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218 坪井　海門1 ﾂﾎﾞｲ ｶｲﾄ 34分08秒富士山の銘水

183 黒木　瞬2 ｸﾛｷ ｼｭﾝ 35分14秒竜王郵便局

139 石渡　雄一3 ｲｼﾜﾀ ﾕｳｲﾁ 35分49秒海上自衛隊厚木

84 風間　利真4 ｶｻﾞﾏ ﾄｼﾏｻ 36分25秒

58 井上　貴博5 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 36分32秒ＯＳクラブ

8 依田　光央6 ﾖﾀﾞ ﾐﾂｵ 37分02秒ＦＦＴ

57 奈良　和典7 ﾅﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 37分12秒

184 渡辺　和博8 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 37分13秒大館北秋陸協

187 田中　祥幸9 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 37分14秒

210 鈴木　涼太郎10 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 37分21秒武蔵野市陸協

198 村松　甲斐11 ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ 38分04秒かいみょん

206 小野　文幹12 ｵﾉ ﾌﾐｷ 38分07秒山梨県庁

97 野本　浩礼13 ﾉﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 38分54秒

196 吉崎　太志14 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｲｼ 39分06秒轟ＡＣ

83 岩崎　祐弥15 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 39分32秒ＮＩＳＳＥＩ

220 古屋　侑大16 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 39分51秒山梨市駅伝部

219 成田　知希17 ﾅﾘﾀ ﾄﾓｷ 39分54秒

228 保々　拓斗18 ﾎﾎﾞ ﾀｸﾄ 40分16秒甲府工業高校

38 杉山　弘樹19 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ 40分18秒

177 佐藤　秀星20 ｻﾄｳ ｼｭｳｾｲ 40分20秒

128 穴水　恭平21 ｱﾅﾐｽﾞ ｷｮｳﾍｲ 41分19秒メイコー

234 中込　愛大22 ﾅｶｺﾞﾐ ﾏﾅﾀ 41分35秒

202 小澤　秀介23 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳｽｹ 41分44秒

39 平賀　広旭24 ﾋﾗｶﾞ ﾋﾛｱｷ 41分53秒

47 中澤　龍25 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 41分55秒

229 牧野　友哉26 ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 42分06秒青洲高校

172 湯本　卓27 ﾕﾓﾄ ﾀｸ 42分12秒

90 中澤　佑太28 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 42分26秒

56 伊東　大策29 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｻｸ 42分31秒

213 御子柴　恭介30 ﾐｺｼﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 42分37秒

96 宮坂　理羽31 ﾐﾔｻｶ ﾘｳ 42分45秒会社員

132 秋山　崇32 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 42分47秒

42 功刀　健至33 ｸﾇｷﾞ ﾀｹｼ 42分54秒

174 槌屋　潤治34 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 43分02秒

104 坂本　祥太35 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ 43分06秒

238 内田　晴36 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ 43分14秒

11 山下　博司37 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 43分26秒少欲知足

29 杉本　雄也38 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 43分30秒

227 三浦　友輝39 ﾐｳﾗ ﾄﾓｷ 43分48秒千葉県立柏高校

901 田邉　献40 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 44分01秒

108 清水　勇輝41 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 44分56秒

167 小林　大地42 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 45分46秒

23 佐野　裕樹43 ｻﾉ ﾕｳｷ 45分49秒

78 佐野　泰史44 ｻﾉ ﾀｲｼ 46分11秒

140 幡野　恭平45 ﾊﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ 46分17秒

138 奥脇　悠46 ｵｸﾜｷ ﾕｳ 46分23秒

52 広崎　覚47 ﾋﾛｻｷ ｻﾄﾙ 46分31秒

231 村松　由基48 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｷ 46分33秒

165 瀧本　良太49 ﾀｷﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 46分36秒

92 内田　健嗣50 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 46分36秒ＪＡ南アルプス市

41 加藤　嘉一51 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 47分01秒

185 森越　智之52 ﾓﾘｺｼ ﾄﾓﾕｷ 47分02秒

182 水島　飛翔53 ﾐｽﾞｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 47分07秒

77 野澤　和人54 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 47分10秒
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48 間瀬　健夫55 ﾏｾ ﾀｹｵ 47分14秒

