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6183 市川　元秋1 ｲﾁｶﾜ ﾓﾄｱｷ 16分34秒空自入間

6198 浅川　大樹2 ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲｷ 17分06秒山梨県立中央病院

6242 小池　直幸3 ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 17分20秒

6245 佐藤　優輝4 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 18分05秒

6119 佐藤　善彦5 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 18分30秒

6167 下山　法久6 ｼﾓﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 18分35秒

6095 宇佐美　善司7 ｳｻﾐ ｾﾞﾝｼﾞ 19分27秒３０ｏｖｅｒｓ

6224 守屋　太貴8 ﾓﾘﾔ ﾀｲｷ 19分29秒

6102 早崎　英幸9 ﾊﾔｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 20分02秒足柄上郡松田町

6189 伊東　雅俊10 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 20分03秒

6090 関　貴11 ｾｷ ﾀｶｼ 20分37秒アルソアトレラン

6181 小林　儀之12 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 20分53秒今日もイケ走

6084 黒澤　俊弘13 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾋﾛ 21分00秒また明日

6209 横田　昂之14 ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 21分08秒

6007 新海　学15 ｼﾝｶｲ ﾏﾅﾌﾞ 22分05秒Ｎ／Ａｉｓｍ

6202 三村　翔一16 ﾐﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 22分15秒

6204 石原　純弥17 ｲｼﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 22分24秒山梨管財株式会社

6234 石原　巧18 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 22分26秒韮崎陸協

6240 中島　悠貴19 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 22分30秒山梨大学

6077 島田　恵吾20 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 22分30秒

6178 田中　航21 ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 22分54秒

6196 依田　将利22 ﾖﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 22分59秒

6113 雨宮　一樹23 ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞｷ 23分04秒

6050 弦間　芳典24 ｹﾞﾝﾏ ﾖｼﾉﾘ 23分08秒山梨大学

6200 今泉　旭裕25 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 23分12秒山梨積水株式会社

6096 藤巻　昭夫26 ﾌｼﾞﾏｷ ｱｷｵ 23分14秒甲府相川体協

6243 本間　駿也27 ﾎﾝﾏ ｼｭﾝﾔ 23分14秒

6131 笠井　勉28 ｶｻｲ ﾂﾄﾑ 23分17秒

6148 坂本　敏夫29 ｻｶﾓﾄ ﾄｼｵ 23分25秒

6033 鈴木　正人30 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 23分31秒大和ハウス山梨

6063 山﨑　昌宏31 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 23分31秒ＪＰ韮崎

6177 清水　寿紀32 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾉﾘ 23分32秒若尾会計事務所

6080 山田　直弘33 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 23分33秒メンズリリーズ

6252 山口　颯斗34 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 23分36秒

6057 高野　裕次35 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ 23分39秒

6192 内藤　宏樹36 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｷ 23分45秒

6135 長倉　和昭37 ﾅｶﾞｸﾗ ｶｽﾞｱｷ 23分48秒

6253 澤登　龍之介38 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 23分54秒

6093 矢崎　宏39 ﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ 24分07秒

6146 熊坂　剛志40 ｸﾏｻｶ ﾂﾖｼ 24分09秒

6206 川泉　勇介41 ｶﾜｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 24分12秒

6239 津金　広夢42 ﾂｶﾞﾈ ﾋﾛﾑ 24分14秒

6190 伊東　隆寛43 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 24分19秒

6249 中山　太希44 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ 24分26秒青洲高等学校

6151 三枝　孝志45 ｻｴｸﾞｻ ﾀｶｼ 24分27秒

6073 萩原　正直46 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾅｵ 24分32秒石原分団

1902 和泉　明彦47 ｲｽﾞﾐ ｱｷﾋｺ 24分35秒幸福温泉３号

6229 武井　虹輔48 ﾀｹｲ ｺｳｽｹ 24分41秒大幸虹

6120 野田　寛和49 ﾉﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 24分50秒

6065 三枝　浩50 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛｼ 24分51秒

6031 松井　伸治51 ﾏﾂｲ ｼﾝｼﾞ 24分53秒チーム松井

6219 岡本　周治52 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 24分53秒

6207 志村　智也53 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾔ 25分00秒

6109 藤巻　圭太54 ﾌｼﾞﾏｷ ｹｲﾀ 25分00秒
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6186 吉村　清人55 ﾖｼﾑﾗ ｷﾖﾋﾄ 25分02秒

6213 内田　崇斗56 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄ 25分06秒若尾会計事務所

