
No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 D1046 高橋 岳志 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 新潟市

A1001 古寺 達也 ｺﾃﾞﾗ ﾀﾂﾔ 新潟市 新潟郵便局 D1047 秋山 翼 ｱｷﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 魚沼市

A1002 今井 清隆 ｲﾏｲ ｷﾖﾀｶ 南魚沼市 南魚沼市陸協 A1048 綾野 陽仁 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ ⾧岡市

A1003 大野 由純 ｵｵﾉ ﾖｼｽﾞﾐ 新潟市 新潟日報ＲＣ A1049 渡辺 空守 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾘ 小千谷市

A1004 加藤 尚希 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 上越市 ⾧岡工業高等専門学校 B1050 五十嵐 紀人 ｲｶﾗｼ ﾉﾘﾄ 岩船郡関川村 えちごせきかわ丸重商店

B1005 松野 広樹 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｷ 上越市 A1051 井関 智也 ｲｾｷ ﾄﾓﾔ 胎内市 松沢商会ＲＣ

A1006 小森 博之 ｺﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 上越市 オギハラ工業㈱ D1052 新井田 謙 ﾆｲﾀﾞ ｹﾝ 新潟市

B1007 米持 俊輔 ﾖﾈﾓﾁ ｼｭﾝｽｹ ⾧岡市 A1053 石田 朗 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ 上越市

D1008 西脇 天太 ﾆｼﾜｷ ﾃﾝﾀ ⾧岡市 A1054 北澤 正清 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｷﾖ 新潟市

D1009 横山 将太 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ ⾧岡市 A1055 金澤 佑輔 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 南魚沼市

C1010 永原 直樹 ｴｲﾊﾗ ﾅｵｷ 上越市 C1056 松井 太陽 ﾏﾂｲ ﾀｲﾖｳ 南魚沼市

A1011 関 翔弥 ｾｷ ｼｮｳﾔ 南魚沼市 C1057 山崎 友太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 新潟市

D1012 多賀 祥治 ﾀｶﾞ ｼｮｼﾞ 新潟市 C1058 丸山 晃平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 魚沼市

A1013 高村 一樹 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 南魚沼市 南魚沼市陸協 C1059 今井 優作 ｲﾏｲ ﾕｳｻｸ ⾧岡市

C1014 渡邉 正好 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 新潟市 新潟市 A1060 松井 裕之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 小千谷市

C1015 武田 隆行 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 魚沼市 A1061 大平 健奨 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｹﾝｽｹ 南魚沼市 THERUNMAN

C1016 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 南魚沼市 A1062 高野 恒平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 上越市

C1017 ⾧岡 聡 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾄｼ 新潟市 A1063 髙橋 貴央 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ 燕市 燕中等教育学校

C1018 阿久津 忠秀 ｱｸﾂ ﾀﾀﾞﾋﾃ 新潟市 日本血液製剤機構 C1064 吉澤 優太 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 新潟市 魚沼基幹病院

A1019 樋口 朋紀 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 阿賀野市 A1065 柳澤 和人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 見附市

A1020 戸沢 怜 ﾄｻﾞﾜ ﾚｲ 魚沼市 魚沼開発㈱ A1066 大坂 朋生 ｵｵｻｶ ﾄﾓｷ 新潟市 新潟ランナーズ

C1021 角屋 明 ｽﾐﾔ ｱｷﾗ 魚沼市 チームハァハァ A1067 田中 雅也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ ⾧岡市

A1022 加藤 弘明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 新潟市 A1068 相馬 平 ｿｳﾏ ﾀｲﾗ 村上市 村上市陸協

C1023 相澤 賢太郎 ｱｲｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟市 ほしのＲＣ A1069 小池 亮太 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 岩船郡関川村 関川ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾙｰ

C1024 金津 雄太 ｶﾅﾂﾞ ﾕｳﾀ 柏崎市 C1070 大岩 和正 ｵｵｲﾜ ｶｽﾞﾏｻ 新潟市

B1025 中條 大地 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 小千谷市 A1071 伊藤 圭佑 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 岩船郡関川村 ＲＣＳ

D1026 永井 瑛介 ﾅｶﾞｲ ｴｲｽｹ 燕市 A1072 ⾧谷川 輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 柏崎市 ＦＲＥＥＲＵＮ

A1027 及川 智弘 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上越市 高田高校羽球部顧問 C1073 小柳 昂輝 ｵﾔﾅｷﾞ ｺｳｷ 加茂市

A1028 渡辺 隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 岩船郡関川村 上関ＲＣＳ C1074 白石 駿太郎 ｼﾗｲｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ ⾧岡市

A1029 森山 等 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 魚沼市 A1075 宮澤 康平 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ ⾧岡市

C1030 古澤 学 ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 新潟市 C1076 渡邊 啓介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 三条市

A1031 吉川 優也 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾔ 燕市 ＪＡにいがた南蒲 B1077 小竹 智弘 ｺﾀｹ ﾄﾓﾋﾛ 新潟市