117 宮田　龍一56 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳｲﾁ 47分24秒白根徳洲会病院

223 三井　空57 ﾐﾂｲ ｿﾗ 47分24秒非日常生活倶楽部

225 田中　響58 ﾀﾅｶ ｷｮｳ 47分24秒山梨学院大学

170 保坂　圭哉59 ﾎｻｶ ｹｲﾔ 47分24秒

189 矢野　侑太郎60 ﾔﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 47分25秒

80 岡　雄太61 ｵｶ ﾕｳﾀ 47分25秒

200 白須　一磨62 ｼﾗｽ ｶｽﾞﾏ 47分52秒

143 宮川　竜輔63 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ 48分04秒

211 吉田　健人64 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 48分12秒

192 浅野　大造65 ｱｻﾉ ﾀｲｿﾞｳ 48分22秒

65 望月　友裕66 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 48分26秒

27 海野　隆志67 ｳﾐﾉ ﾀｶｼ 48分27秒

127 平賀　優一68 ﾋﾗｶﾞ ﾕｳｲﾁ 48分32秒

179 影山　椋69 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 48分47秒

62 井上　拓也70 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 48分47秒

147 近藤　勝仁71 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾄ 48分49秒

173 今村　俊直72 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾅｵ 48分50秒

163 森屋　智73 ﾓﾘﾔ ｻﾄｼ 49分13秒

212 川上　友輝74 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ 49分13秒走った後の酒旨い

204 功刀　健士郎75 ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 49分14秒

32 笠井　卓76 ｶｻｲ ｽｸﾞﾙ 49分18秒

82 飯野　大樹77 ｲｲﾉ ﾀｲｷ 49分18秒ＮＩＳＳＥＩ

158 原　寿人78 ﾊﾗ ﾋｻﾄ 49分25秒（株）コーリング

112 太田　友幸79 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ 49分27秒

5 杉原　大輔80 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 49分28秒

19 上原　拓郎81 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 49分30秒

99 竹野　龍太82 ﾀｹﾉ ﾘｭｳﾀ 49分39秒

195 舟根　完83 ﾌﾅﾈ ﾀﾓﾂ 49分49秒

4 山本　雅弘84 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 49分52秒

171 輿石　亮85 ｺｼｲｼ ﾘｮｳ 50分14秒

31 古屋　元記86 ﾌﾙﾔ ﾓﾄｷ 50分21秒ＭＧ

178 小野田　俊一87 ｵﾉﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 50分27秒

222 高野　晃太郎88 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 50分42秒

109 上原　裕樹89 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ 50分55秒

116 中沢　公士90 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｼ 51分07秒

66 藤原　大輔91 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 51分16秒

136 石原　圭輔92 ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 51分34秒

230 青沼　颯空93 ｱｵﾇﾏ ｿﾗ 51分34秒

191 渡壁　翼94 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 51分56秒

86 佐野　亮95 ｻﾉ ﾘｮｳ 51分57秒

114 芦沢　大96 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 52分02秒豊前医化

137 込山　修平97 ｺﾐﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 52分06秒

199 佐野　拓哉98 ｻﾉ ﾀｸﾔ 52分19秒

69 樋口　生99 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳ 52分20秒

25 渡辺　俊100 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 52分22秒

7 河西　翔平101 ｶｻｲ ｼｮｳﾍｲ 52分41秒ＦＦＴ

28 福田　太祐102 ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｽｹ 52分48秒会社員

197 深沢　直也103 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾔ 52分51秒

148 水木　裕太104 ﾐｽﾞｷ ﾕｳﾀ 52分52秒兼松

73 東条　謙105 ﾄｳｼﾞｮｳ ｹﾝ 53分04秒

106 秋山　純106 ｱｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 53分08秒

152 鍋島　郷宏107 ﾅﾍﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ 53分26秒

203 小田切　夢有108 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳ 53分40秒
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63 飯田　周平109 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 53分48秒

