13 森山 学 ﾓﾘﾔﾏ  ﾏﾅﾌﾞ - 長岡市
32 1163 1:06:06 渡辺 則行 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾉﾘﾕｷ - 阿賀野市
33 1159 1:06:09 山田 浩之 ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ 出中60会 三島郡出雲崎町
34 1113 1:06:52 長部 泰行 ｵｻﾍﾞ  ﾔｽﾕｷ - 長岡市
35 1140 1:08:18 中沢 敏博 ﾅｶｻﾞﾜ  ﾄｼﾋﾛ 吉ﾌﾟﾘ 長岡市
36 1151 1:09:11 本田 勉 ﾎﾝﾀﾞ  ﾂﾄﾑ - 長岡市
37 1148 1:10:15 廣川 克仁 ﾋﾛｶﾜ  ｶﾂﾋﾄ - 長岡市
38 1114 1:10:30 小田 健一 ｵﾀﾞ  ｹﾝｲﾁ ﾁｰﾑ朝日山 新潟市中央区
39 1112 1:12:10 小川 真宏 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ - 長岡市
40 1125 1:14:11 佐藤 宏 ｻﾄｳ  ﾋﾛｼ こみい 長岡市
41 1144 1:14:34 橋詰 亮彦 ﾊｼﾂﾞﾒ  ｱｷﾋｺ 雑走会 長岡市
42 1158 1:16:04 山田 寛幸 ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ - 長岡市
43 1109 1:17:08 遠藤 康央 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾔｽﾋﾛ 出中60会 新潟市秋葉区
44 1117 1:17:33 河内 聡明 ｶﾜｳﾁ ﾄｼｱｷ - 長岡市
45 1122 1:17:39 桜井 秀行 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ - 長岡市
46 1157 1:18:32 山口 隆行 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｶﾕｷ - 長岡市
47 1147 1:19:07 広井 忠雄 ﾋﾛｲ ﾀﾀﾞｵ K-ism 小千谷市
48 1155 1:20:16 元井 信明 ﾓﾄｲ ﾉﾌﾞｱｷ ｹｱｻﾎﾟｰﾄ長岡 長岡市



49 1133 1:20:43 田口 浩司 ﾀｸﾞﾁ  ｺｳｼﾞ 出中60会 三島郡出雲崎町
50 1136 1:20:49 土田 靖人 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ - 三条市
51 1110 1:23:35 大橋 弘和 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ - 見附市
52 1134 1:23:41 田中 浩 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ - 長岡市
53 1128 1:24:36 島田 憲孝 ｼﾏﾀﾞ  ﾉﾘﾀｶ - 新潟市秋葉区
54 1131 1:27:21 髙橋 吾大 ﾀｶﾊｼ ｺﾞﾀﾞｲ - 新潟市北区
55 1118 1:29:47 菊入 利明 ｷｸｲﾘ ﾄｼｱｷ - 長岡市
56 1116 1:32:16 河内 武彦 ｶﾜｳﾁ ﾀｹﾋｺ - 長岡市
57 1160 1:33:48 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ - 長岡市
58 1135 1:34:00 棚橋 隆浩 ﾀﾅﾊｼ ﾀｶﾋﾛ - 見附市