A1032 阿部 翔馬 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾏ 新潟市 B1078 林 真名歩 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 西蒲原郡弥彦村

B1033 深谷 賢志 ﾌｶﾔ ｻﾄｼ 新潟市 B1079 上村 俊介 ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 南魚沼市

B1034 笠原 拓馬 ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾏ 新潟市 A1080 平澤 善博 ﾋﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 小千谷市

A1035 山之内 健 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹｼ 魚沼市 B1081 猪狩 直哉 ｲｶﾞﾘ ﾅｵﾔ 南魚沼市

B1036 下村 明央 ｼﾓﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 魚沼市 エンジョイＳＣ A1082 阿部 康人 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾄ 南魚沼市 南魚沼市陸協

B1037 横山 裕哉 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 上越市 A1083 山川 浩幸 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 妙高市

C1038 鈴木 幸治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 見附市 C1084 龍池 雄人 ﾘｭｳﾁ ﾕｳﾄ ⾧岡市

A1039 平田 達哉 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 岩船郡関川村 ＲＣＳ A1085 加藤 有輝也 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 岩船郡関川村 村上総合病院

A1040 蓑輪 誠 ﾐﾉﾜ ﾏｺﾄ 上越市 エム・エー・シー C1086 丸山 晟也 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 南魚沼市

B1041 相崎 涼太 ｱｲｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 小千谷市 おぢや酔走楽部 A1087 小林 道一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｶｽﾞ 魚沼市

B1042 島津 宏幸 ｼﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 新発田市 C1088 五十嵐 淳 ｲｶﾗｼ ｼﾞｭﾝ ⾧岡市

C1045 井口 智季 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 魚沼市 A1089 栁田 和毅 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶｽﾞｷ 小千谷市

一般男子高校生以上39歳以下

ハーフマラソンの部（男子）



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

C1090 丸山 朋樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 十日町市 柳の下 F1209 佐藤 隆光 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ ⾧岡市 IWATSUKA6

C1091 霜越 洋平 ｼﾓｺｼ ﾖｳﾍｲ 新潟市 F1210 畳谷 和之 ｼﾞｮｳﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ ⾧岡市 IWATSUKA6

D1092 原 英徳 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三条市 チーム朝日山 F1211 樋浦 秀雄 ﾋｳﾗ ﾋﾃﾞｵ ⾧岡市 IWATSUKA6

C1093 中村 雅哉 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 南魚沼市 G1212 田中 芳久 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｻ ⾧岡市

B1094 鈴木 正洋 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 南魚沼市 F1213 平澤 孝志 ﾋﾗｻﾜ ﾀｶｼ 柏崎市

C1095 八代 司 ﾔｼﾛ ﾂｶｻ 魚沼市 第四北越銀行 F1214 関 泰 ｾｷ ﾔｽｼ 南魚沼市

C1096 新野 桂太 ﾆｲﾉ ｹｲﾀ 岩船郡関川村 F1215 菊地 益男 ｷｸﾁ ﾏｽｵ 柏崎市

B1097 中野 裕介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 新潟市 E1216 ⿁頭 知宏 ｷﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 上越市

C1098 遠藤 祐亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 新発田市 F1217 水落 仁 ﾐｽﾞｵﾁ ﾋﾄｼ 南魚沼郡湯沢町

A1099 南雲 初 ﾅｸﾞﾓ ﾊｼﾞﾒ 新発田市 G1218 丸山 陽輔 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ ⾧岡市 白山ランナーズ

B1100 阿部 潤吉 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷﾁ 新潟市 G1219 ⾧谷川 敏 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 新潟市

C1101 田中 裕登 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 新潟市 G1220 齋藤 信弘 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 五泉市

A1102 伊藤 司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 新潟市 H1221 佐藤 真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 新潟市

C1103 齋藤 周也 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 上越市 柏崎地域振興局 H1222 宮本 伸寛 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 新潟市 新潟県庁

C1104 大倉 翔平 ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾍｲ 新潟市 J1223 今村 友 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳ 魚沼市 ゴブリンズ

C1105 大平 智樹 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｷ 南魚沼市 B1224 上村 斉 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾄｼ 新潟市

D1106 本合 和也 ﾎﾝｺﾞｳ ｶｽﾞﾔ 新潟市 B1225 藤井 直行 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾕｷ 南魚沼市

B1107 馬場 賢史郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｼﾛｳ 魚沼市 B1226 小野塚 智行 ｵﾉﾂﾞｶ ﾄﾓﾕｷ 南魚沼郡湯沢町

D1108 瀬戸 隼太 ｾﾄ ｼｭﾝﾀ ⾧岡市 への道 A1227 斎藤 諭 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 五泉市 県立新潟南高校数学科

D1109 桑原 大輔 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 新潟市 A1228 白木 公二郎 ｼﾗｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 新潟市 ＳＪＰ

