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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

7 11km男子60歳以上
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 1243 0:48:36 塚田 義一 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 能生陸上ｸﾗﾌﾞ 糸魚川市
2 1217 0:53:44 日馬 貢 ｸｻﾏ  ﾐﾂｸﾞ 南能生ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 糸魚川市
3 1258 0:54:07 山口 芳夫 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾖｼｵ 曽根建株式会社 新潟市東区
4 1266 0:54:57 渡辺 隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 加茂市 加茂市
5 1208 0:57:20 大倉 英夫 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞｵ - 長岡市
6 1216 0:59:02 金子 功 ｶﾈｺ ｲｻｵ - 長岡市
7 1242 0:59:15 知野 敦雄 ﾁﾉ  ｱﾂｵ 燕ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ 三条市
8 1233 1:00:19 杉木 辰也 ｽｷﾞｷ  ﾀﾂﾔ TT-杉 長岡市
9 1211 1:00:23 小方 卓 ｵｶﾞﾀ  ﾀｶｼ - 長岡市

10 1252 1:00:30 松原 俊昭 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 読売新潟 新潟市南区
11 1248 1:01:34 沼川 猛 ﾇﾏｶﾞﾜ ﾀｹｼ ﾅﾀﾞﾁ亀ﾛｳｼﾞﾝ 上越市
12 1255 1:01:35 室橋 春男 ﾑﾛﾊｼ ﾊﾙｵ - 長岡市
13 1207 1:01:55 内山 孝夫 ｳﾁﾔﾏ  ﾀｶｵ - 魚沼市
14 1247 1:02:26 庭野 二三男 ﾆﾜﾉ  ﾌﾐｵ - 十日町市
15 1226 1:03:03 坂田 健秋 ｻｶﾀ ﾀﾃｱｷ - 新潟市西区
16 1228 1:03:04 佐藤 正二 ｻﾄｳ ｼｮｳｼﾞ - 長岡市
17 1240 1:03:39 棚村 善博 ﾀﾅﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ - 長岡市
18 1235 1:04:45 髙嶋 尚美 ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾖｼ - 三条市
19 1237 1:04:58 髙山 信次 ﾀｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ - 新潟市秋葉区
20 1245 1:05:23 中島 昭夫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ ﾗｯｷｰ山遊会 長岡市
21 1205 1:09:51 板鼻 幸雄 ｲﾀﾊﾅ ﾕｷｵ ﾁｬｵﾌﾟﾗﾔ 南魚沼市
22 1206 1:10:01 伊藤 昌一 ｲﾄｳ  ｼｮｳｲﾁ - 上越市
23 1218 1:10:42 小林 久隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾀｶ - 長岡市
24 1257 1:10:50 山口 幸雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｵ - 新発田市
25 1210 1:11:07 岡 富一郎 ｵｶ  ﾄﾐｲﾁﾛｳ 山長組 長岡市
26 1231 1:11:28 信賀 力 ｼﾝｶﾞ  ﾂﾄﾑ - 見附市
27 1259 1:11:31 山田 修 ﾔﾏﾀﾞ  ｵｻﾑ - 長岡市
28 1239 1:12:27 竹部 敏幸 ﾀｹﾍﾞ  ﾄｼﾕｷ - 長岡市
29 1265 1:13:17 渡辺 嘉一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾁ TEAM爛々 長岡市
30 1229 1:14:20 猿田 広樹 ｻﾙﾀ ｺｳｷ - 刈羽郡刈羽村
31 1224 1:14:21 酒井 勲 ｻｶｲ  ｲｻｵ ﾌﾚﾝﾄﾞ本部 見附市
32 1249 1:14:48 坂西 政之 ﾊﾞﾝｻﾞｲ  ﾏｻﾕｷ - 魚沼市
33 1256 1:15:01 柳原 和明 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ - 見附市
34 1222 1:15:48 小森 正春 ｺﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 山菜ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 長岡市
35 1219 1:15:56 小林 丈太郎 ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 千楽の会 長岡市
36 1254 1:16:57 丸山 久 ﾏﾙﾔﾏ  ﾋｻｼ - 千葉県鎌ケ谷市
37 1201 1:19:02 浅田 常雄 ｱｻﾀﾞ ﾂﾈｵ 片貝飛脚会 小千谷市
38 1261 1:19:11 横野 輝雄 ﾖｺﾉ ﾐﾂｵ 特老よねやまの里上越市
39 1262 1:20:42 吉澤 哲雄 ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾂｵ - 埼玉県川越市
40 1212 1:21:25 小田 一宇 ｵﾀﾞ ｲﾁｳ - 村上市
41 1260 1:21:56 横坂 正晴 ﾖｺｻｶ ﾏｻﾊﾙ - 長岡市
42 1215 1:23:22 金澤 健 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹｼ らんらん遊夢 長岡市
43 1223 1:23:46 斎藤 文雄 ｻｲﾄｳ  ﾌﾐｵ - 三条市
44 1250 1:23:54 堀口 修一 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ - 長岡市
45 1232 1:25:22 菅沼 忠 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀﾀﾞｼ 寺泊健走会 長岡市
46 1241 1:26:14 田村 豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ - 長岡市
47 1214 1:26:39 金泉 春雄 ｶﾅｲｽﾞﾐ ﾊﾙｵ 長岡ﾗﾝﾅｰｽﾞ 長岡市
48 1246 1:27:38 中野 義昭 ﾅｶﾉ  ﾖｼｱｷ - 長岡市



49 1220 1:28:12 駒形 孝二 ｺﾏｶﾞﾀ  ｺｳｼﾞ かっちき東の風 南魚沼市
50 1264 1:28:28 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾉﾙ 渡り廊下走り隊 三条市
51 1203 1:31:02 池浦 彰一 ｲｹｳﾗ  ｼｮｳｲﾁ ﾗﾝｸﾗ新潟 新潟市中央区
52 1251 1:31:49 松岡 正恭 ﾏﾂｵｶ  ﾏｻﾔｽ - 長岡市
53 1263 1:37:17 吉沢 行雄 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｷｵ - 長岡市


