
第35回みしま西山連峰登山マラソン大会
2019/5/26

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

2 ﾊｰﾌ男子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 2156 1:25:48 堤 健至 ﾂﾂﾐ  ﾀｹｼ T･T-AthleteClub 東京都港区
2 2179 1:27:41 宮島 一馬 ﾐﾔｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾏ - 三条市
3 2108 1:29:01 五十嵐 亘 ｲｶﾗｼ ﾜﾀﾙ 新発田自衛隊 新発田市
4 2186 1:32:31 吉岡 修 ﾖｼｵｶ ｵｻﾑ - 千葉県袖ケ浦市
5 2136 1:34:06 小林 貴之 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｶﾕｷ - 長岡市
6 2103 1:35:22 秋野 文宏 ｱｷﾉ  ﾌﾐﾋﾛ - 新潟市中央区
7 2175 1:38:54 松原 民雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾐｵ - 長岡市
8 2126 1:42:21 木戸 康光 ｷﾄﾞ  ﾔｽﾐﾂ - 新潟市東区
9 2173 1:44:26 眞島 吉春 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 陸遊会 魚沼市

10 2129 1:45:15 熊倉 正樹 ｸﾏｸﾗ  ﾏｻｷ - 五泉市
11 2106 1:46:43 新井 栄司 ｱﾗｲ ｴｲｼﾞ - 長岡市
12 2168 1:47:00 羽田 政留 ﾊﾀﾞ ﾏｻﾙ - 新潟市東区
13 2151 1:47:12 曽根 新 ｿﾈ  ｱﾗﾀ 甲州市駅伝ﾁｰﾑ 山梨県笛吹市
14 2178 1:48:51 丸山 雄也 ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳﾔ - 長岡市
15 2115 1:49:22 内山 智 ｳﾁﾔﾏ  ｻﾄｼ - 長岡市
16 2171 1:50:23 平林 由成 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾖｼﾅﾘ ALSOK新潟 新潟市中央区
17 2120 1:52:57 覚張 正樹 ｶﾞｸﾊﾘ  ﾏｻｷ - 魚沼市
18 2187 1:53:07 吉岡 文明 ﾖｼｵｶ  ﾌﾐｱｷ - 長岡市
19 2185 1:53:16 山田 征義 ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｻﾖｼ - 長岡市
20 2105 1:53:52 阿部 真司 ｱﾍﾞ  ｼﾝｼﾞ - 新潟市西区
21 2155 1:54:02 土田 正行 ﾂﾁﾀﾞ  ﾏｻﾕｷ - 新潟市江南区
22 2131 1:54:28 毛島 貴幸 ｹｼﾞﾏ  ﾀｶﾕｷ 西川FC 新潟市西蒲区
23 2101 1:55:29 青柳 和樹 ｱｵﾔｷﾞ  ｶｽﾞｷ - 小千谷市
24 2163 1:55:52 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ  ｼｹﾞﾙ ｱｸｼｰTT 新潟市秋葉区
25 2138 1:57:02 齋藤 大祐 ｻｲﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹ ちｰむ秋葉 新潟市江南区
26 2124 1:58:30 川嵜 裕二 ｶﾜｻｷ  ﾕｳｼﾞ - 上越市
27 2139 1:59:09 酒井 淳也 ｻｶｲ  ｼﾞｭﾝﾔ きのこﾄﾚﾗﾝ 長岡市
28 2130 2:03:02 黒井 順一 ｸﾛｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾃﾞﾝｶ生研 五泉市
29 2174 2:05:00 松野 純一 ﾏﾂﾉ  ｼﾞｭﾝｲﾁ - 新潟市西区
30 2159 2:05:47 栃堀 一樹 ﾄﾁﾎﾞﾘ ﾋﾄｷ 柏崎幸町RC 柏崎市
31 2143 2:05:55 佐藤 忠義 ｻﾄｳ  ﾀﾀﾞﾖｼ - 新潟市中央区
32 2183 2:07:12 山﨑 学 ﾔﾏｻﾞｷ  ﾏﾅﾌﾞ 65走怪RC 新潟市秋葉区
33 2104 2:07:48 安達 隆明 ｱﾀﾞﾁ  ﾀｶｱｷ ﾁｰﾑﾊﾞﾅﾅ 小千谷市
34 2109 2:08:15 池田 克己 ｲｹﾀﾞ  ｶﾂﾐ 長岡ﾗﾝﾅｰｽﾞ 長岡市
35 2162 2:09:00 中村 幸喜 ﾅｶﾑﾗ  ｺｳｷ ｻｯｶｰﾌｫｰﾗﾑ長岡 長岡市
36 2113 2:09:00 打越 賢俊 ｳﾁｺｼ ｶﾂﾄｼ うなぎいぬ新潟 新潟市中央区
37 2148 2:09:23 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ  ｹﾝｲﾁ ﾘｹﾝ 柏崎市
38 2119 2:09:25 長部 雄治 ｵｻﾍﾞ  ﾕｳｼﾞ - 長岡市
39 2137 2:09:37 齊藤 正一 ｻｲﾄｳ  ｼｮｳｲﾁ 東京下田工業(株) 長岡市
40 2181 2:09:58 山口 勝志 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶﾂｼ - 見附市
41 2192 2:11:04 和田 守 ﾜﾀﾞ  ﾏﾓﾙ - 見附市
42 2127 2:12:31 木村 敏雄 ｷﾑﾗ  ﾄｼｵ - 長岡市
43 2167 2:12:52 長谷部 一朗 ﾊｾﾍﾞ ｲﾁﾛｳ - 新潟市西区
44 2189 2:13:28 吉田 智 ﾖｼﾀﾞ  ｻﾄｼ - 長岡市
45 2195 2:14:02 渡辺 智之 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾄﾓﾕｷ 酔走楽部 新潟市西蒲区
46 2157 2:14:21 遠山 正博 ﾄｵﾔﾏ  ﾏｻﾋﾛ ﾁｰﾑ生産革新 長岡市
47 2142 2:14:45 佐藤 弘治 ｻﾄｳ  ｺｳｼﾞ - 長岡市
48 2184 2:15:02 山田 隆 ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｶｼ ◆MATY◆ 新潟市江南区