D1110 細川 正太郎 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 新潟市 A1229 笹川 明人 ｻｻｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 妙高市

D1111 田中 陽太 ﾀﾅｶ ﾖｳﾀ ⾧岡市 C1230 高頭 日出夫 ﾀｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 燕市

C1112 伊藤 淳貴 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 小千谷市 C1231 佐藤 文孝 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 南魚沼市

C1113 髙橋 潤矢 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ ⾧岡市 A1232 小林 逸郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｵ 新潟市 ENCOUNTER

D1114 安藤 翔太 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ ⾧岡市 ﾈｸｽｺ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ新潟 D1233 青柳 春生 ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾙｵ 新潟市 voeux

C1115 熊田 けん太 ｸﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 十日町市 A1234 木暮 享 ｺｸﾞﾚ ﾄｵﾙ 南魚沼郡湯沢町 湯沢町有酸素運動倶楽部

C1116 金澤 元気 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 魚沼市 A1235 星 範光 ﾎｼ ﾉﾘﾐﾂ 魚沼市

D1117 幸田 剛 ｺｳﾀﾞ ｺﾞｳ ⾧岡市 B1236 飯塚 雄一郎 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 南魚沼市

D1118 小林 広武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ 魚沼市 C1237 高山 豊 ﾀｶﾔﾏ ﾕﾀｶ ⾧岡市

D1120 永井 翔大 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 新潟市 C1238 池田 勉 ｲｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ ⾧岡市 ＤＡＩＧＯ！！

B1121 宮下 翼 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 南魚沼市 魚沼醸造(株) C1239 志太 裕樹 ｼﾀﾞ ﾕｳｷ 魚沼市

B1122 唐澤 健太 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ 魚沼市 魚沼醸造(株) A1240 平田 武史 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 岩船郡関川村 ＲＣＳ

B1123 関 竜太 ｾｷ ﾘｭｳﾀ 南魚沼市 魚沼醸造(株) C1241 若井 尚史 ﾜｶｲ ﾏｻｼ 南魚沼市 協栄ドライ

C1124 小林 克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 南魚沼市 雪国ランナーズクラブ C1242 高松 恵一 ﾀｶﾏﾂ ｹｲｲﾁ 新潟市

A1125 上村 和広 ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 十日町市 雪国ランナーズクラブ B1243 ⾧谷川 靖 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽｼ 新潟市

B1126 ⾧谷川 貴宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ ⾧岡市 C1244 砂山 保昭 ｽﾅﾔﾏ ﾔｽｱｷ 南魚沼市

A1245 中野 雅敏 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 小千谷市 一測ＡＣ

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 B1246 高野 浩之 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 三条市 燕ジョグ

C1201 坪谷 哲志 ﾂﾎﾞﾔ ﾀｶｼ 加茂市 チーム加茂 D1247 白川 貴士 ｼﾗｶﾜ ﾀｶｼ 新潟市

F1202 貴傳名 甲 ｷﾃﾞﾅ ｺｳ 胎内市 ランチュウ軍団 C1248 宮下 祐治 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞ 柏崎市

F1203 櫻井 孝明 ｻｸﾗｲ ﾀｶｱｷ 新潟市 B1249 筧 忍武 ｶｹｲ ｼﾉﾌﾞ 南魚沼市 伍社

F1204 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 上越市 味処ﾊﾅ毛亭＠浜松支店 B1250 清水 学 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ 中魚沼郡津南町 東京コイン倶楽部

F1205 松本 雄二郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 新潟市 ＡＬＳＯＫ新潟 C1251 江田 岳誉 ｴﾀﾞ ﾀｹﾖｼ 新潟市

F1206 勝又 稔 ｶﾂﾏﾀ ﾐﾉﾙ 南魚沼市 魚沼基幹病院 A1252 熊倉 正樹 ｸﾏｸﾗ ﾏｻｷ 五泉市

F1207 岡村 勝 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 柏崎市 ヤマト運輸 B1253 柴山 敏也 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼﾔ 上越市

F1208 小林 暁 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 南魚沼市 A1254 伊勢谷 真臣 ｲｾﾔ ﾏｻｵﾐ 新潟市 ＪＪＪ

一般男子40歳以上49歳以下



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

C1255 仲村 信也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 新潟市 C1301 小田桐 光夫 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾐﾂｵ ⾧岡市 TAMAリバクラブ

C1256 岩田 一樹 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 新潟市 B1302 大野 伸也 ｵｵﾉ ｼﾝﾔ 妙高市

C1257 中島 陵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 新潟市 B1303 米倉 大輔 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ ⾧岡市

B1258 過足 敏幸 ﾖｷﾞｱｼ ﾄｼﾕｷ 新潟市 新潟トキめき C1304 荒井 和孝 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾀｶ 魚沼市 ㈱ニットク

