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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

1 ﾊｰﾌ男子18歳～39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 2035 1:24:43 藤澤 聡志 ﾌｼﾞｻﾜ  ｻﾄｼ 猫ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 上越市
2 2020 1:27:08 瀬賀 竜馬 ｾｶﾞ ﾘｮｳﾏ 新発田自衛隊 新発田市
3 2012 1:29:10 古寺 達也 ｺﾃﾞﾗ  ﾀﾂﾔ - 新潟市秋葉区
4 2009 1:34:28 倉嶋 康行 ｸﾗｼﾏ ﾔｽﾕｷ 越佐ほいさ 新発田市
5 2028 1:35:05 千原 一晃 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 新発田自衛隊 新発田市
6 2006 1:35:17 小川 友一 ｵｶﾞﾜ  ﾄﾓｶｽﾞ - 新発田市
7 2005 1:36:23 大塚 涼平 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾍｲ 新発田自衛隊 新発田市
8 2042 1:37:17 渡辺 慶人 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹｲﾄ - 新潟市東区
9 2024 1:38:03 滝川 泰弘 ﾀｷｶﾜ  ﾔｽﾋﾛ - 新潟市中央区

10 2037 1:39:44 山賀 敏樹 ﾔﾏｶﾞ ﾄｼｷ - 柏崎市
11 2015 1:40:30 佐藤 友裕 ｻﾄｳ  ﾄﾓﾋﾛ - 柏崎市
12 2011 1:41:20 古田島 裕 ｺﾀﾞｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 新発田自衛隊 新発田市
13 2040 1:42:13 山本 暖 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾀﾙ - 上越市
14 2029 1:42:43 中倉 渉 ﾅｶｸﾗ ﾜﾀﾙ - 北蒲原郡聖籠町
15 2030 1:44:10 中村 雄輔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ - 新発田市
16 2031 1:50:05 西方 太地 ﾆｼｶﾀ  ﾀｲﾁ 新潟ﾄｷﾗﾝ 長岡市
17 2018 1:50:28 杉村 勇輝 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 新発田自衛隊 新発田市
18 2032 1:54:29 樋口 朋紀 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｷ - 阿賀野市
19 2034 1:58:03 広川 賢太郎 ﾋﾛｶﾜ  ｹﾝﾀﾛｳ - 長岡市
20 2017 2:03:03 霜鳥 敏之 ｼﾓﾄﾘ  ﾄｼﾕｷ ｺﾛﾅｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 三条市
21 2016 2:03:38 佐藤 誠 ｻﾄｳ  ﾏｺﾄ ｶﾑﾚｯｽﾞ 見附市
22 2022 2:03:48 高橋 悠 ﾀｶﾊｼ  ﾕｳ - 見附市
23 2036 2:04:27 堀越 建生 ﾎﾘｺｼ  ﾀﾃｵ - 埼玉県熊谷市
24 2023 2:09:49 高村 匡志 ﾀｶﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ - 南魚沼市
25 2026 2:14:38 田中 智哉 ﾀﾅｶ  ﾄﾓﾔ - 福島県相馬市
26 2021 2:14:51 高橋 智大 ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾋﾛ - 長岡市
27 2004 2:14:54 大浦 優斗 ｵｵｳﾗ ﾏｻﾄ K-ism 新潟市中央区
28 2007 2:15:54 菊池 義仁 ｷｸﾁ  ﾖｼﾋﾄ - 長岡市
29 2038 2:17:44 山賀 和也 ﾔﾏｶﾞ  ｶｽﾞﾔ - 小千谷市
30 2003 2:19:54 上野山 敦士 ｳｴﾉﾔﾏ  ｱﾂｼ - 新潟市中央区
31 2001 2:23:29 飯田 了 ｲｲﾀﾞ  ﾘｮｳ 浅妻信ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ 新潟市西区
32 2008 2:31:39 北澤 正幸 ｷﾀｻﾞﾜ  ﾏｻﾕｷ - 長岡市
33 2027 2:34:42 種村 宏 ﾀﾈﾑﾗ  ﾋﾛｼ HNRC 新潟市西区
34 2002 2:36:17 池田 仁史 ｲｹﾀﾞ  ﾋﾄｼ - 長岡市
35 2013 2:39:39 小林 卓 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸ #teamganbare 長岡市