49 2193 2:15:12 渡邊 純人 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｽﾐﾄ - 石川県金沢市
50 2158 2:16:42 ところ屋 典久 ﾄｺﾛﾔ  ﾉﾘﾋｻ 出中60会 新潟市東区
51 2141 2:16:51 佐藤 友由 ｻﾄｳ ﾄﾓﾖｼ - 長岡市
52 2135 2:18:02 小林 道明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｱｷ - 見附市
53 2117 2:18:43 内山 丈明 ｳﾁﾔﾏ  ﾀｹｱｷ ｱｯﾌﾟﾗｲﾄRC 新潟市西区
54 2118 2:19:09 大谷 利浩 ｵｵﾀﾆ  ﾄｼﾋﾛ 北越水運(株) 新潟市西区
55 2180 2:19:19 目黒 勉 ﾒｸﾞﾛ  ﾂﾄﾑ - 新潟市西区
56 2128 2:19:26 国松 克男 ｸﾆﾏﾂ  ｶﾂｵ ﾁｰﾑ生産革新 小千谷市
57 2152 2:21:40 高橋 竜也 ﾀｶﾊｼ  ﾀﾂﾔ - 新潟市東区
58 2194 2:23:48 渡辺 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾃﾂﾔ 玉狛第2 長岡市
59 2150 2:24:41 鈴木 康雄 ｽｽﾞｷ  ﾔｽｵ - 長岡市
60 2169 2:25:12 濱田 龍次 ﾊﾏﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ ﾁｰﾑ和 北蒲原郡聖籠町
61 2145 2:25:30 嶋田 勇 ｼﾏﾀﾞ  ｲｻﾑ ｼﾏﾀﾞ装飾 南魚沼市
62 2166 2:26:03 長谷川 功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 介護?ﾎﾞｸｻｰ 長岡市
63 2149 2:26:33 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ  ｻﾄｼ 美味しくて味処hana毛亭上越市
64 2144 2:26:56 佐藤 良郎 ｻﾄｳ  ﾖｼﾛｳ - 新潟市江南区
65 2165 2:28:36 西野 一也 ﾆｼﾉ  ｶｽﾞﾔ - 長岡市
66 2132 2:28:42 小池 豊 ｺｲｹ  ﾕﾀｶ 豊田屋 長岡市
67 2188 2:29:34 吉津 由貴 ﾖｼｽﾞ ﾖｼｷ 超みしまﾌｧﾝ! 新潟市西区
68 2191 2:30:43 和田 浩顕 ﾜﾀﾞ  ﾋﾛｱｷ - 燕市
69 2114 2:31:30 内山 貴光 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ 片貝飛脚会 小千谷市
70 2123 2:32:47 樺澤 肇 ｶﾊﾞｻﾜ  ﾊｼﾞﾒ - 東京都港区
71 2111 2:33:19 今井 直樹 ｲﾏｲ  ﾅｵｷ - 三条市
72 2134 2:34:11 小林 徳生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 長岡みしまRC 長岡市
73 2125 2:35:18 川島 直志 ｶﾜｼﾏ  ﾅｵｼ もえRUN 新潟市東区
74 2140 2:36:04 坂口 正尚 ｻｶｸﾞﾁ  ﾏｻﾅｵ - 千葉県富里市
75 2153 2:36:14 高橋 宏明 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾛｱｷ - 長岡市
76 2164 2:42:34 名古 善晃 ﾅｺﾞ ﾖｼﾃﾙ 新潟県少年自然の家村上市
77 2112 2:43:55 井本 雅義 ｲﾓﾄ  ﾏｻﾖｼ - 新潟市秋葉区
78 2182 2:44:31 山崎 順司 ﾔﾏｻﾞｷ  ｼﾞｭﾝｼﾞ - 長岡市
79 2172 2:44:50 柾谷 義文 ﾏｻﾔ  ﾖｼﾌﾐ - 長岡市
80 2176 2:45:38 丸山 宗一 ﾏﾙﾔﾏ  ｿｳｲﾁ 大光銀行 燕市
81 2177 2:46:38 丸山 英裕 ﾏﾙﾔﾏ  ﾋﾃﾞﾋﾛ - 長岡市