A1259 押味 和俊 ｵｼﾐ ｶｽﾞﾄｼ 新潟市 新津走友会 B1305 目黒 茂樹 ﾒｸﾞﾛ ｼｹﾞｷ ⾧岡市 丈夫ＲＣ

B1260 嶋田 哲也 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ ⾧岡市 B1306 秋元 勝志 ｱｷﾓﾄ ｶﾂｼ 新潟市

C1261 松井 治城 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 新潟市 ㈱はあとふるあたご C1307 阿部 健吾 ｱﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 小千谷市 福山通運

B1262 ⾧谷川 将 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾑ 新潟市 新潟ランナーズ C1308 吉原 竜也 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾂﾔ 三条市

D1263 土田 博之 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ⾧岡市 B1309 青柳 和樹 ｱｵﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ ⾧岡市

C1264 小林 宏史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 柏崎市 D1310 笹谷 敦史 ｻｻﾔ ｱﾂｼ ⾧岡市

D1265 今井 崇 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 南魚沼市 C1311 有田 匡孝 ｱﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 新潟市 しんらく

A1266 新野 太一郎 ﾆｲﾉ ﾀｲﾁﾛｳ 岩船郡関川村 関川ランクルー C1312 岩渕 崇 ｲﾜﾌﾁ ﾀｶｼ 新潟市 明和トレラン部

C1267 山賀 正則 ﾔﾏｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 新潟市 B1313 坂上 実照 ｻｶｳｴ ﾖｼｱｷ 三条市

D1268 林 幸弘 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 新潟市 チーム里 C1314 栗田 明典 ｸﾘｱ ｱｷﾐﾁ 柏崎市

C1269 大野 峰幸 ｵｵﾉ ﾐﾈﾕｷ 燕市 明道メタル D1315 大柿 仁志 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾄｼ 新潟市

B1270 渡辺 郁夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸｵ 小千谷市 おぢや酔走楽部 A1316 岩野 透 ｲﾜﾉ ﾄｵﾙ 新潟市

C1271 藤田 満 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾙ 十日町市 ㈱フラワーホーム B1317 大岩 樹生 ｵｵｲﾜ ﾀﾃｵ 新潟市 西蒲ＲＣ

C1272 羽仁 通宏 ﾊﾆ ﾐﾁﾋﾛ ⾧岡市 C1318 寺岡 亮 ﾃﾗｵｶ ﾘｮｳ 新潟市

D1273 渋倉 慶二 ｼﾌﾞｸﾗ ｹｲｼﾞ 新潟市 D1319 西山 航 ﾆｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ 南魚沼市

C1274 池野 潤 ｲｹﾉ ｼﾞｭﾝ 新潟市 D1320 飯塚 靖浩 ｲｲﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ ⾧岡市

C1275 佐々木 利之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 新潟市 C1321 下田 憲太郎 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 見附市

C1276 明間 良 ｱｹﾏ ﾘｮｳ 新潟市 B1322 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 新潟市

B1277 佐藤 敬太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 新潟市 C1323 浦野 裕太 ｳﾗﾉ ﾕｳﾀ 新潟市

C1278 上村 貴志 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 南魚沼市 C1324 小田 哲也 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ 新潟市

A1279 平林 由成 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 新潟市 D1325 福田 卓也 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 新潟市 しんどいのは気のせいです

C1280 高橋 弘道 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ 新潟市 B1326 小幡 正志 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 魚沼市 清水ＲＣ

A1281 大倉 昌夫 ｵｵｸﾗ ﾏｻｵ 新潟市 ＡＲＣ A1327 星野 希予志 ﾎｼﾉ ｷﾖｼ 魚沼市

B1282 白川 幸伯 ｼﾗｶﾜ ﾕｷﾉﾘ 新潟市 末広製菓ＲＣ D1328 角田 真也 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝﾔ 南魚沼市

B1283 青木 隆 ｱｵｷ ﾀｶｼ 南魚沼市 雪国RunnerʼsClub C1329 時田 雅量 ﾄｷﾀ ﾏｻｶｽﾞ 新発田市

B1284 三冨 伸太郎 ﾐﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 新潟市 B1330 小柳 敏一 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｼｶｽﾞ 加茂市

C1285 須田 武史 ｽﾀﾞ ﾀｹｼ 佐渡市 B1331 濱田 龍次 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 北蒲原郡聖籠町 チーム和

B1286 姉崎 晋悟 ｱﾈｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 見附市 見附市 B1332 橘 洋平 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｳﾍｲ 魚沼市

D1287 星野 裕元 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾓﾄ 魚沼市 D1333 遠藤 洋次郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞﾛｳ 新潟市

A1288 志賀 秋人 ｼｶﾞ ｱｷﾋﾄ 新潟市 A1334 込山 伸也 ｺﾐﾔﾏ ｼﾝﾔ 燕市

C1289 鈴木 康雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ ⾧岡市 D1335 鶉谷 弘二 ｳｽﾞﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ ⾧岡市