237 中西　啓二110 ﾅｶﾆｼ ｹｲｼﾞ 53分51秒

124 山本　憲一111 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 54分05秒

79 千野　隆一112 ﾁﾉ ｼｭｳｲﾁ 54分15秒

71 塚越　博之113 ﾂｶｺﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 54分51秒

51 十市　志昭114 ﾄｲﾁ ｼｱｷ 54分52秒山梨積水株式会社

208 八下田　昂士115 ﾔｹﾞﾀ ﾀｶｼ 55分01秒

194 芳賀　駿汰116 ﾊｶﾞ ｼｭﾝﾀ 55分08秒

34 河東　克征117 ｶﾄｳ ｶﾂﾕｷ 55分09秒

14 馬場　隆史118 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｼ 55分16秒

226 中込　星弥119 ﾅｶｺﾞﾐ ｾｲﾔ 55分20秒

224 中込　光世120 ﾅｶｺﾞﾐ ｺｳｾｲ 55分21秒静岡大学

193 小宮山　智也121 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾔ 55分22秒

2 石原　樹122 ｲｼﾊﾗ ﾀﾂｷ 55分30秒富士電機株式会社

110 秋山　良太123 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 55分36秒

122 宮澤　亮124 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 55分45秒

67 横内　俊樹125 ﾖｺｳﾁ ﾄｼｷ 55分45秒

75 梶村　達也126 ｶｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾔ 55分48秒

188 古和田　勇輝127 ｺﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 55分49秒

89 内藤　亮128 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 55分57秒

74 東条　拓樹129 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 56分01秒

181 大村　悠太130 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾀ 56分05秒

236 渡邉　源太131 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ 56分58秒

142 山川　誠132 ﾔﾏｶﾜ ﾏｺﾄ 57分00秒

45 山田　啓一133 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 57分05秒

233 黒川　大地134 ｸﾛｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 57分38秒

101 小林　勇司135 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 57分45秒

120 飯野　和浩136 ｲｲﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 57分56秒

154 手塚　大智137 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 58分05秒

40 宮澤　真護138 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 58分09秒

43 雨宮　健司139 ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 58分10秒

18 小宮山　智仁140 ｺﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾄ 58分19秒クランパーズ

141 長谷川　雄紀141 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 58分19秒

15 野澤　弘樹142 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 58分21秒

103 清水　勝成143 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾅﾘ 58分26秒丸茂登山部

44 吉沢　啓144 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｷﾗ 58分26秒

118 小林　拓登145 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 58分27秒

100 山寺　一輝146 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｶｽﾞｷ 58分30秒

111 服部　真也147 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 58分30秒

105 渡邉　峻介148 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 58分40秒

161 日向　悠記149 ﾋﾅﾀ ﾕｳｷ 58分42秒

160 梅田　浩介150 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｽｹ 58分47秒

3 関野　裕貴151 ｾｷﾉ ﾋﾛﾀｶ 59分22秒子どもの村

53 今村　拡太152 ｲﾏﾑﾗ ｺｳﾀ 59分27秒

180 森田　修司153 ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 59分34秒

151 網野　龍154 ｱﾐﾉ ﾘｭｳ 59分46秒

50 天野　昭裕155 ｱﾏﾉ ｱｷﾋﾛ 59分47秒

131 大廣　直孝156 ｵｵﾋﾛ ﾅｵﾀｶ 59分51秒

169 中嶌　裕輝157 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 1時間00分00秒

68 吉沼　秋夫158 ﾖｼﾇﾏ ｱｷｵ 1時間00分13秒

33 千野　裕一朗159 ﾁﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1時間00分33秒

205 今村　翔太160 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳﾀ 1時間00分43秒

98 齋藤　敏行161 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 1時間00分46秒

221 金井　柊162 ｶﾅｲ ｼｭｳ 1時間00分48秒
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94 田中　リョウ163 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 1時間01分05秒

