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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

5 11km男子高校生～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 1028 0:42:23 田中 北人 ﾀﾅｶ  ﾎｸﾄ (株)ﾅｶﾞｵｶｻｯｼ工業小千谷市
2 1023 0:43:52 佐藤 剣慎 ｻﾄｳ  ｹﾝｼﾝ 新潟県立大学 長岡市
3 1019 0:45:52 計良 優輝 ｹﾗ ﾕｳｷ みずでん 長岡市
4 1033 0:46:41 原 悠輔 ﾊﾗ ﾕｳｽｹ - 長岡市
5 1014 0:47:21 加藤 辰志 ｶﾄｳ  ﾀﾂｼ - 阿賀野市
6 1016 0:48:16 木島 魁飛 ｷｼﾞﾏ  ｶｲﾄ - 小千谷市
7 1039 0:48:21 溝坂 祐介 ﾐｿﾞｻｶ  ﾕｳｽｹ - 阿賀野市
8 1020 0:49:48 後藤 拓志 ｺﾞﾄｳ  ﾀｸｼ ﾁｰﾑ510 妙高市
9 1010 0:50:12 小川 優樹 ｵｶﾞﾜ  ﾕｳｷ 毎日笑顔健康ｸﾗﾌﾞおがわ埼玉県戸田市

10 1048 0:50:44 和田 昌明 ﾜﾀﾞ  ﾏｻｱｷ - 長岡市
11 1045 0:51:10 由井 健太郎 ﾕｲ  ｹﾝﾀﾛｳ NPRC 東蒲原郡阿賀町
12 1042 0:51:38 山田 隆志 ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｶｼ 日赤走ろう会 長岡市
13 1044 0:53:56 山本 直 ﾔﾏﾓﾄ  ｽﾅｵ - 三条市
14 1013 0:54:15 梶山 修司 ｶｼﾞﾔﾏ  ｼｭｳｼﾞ ｱﾄﾞﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ長゙岡市
15 1015 0:54:18 河合 武之 ｶﾜｲ  ﾀｹﾕｷ ﾎﾃﾙ飛鳥 長岡市
16 1046 0:57:02 横田 晃行 ﾖｺﾀ ｱｷﾕｷ 古澤製作所 燕市
17 1047 0:57:27 横山 純 ﾖｺﾔﾏ  ｼﾞｭﾝ - 三条市
18 1029 0:57:45 富所 将士 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ  ﾏｻｼ - 燕市
19 1008 0:59:46 大久保 峻 ｵｵｸﾎﾞ  ﾀｶｼ - 長岡市
20 1006 1:00:36 稲垣 辰彦 ｲﾅｶﾞｷ  ﾀﾂﾋｺ - 長岡市
21 1012 1:01:46 香川 涼太朗 ｶｶﾞﾜ  ﾘｮｳﾀﾛｳ - 長岡市
22 1018 1:01:52 楠本 考平 ｸｽﾓﾄ  ｺｳﾍｲ - 見附市
23 1017 1:02:21 来住南 匠 ｷｽﾅ  ﾀｸﾐ - 長岡市
24 1035 1:02:25 船見 朋輝 ﾌﾅﾐ ﾄﾓｷ K-ism 長岡市
25 1009 1:03:13 大島 裕二 ｵｵｼﾏ  ﾕｳｼﾞ ｱﾄﾞﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ長゙岡市
26 1005 1:03:36 池田 裕行 ｲｹﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ - 長岡市
27 1001 1:05:27 青柳 卓 ｱｵﾔｷﾞ  ｽｸﾞﾙ - 長岡市
28 1049 1:05:55 渡辺 武 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｹｼ - 長岡市
29 1036 1:06:19 細貝 友樹 ﾎｿｶｲ ﾄﾓｷ - 長岡市
30 1041 1:07:44 山田 広大 ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳﾀﾞｲ - 長岡市
31 1025 1:08:32 関 龍 ｾｷ  ﾄｵﾙ - 群馬県前橋市
32 1022 1:10:12 小林 竜也 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂﾔ - 長岡市
33 1034 1:15:24 武藤 昂士郎 ﾌﾞﾄｳ  ｺｳｼﾛｳ SRT 長岡市
34 1027 1:16:15 高橋 渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ ｶﾞｽｼｮｯﾌﾟ三島与板店長岡市
35 1032 1:16:24 西野 陵輔 ﾆｼﾉ  ﾘｮｳｽｹ - 長岡市
36 1007 1:21:33 植木 豊聡 ｳｴｷ  ﾄﾖｻﾄ 吉ﾌﾟﾘ 長岡市
37 1011 1:21:59 貝瀬 直丈 ｶｲｾ  ﾅｵﾀｹ - 長岡市
38 1030 1:22:09 中沢 裕也 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ ｶﾞｽｼｮｯﾌﾟ三島与板店長岡市
39 1040 1:22:16 村上 和彦 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ ｶﾞｽｼｮｯﾌﾟ三島与板店燕市
40 1026 1:22:58 高野 靖薫 ﾀｶﾉ  ﾔｽﾉﾌﾞ - 新潟市秋葉区
41 1003 1:25:23 足立 泰音 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾄ - 長岡市
42 1038 1:25:43 丸山 大輔 ﾏﾙﾔﾏ  ﾀﾞｲｽｹ - 妙高市
43 1024 1:25:53 佐藤 利光 ｻﾄｳ  ﾄｼﾐﾂ - 長岡市
44 1043 1:27:37 山田 智弘 ﾔﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾋﾛ - 福島県いわき市
45 1002 1:28:44 青柳 長治 ｱｵﾔｷﾞ  ﾁｮｳｼﾞ (株)ヴｧｰﾃｯｸｽ 長岡市
46 1004 1:35:48 五十嵐 直人 ｲｶﾗｼ  ﾅｵﾄ - 新潟市南区