B1290 高村 匡志 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 南魚沼市 D1336 久保 仁 ｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 新潟市

D1291 岡澤 克浩 ｵｶｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 新潟市 B1337 松沢 謙也 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 新潟市 SHIROSE RC

D1292 五十嵐 雅亘 ｲｶﾗｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 新潟市 B1338 近藤 雄也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ⾧岡市 ｱｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾌﾟﾗｲ

A1293 布施 昌彦 ﾌｾ ﾏｻﾋｺ 十日町市 楽走会バナナ C1339 ⾧島 一也 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾞﾔ ⾧岡市

C1294 猪俣 将秀 ｲﾉﾏﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 魚沼市 ㈱品川鐵工場 B1340 横山 悟 ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 加茂市

A1295 牧野 孝展 ﾏｷﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 新潟市 FreeRuns B1341 西脇 祐一 ﾆｼﾜｷ ﾕｳｲﾁ ⾧岡市

A1296 小田 成之 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 新潟市 B1342 内山 光信 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ 中魚沼郡津南町 東京コイン倶楽部

A1297 木戸 康光 ｷﾄﾞ ﾔｽﾐﾂ 新潟市 D1343 牛木 充喜 ｳｼｷ ﾐﾂﾖｼ 上越市 上越市こども発達支援センター

D1298 西田 隆則 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 新潟市 日本新薬 B1344 山口 晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 新発田市

A1299 菊間 直樹 ｷｸﾏ ﾅｵｷ 上越市 C1345 大平 洋介 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾖｳｽｹ 魚沼市

C1300 山﨑 卓郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ ⾧岡市 ㈱山﨑組 C1346 南雲 弘明 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛｱｷ 南魚沼市 雪国ランナーズクラブ
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D1347 大平 広臣 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｵﾐ ⾧岡市 C1440 倉田 幸二 ｸﾗﾀ ｺｳｼﾞ 新潟市

C1348 眞島 吉春 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 魚沼市 陸遊会 C1441 五十嵐 豊 ｲｶﾗｼ ﾕﾀｶ 新潟市

A1349 安澤 善和 ｱﾝｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 魚沼市 B1442 田中 和徳 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 南魚沼市 南魚コシヒカリ

B1350 戸田 和憲 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 南魚沼市 D1443 平賀 孝志 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶｼ 上越市

B1351 五十嵐 淳二 ｲｶﾗｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 魚沼市 清水RC B1444 永山 豊 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾀｶ 魚沼市 宇賀地小学校

D1445 梶山 修 ｶｼﾞﾔﾏ ｵｻﾑ ⾧岡市

No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 C1446 内藤 義隆 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 新潟市 チームチャオ

D1401 内田 卓利 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾄｼ ⾧岡市 燕市嘉平豆腐店ＲＣ D1447 金内 一雄 ｶﾈｳﾁ ｶｽﾞｵ ⾧岡市 ㈲金内酒店

A1402 徳武 学 ﾄｸﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ 上越市 本気de整体小岩店PRﾗﾝﾅｰ B1448 鶴間 正 ﾂﾙﾏ ﾀﾀﾞｼ 新潟市

A1403 安沢 昌俊 ｱﾝｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 刈羽郡刈羽村 A1449 小島 聡 ｺｼﾞﾏ ｻﾄｼ 魚沼市 (仮)みつやライダー

A1404 原田 正則 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 新潟市 B1450 小林 輝樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｷ 新潟市 セコム上信越

B1405 本田 清和 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 新潟市 新潟市陸協南区 A1451 岩野 隆幸 ｲﾜﾉ ﾀｶﾕｷ 新潟市 ロックフィールズ

C1406 櫻澤 康 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾔｽｼ 三条市 D1452 渡辺 一弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ⾧岡市

B1407 田代 修 ﾀｼﾛ ｵｻﾑ 新潟市 京ヶ瀬ＡＣ C1453 中村 明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 上越市 飛信隊

D1408 渕井 謙介 ﾌﾁｲ ｹﾝｽｹ ⾧岡市 ＭＹＪＣ D1454 小黒 正孝 ｵｸﾞﾛ ﾏｻﾀｶ 新潟市 横越ヤンバラーズ

D1409 丸山 利彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 新潟市 D1455 渡邉 靖幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 新潟市

D1410 荒井 聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 新潟市 チームおいどん D1456 吉村 忠孝 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾀﾞﾀｶ 新潟市 肉ラン

A1411 細野 賢一 ﾎｿﾉ ｹﾝｲﾁ 新潟市 新潟楽走会 C1457 佐藤 一志 ｻﾄｳ ｶｽﾞｼ 新潟市

D1412 松平 隆行 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾕｷ ⾧岡市 A1458 阿部 利勝 ｱﾍﾞ ﾄｼｶﾂ 三条市