37 小川　恭平164 ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 1時間01分13秒

155 斉藤　輝165 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 1時間01分13秒

135 土屋　公二166 ﾂﾁﾔ ｺｳｼﾞ 1時間01分24秒

24 室井　泰紀167 ﾑﾛｲ ﾀｲｷ 1時間01分39秒

216 吉井　俊一朗168 ﾖｼｲ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 1時間01分43秒

145 野村　祐一郎169 ﾉﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1時間01分49秒ＦＭ　ＦＵＪＩ

215 小倉　和170 ｵｸﾞﾗ ﾔﾏﾄ 1時間01分57秒

70 諸見里　善彦171 ﾓﾛﾐｻﾄ ﾖｼﾋｺ 1時間02分19秒

54 清水　春彦172 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾋｺ 1時間02分21秒

129 中島　彰吾173 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 1時間02分43秒

36 豊田　大輔174 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 1時間02分45秒

133 小宮山　勇武175 ｺﾐﾔﾏ ｲｻﾑ 1時間03分35秒

113 小松　正佳176 ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ 1時間03分48秒

164 林　光城177 ﾊﾔｼ ﾐﾂｼﾛ 1時間04分15秒

162 齋藤　京178 ｻｲﾄｳ ｹｲ 1時間04分20秒

46 齊藤　誉史179 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 1時間04分31秒

119 荻野　俊180 ｵｷﾞﾉ ｼｭﾝ 1時間04分58秒

55 池田　元太181 ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 1時間05分00秒

64 三森　雅矢182 ﾐﾂﾓﾘ ﾏｻﾔ 1時間05分05秒

123 吉村　達矢183 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾂﾔ 1時間05分26秒

214 山口　純侑184 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 1時間05分43秒ＦＭ　ＦＵＪＩ

102 大塚　友樹185 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 1時間06分12秒

26 久保田　真介186 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｽｹ 1時間06分59秒

1 芦澤　航187 ｱｼｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 1時間07分05秒富士電機株式会社

60 依田　隆広188 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 1時間07分09秒

76 松野　進冴189 ﾏﾂﾉ ｼﾝｺﾞ 1時間07分39秒

12 松野　裕太190 ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 1時間07分42秒

125 藤森　大輔191 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 1時間07分58秒アーティスト

157 名田屋　敦則192 ﾅﾀﾞﾔ ｱﾂﾉﾘ 1時間07分58秒低身長モデル

21 真木　智文193 ﾏｷ ﾄﾓﾌﾐ 1時間08分21秒

95 百瀬　将道194 ﾓﾓｾ ﾏｻﾐﾁ 1時間08分43秒ヤマロク陸上部

149 岩間　雄太195 ｲﾜﾏ ﾕｳﾀ 1時間08分57秒

209 依田　朋樹196 ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ 1時間09分15秒

61 竹島　健司197 ﾀｹｼﾏ ｹﾝｼﾞ 1時間10分03秒

107 長田　健太郎198 ｵｻﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 1時間10分19秒

22 内田　俊199 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 1時間10分46秒

146 広瀬　尚樹200 ﾋﾛｾ ﾅｵｷ 1時間10分56秒

144 仁井部　翼201 ﾆｲﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 1時間11分09秒

126 茂村　総一朗202 ｼｹﾞﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 1時間11分41秒

20 藤本　健太203 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 1時間12分01秒

85 赤志　直士204 ｱｶｼ ﾅｵﾄ 1時間12分33秒

217 宮本　和樹205 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 1時間12分42秒

150 小池　涼介206 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ 1時間14分20秒

176 高橋　健太207 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 1時間15分02秒

16 高橋　晃208 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 1時間16分33秒千代田湖連盟

17 加賀美　翔209 ｶｶﾞﾐ ｼｮｳ 1時間18分56秒

175 遠藤　由陽210 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾋ 1時間20分25秒

166 大村　遥211 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｶ 1時間27分06秒

10 伊藤　広大212 ｲﾄｳｺｳﾀﾞｲ 1時間30分46秒

232 酒井　聡汰213 ｻｶｲ ｿｳﾀ 1時間31分10秒

93 櫻井　遼太214 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 1時間39分15秒

239 福元　秀215 ﾌｸﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 2時間56分09秒会社員