A1413 秋野 文宏 ｱｷﾉ ﾌﾐﾋﾛ 新潟市 B1459 児玉 一生 ｺﾀﾞﾏ ｲｯｾｲ 新潟市

A1414 五十嵐 渉 ｲｶﾗｼ ﾜﾀﾙ 新潟市 五十嵐歯科医院 C1460 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ ⾧岡市 遊学塾

C1415 堀 多佳志 ﾎﾘ ﾀｶｼ 小千谷市 D1461 井口 義富 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾄﾐ 南魚沼市

D1416 渡部 誠 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｺﾄ 上越市 A1462 古川 文一 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶｽﾞ 妙高市 妙高市立総合支援学校

C1417 松井 哲也 ﾏﾂｲ ﾃﾂﾔ 柏崎市 C1463 金子 浩 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 新潟市 みずほＴ＆Ｒ

B1418 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟市 新潟ランナーズ C1464 八木 達治郎 ﾔｷﾞ ﾀﾂｼﾞﾛｳ 新潟市

D1419 丸田 卓 ﾏﾙﾀ ﾀｶｼ 三条市 越後銀輪ＢＣ B1465 小菅 剛 ｺｽｹﾞ ﾀｹｼ 上越市 春日山毘龍會

C1420 藤本 徹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 新潟市 ツインくる 東北 D1466 大橋 崇 ｵｵﾊｼ ﾀｶｼ 新潟市

A1421 岡部 高文 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 燕市 新潟楽走会バナナ D1467 谷 明久 ﾀﾆ ｱｷﾋｻ 新潟市

D1422 澤口 正俊 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 新潟市 りんご歯科医院 C1468 石川 義則 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 新潟市

D1423 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 新潟市 C1469 松島 博 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 柏崎市

D1424 今井 義昭 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ 上越市 B1470 竹之内 英祐 ﾀｹﾉｳﾁ ｴｲｽｹ ⾧岡市 オンヨネ

C1425 加藤 正博 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 上越市 B1471 桜井 啓一 ｻｸﾗｲ ｹｲｲﾁ 五泉市 東蒲原福祉会

C1426 菊島 裕之 ｷｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ ⾧岡市 A1472 大河原 譲 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｽﾞﾙ 上越市 高田走ろう会

B1427 廣瀬 圭一 ﾋﾛｾ ｹｲｲﾁ 南魚沼郡湯沢町 C1473 種村 諭 ﾀﾈﾑﾗ ｻﾄｼ 新潟市 餅は走るチカラRC

C1428 佐藤 正英 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ ⾧岡市 D1474 蔵地 聡 ｸﾗﾁ ｻﾄｼ 魚沼市

B1429 遠藤 正志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ ⾧岡市 C1475 八木澤 一幸 ﾔｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ 新潟市

D1430 岸本 幸司 ｷｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 新潟市 B1476 小島 雅輝 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 見附市

B1431 渡辺 裕浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 新潟市 B1477 松浦 康次 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼﾞ 新潟市 松浦国際特許事務所

C1432 岸 正浩 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ ⾧岡市 A1478 増井 哲也 ﾏｽｲ ﾃﾂﾔ 新潟市 ＮＯＳＡＩ新潟

C1433 杉本 直哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 南魚沼郡湯沢町 C1479 宮崎 誠一 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 上越市 フクダグル−プ

C1434 西山 幸広 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 新潟市 D1480 市川 英毅 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ⾧岡市

B1435 野澤 建輔 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 新潟市 ＭＯＭＯ花 A1481 村田 洋一 ﾑﾗﾀ ﾖｳｲﾁ 小千谷市

C1436 南雲 昭浩 ﾅｸﾞﾓ ｱｷﾋﾛ 魚沼市 C1482 内藤 淳 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 新潟市

B1437 井部 達也 ｲﾍﾞ ﾀﾂﾔ 新潟市 新潟ＡＲＣ C1483 羽田野 真 ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ 新潟市

B1438 伊藤 浩昭 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 岩船郡関川村 痛風らんなー D1484 浅野 英明 ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟市

A1439 山本 益央 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽｵ 魚沼市 酒RUN会『魚沼で走龍』 C1485 高橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 南魚沼市

一般男子50歳以上59歳以下



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

A1486 星 賢道 ﾎｼ ｹﾝﾄﾞｳ 魚沼市 A1532 村山 英司 ﾑﾗﾔﾏ ｴｲｼﾞ 新発田市 堀之内高校

D1487 宮嶋 孝吉 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 新潟市 D1533 大塩 実 ｵｵｼｵ ﾐﾉﾙ 魚沼市 チームDOM

C1488 清水 尚弥 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾔ ⾧岡市 B1534 覚張 正樹 ｶﾞｸﾊﾘ ﾏｻｷ 魚沼市

C1489 石本 康裕 ｲｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 新潟市 BOTCHI COPAIN D1535 秋元 貴充 ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 魚沼市 小出JVC

A1490 平澤 健太郎 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟市 B1536 田澤 剛 ﾀｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 魚沼市 魚沼ﾌﾗｲﾔｰｽﾞ

B1491 小泉 智 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 阿賀野市 C1537 荒井 一也 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 魚沼市

B1492 滝沢 重雄 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 十日町市 滝沢印刷･文具館タキザワ B1538 山口 篤 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 小千谷市

C1493 小川 和宏 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟市 D1539 本田 聡 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 魚沼市

C1494 橘谷 美則 ﾀﾁﾊﾞﾅﾔ ﾖｼﾉﾘ 新潟市 シーイーシー B1540 坂口 雅広 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 見附市 MYY

B1495 山下 隆一 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 新潟市 D1541 清水 仁 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ 十日町市 十日町中学校

D1496 捧 秀次郎 ｻｻｹﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 燕市

D1497 関 正幸 ｾｷ ﾏｻﾕｷ 南魚沼市 No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

B1498 井上 忍 ｲﾉｳｴ ｼﾉﾌﾞ 新潟市 井上建設 A1601 椎名 克行 ｼｲﾅ ｶﾂﾕｷ 新潟市 ｱｸｼｰﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ

D1499 丸山 英裕 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ ⾧岡市 B1602 皆川 仁 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 新潟市 ライフアシスト

A1500 齊藤 正一 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ ⾧岡市 下田工業 C1603 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 新潟市 潮風ランナーズ

C1501 本所 俊幸 ﾎﾝｼﾞｮ ﾄｼﾕｷ 新潟市 A1604 岡本 豪 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 魚沼市 魚沼ＪＴＦＣ

C1502 上村 友二 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 見附市 B1605 小越 正道 ｵｺｼ ﾏｻﾐﾁ ⾧岡市 寺泊陸上クラブ

C1503 石川 善明 ｲｼｶﾜ ﾖｼｱｷ 新発田市 D1606 永井 博美 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾐ ⾧岡市 ⾧岡要町歯科ＲＣ

C1504 野村 真一 ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 見附市 C1607 小泉 茂喜 ｺｲｽﾞﾐ ｼｹﾞｷ 胎内市 農業

A1505 平澤 力 ﾋﾗｻﾜ ﾂﾄﾑ ⾧岡市 エキップ B1608 行田 道知 ｺｳﾀﾞ ﾐﾁﾄﾓ ⾧岡市 ⾧岡ランナーズ

D1506 大浦方 明 ｵｵｳﾗｶﾀ ｱｷﾗ ⾧岡市 B1609 大滝 和成 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾅﾘ 新潟市 たかしＲＣ

C1507 西條 英樹 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ 上越市 B1610 風間 慶二 ｶｻﾞﾏ ｹｲｼﾞ 新潟市 新津走友会

C1508 内山 和幸 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ⾧岡市 A1611 斉藤 正幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 村上市 日立陸上部

C1509 吉田 智 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ ⾧岡市 B1612 樋口 義則 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 新潟市

D1510 大澤 康弘 ｵｵｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 新潟市 D1613 亀倉 秀作 ｶﾒｸﾗ ﾋﾃﾞｻｸ 南魚沼市 南魚沼コシヒカリ

B1511 今坂 敦史 ｲﾏｻｶ ｱﾂｼ 南魚沼市 C1614 近嵐 久 ﾁｶﾗｼ ﾋｻｼ 新潟市 ナガレボシ

D1512 宮崎 幹夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｷｵ 魚沼市 C1615 伊倉 ⾧寿 ｲｸﾗ ﾅｶﾞﾄｼ 上越市 信越エンジ

D1513 磯部 進一 ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 胎内市 C1616 知野 敦雄 ﾁﾉ ｱﾂｵ 三条市 燕ジョグサークル

C1514 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 胎内市 D1617 竹山 英介 ﾀｹﾔﾏ ｴｲｽｹ 見附市

B1515 佐々木 基仁 ｻｻｷ ﾓﾄﾋﾄ 新潟市 D1618 戸川 幹夫 ﾄｶﾞﾜ ﾐｷｵ 新潟市

B1516 小林 晃 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ ⾧岡市 B1619 石野 繁 ｲｼﾉ ｼｹﾞﾙ 上越市

B1517 山口 征吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 十日町市 魚沼基幹病院 A1620 中越 隆英 ﾅｶｺﾞｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 燕市 角上魚類ＨＤ

D1518 加藤 親弘 ｶﾄｳ ﾁｶﾋﾛ 燕市 D1621 後藤 晋 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾑ 新発田市 新発田中央高校

D1519 平塚 洋一郎 ﾋﾗﾂｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ ⾧岡市 D1622 涌田 和男 ﾜｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 新潟市

A1520 松田 幸夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷｵ 魚沼市 D1623 河合 孝夫 ｶﾜｲ ﾀｶｵ 南魚沼市

C1521 小幡 宏之 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 魚沼市 D1624 相坂 弘 ｱｲｻｶ ﾋﾛｼ 新潟市 みちぐさ山の会

A1522 残間 昇 ｻﾞﾝﾏ ﾉﾎﾞﾙ 新潟市 横越ヤンバラーズ B1625 佐藤 義弘 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 新発田市

C1523 高野 進 ﾀｶﾉ ｽｽﾑ 南魚沼市 チームブルー C1626 安久 昭男 ｱﾝｷｭｳ ｱｷｵ 岩船郡関川村 阿賀北山岳会只管組

C1524 近藤 篤 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 新潟市 C1627 鷹津 秋生 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 魚沼市 北里アスリート

D1525 渡辺 康治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 南魚沼市 D1628 木暮 正道 ｺｸﾞﾚ ﾏｻﾐﾁ 南魚沼市 スミック六日町

C1526 北田 光穂 ｷﾀﾀﾞ ﾐﾂﾎ 新潟市 D1629 高橋 昭仁 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 南魚沼市

A1527 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟市 D1630 貝津 太一郎 ｶｲﾂﾞ ﾀｲﾁﾛｳ 北蒲原郡聖籠町

D1528 古泉 浩 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 小千谷市 C1631 山際 康平 ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾍｲ 新潟市 山際総合建設

D1529 油石 広宣 ｱﾌﾞﾗｲｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 新潟市 D1632 武井 槇次 ﾀｹｲ ﾏｷｼﾞ 新潟市

D1530 遠藤 智也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾅﾘ 小千谷市 柏崎翔洋 C1633 山田 正典 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 南魚沼市

C1531 室橋 健 ﾑﾛﾊｼ ﾀｹｼ ⾧岡市 C1634 佐藤 うるとら ｻﾄｳ ｳﾙﾄﾗ 新潟市

一般男子60歳以上



No. 氏名漢字 氏名ﾌﾘｶﾞﾅ 市町村 所属

C1635 目黒 将 ﾒｸﾞﾛ ﾏｻｼ 新潟市 予報士会RUNNERS

D1636 土屋 克巳 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新潟市 新発田ガス

C1637 駒形 哲宣 ｺﾏｶﾞﾀ ﾃﾂﾉﾘ 新潟市

C1638 菊地 俊郎 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ 小千谷市 ﾁｰﾑ魚沼市教委

C1639 竹井 三雄 ﾀｹｲ ﾐﾂｵ 燕市 天下の八百半

D1640 玉木 正己 ﾀﾏｷ ﾏｻﾐ 新潟市

C1641 小川 精一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ ⾧岡市 ㈱山﨑組

D1642 山田 修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ ⾧岡市 おはようマラソン

D1643 堀井 重人 ﾎﾘｲ ｼｹﾞﾋﾄ 柏崎市

D1644 今成 一男 ｲﾏﾅﾘ ｶｽﾞｵ 見附市

D1645 稲垣 茂 ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ 新潟市 フェニックス

D1646 南雲 幹夫 ﾅｸﾞﾓ ﾐｷｵ 南魚沼市

C1647 木村 章平 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 南魚沼市

D1648 根岸 健治 ﾈｷﾞｼ ｹﾝｼﾞ 新潟市

D1649 笛木 利一 ﾌｴｷ ﾄｼｶｽﾞ 南魚沼市

D1650 髙橋 庄司 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 新潟市

B1651 庭野 二三男 ﾆﾜﾉ ﾌﾐｵ 十日町市

B1652 廣田 浩 ﾋﾛﾀ ﾋﾛｼ 十日町市 チーム新宅

C1653 ⾧谷川 清久 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖﾋｻ ⾧岡市

B1654 中山 靖男 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｵ 新発田市 小野組

D1655 坂田 岳洋 ｻｶﾀ ｶﾞｸﾖｳ ⾧岡市

C1656 中川 亨 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 新潟市 新潟ランナーズ

C1657 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 新潟市 日々新た

B1658 本間 嘉隆 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾀｶ 村上市

D1659 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 魚沼市

C1660 加茂 元 ｶﾓ ｹﾞﾝ 新潟市 六十里越を走ろう

C1661 大和 靖 ﾔﾏﾄ ﾔｽｼ 新潟市

A1662 岡村 昌一 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 南魚沼市 ㈱森下組

A1663 米木 勇 ﾖﾈｷ ｲｻﾑ 新潟市 沖歯科工業(株)

C1664 井口 義明 ｲｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 南魚沼市

C1665 古沢 久平 ﾌﾙｻﾜ ｷｭｳﾍｲ 新潟市

B1666 穴沢 保 ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ 魚沼市

B1667 五十嵐 義昭 ｲｶﾗｼ ﾖｼｱｷ 新潟市

D1668 阿部 秀勝 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 小千谷市

D1669 古田島 喜義 ｺﾀｼﾞﾏ ｷﾖｼ 魚沼市

D1670 奥村 誠 ｵｸﾑﾗ ﾏｺﾄ 新発田市

B1671 井川 眞 ｲｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 魚沼市 魚沼JTFC