6099 山岸　正弘57 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 25分15秒

6038 石川　守58 ｲｼｶﾜ ﾏﾓﾙ 25分17秒

6203 公文　航平59 ｸﾓﾝ ｺｳﾍｲ 25分23秒

6233 成ヶ澤　嶺60 ﾅﾘｶﾞｻﾜ ﾚｲ 25分32秒

6250 本間　隆也61 ﾎﾝﾏ ﾘｭｳﾔ 25分34秒

6075 小山　省三62 ｺﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 25分38秒

6142 芦澤　陽一63 ｱｼｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 25分44秒

6221 功刀　公輔64 ｸﾇｷﾞ ｺｳｽｹ 25分49秒

6251 入澤　暁65 ｲﾘｻﾜ ｱｷ 25分53秒

6092 田中　総明66 ﾀﾅｶ ﾐﾁｱｷ 25分54秒

6097 古井　一貴67 ﾌﾙｲ ｶｽﾞｷ 25分57秒

6157 亀井　満夫68 ｶﾒｲ ﾐﾂｵ 25分58秒

6002 橘高　秀実69 ｷｯﾀｶ ﾋﾃﾞﾐ 26分00秒伊藤ＲＵＮ部

6134 米山　真之介70 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 26分00秒

6014 内藤　大輔71 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 26分01秒ＦＦＴ

6228 藤森　大空72 ﾌｼﾞﾓﾘ ｿﾗ 26分06秒

6013 小池　良信73 ｺｲｹ ﾖｼﾉﾌﾞ 26分30秒ＦＦＴ

6051 本間　寿行74 ﾎﾝﾏ ﾄｼﾕｷ 26分31秒

6159 坂本　広伯75 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 26分34秒

6005 渡辺　大成76 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾅﾘ 26分34秒

6040 宮原　一仁77 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 27分11秒

6052 清水　丈司78 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 27分15秒

6247 本田　涼太79 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 27分15秒上溝南高等学校

6019 樋澤　泰二80 ﾋｻﾞﾜ ﾀｲｼﾞ 27分18秒ＦＦＴ

6105 尾上　貴弘81 ｵﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 27分27秒

6020 安江　智一82 ﾔｽｴ ﾄﾓｶｽﾞ 27分29秒ＦＦＴ

6169 手塚　卓己83 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 27分37秒会社員

6012 長田　桂84 ｵｻﾀﾞ ｶﾂﾗ 27分51秒ＦＦＴ

6154 相澤　卓実85 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 27分57秒

6088 中山　亘86 ﾅｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 27分57秒

6085 久保田　和也87 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 28分09秒ＮＩＳＳＥＩ

6208 小野　修一88 ｵﾉ ｼｭｳｲﾁ 28分15秒山梨積水株式会社

6114 滝島　真89 ﾀｷｼﾏ ｼﾝ 28分21秒

6160 岩下　光一90 ｲﾜｼﾀ ｺｳｲﾁ 28分32秒

6150 大柴　公太91 ｵｵｼﾊﾞ ｺｳﾀ 28分32秒

6112 佐野　周作92 ｻﾉ ｼｭｳｻｸ 28分38秒

6182 小野　健太93 ｵﾉ ｹﾝﾀ 28分46秒

6232 小松　柊介94 ｺﾏﾂ ｼｭｳｽｹ 28分48秒

6161 川手　孝一95 ｶﾜﾃ ｺｳｲﾁ 28分53秒

6199 西　光太96 ﾆｼ ｺｳﾀ 28分54秒

6187 榎本　陽介97 ｴﾉﾓﾄ ﾖｳｽｹ 29分16秒山梨積水株式会社

6043 中澤　正98 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 29分17秒

6108 荒井　亮99 ｱﾗｲ ﾘｮｳ 29分24秒

6082 堀内　貴弘100 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 29分27秒

6188 益田　裕章101 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 29分30秒

6179 野田　佑一102 ﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 29分35秒

6176 原　孝文103 ﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 29分38秒

6166 秋山　卓也104 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 29分45秒

6170 井上　尚希105 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 30分02秒

6100 若木　俊克106 ﾜｶｷ ﾄｼｶﾂ 30分03秒

6174 伊藤　悠107 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 30分07秒

6165 松木　雄太108 ﾏﾂｷ ﾕｳﾀ 30分11秒
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1903 佐野　篤109 ｻﾉ ｱﾂｼ 30分20秒（有）シラネ精工

6143 若林　良110 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 30分27秒

6145 松永　保111 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 30分29秒山梨積水株式会社

6091 奥田　浩一112 ｵｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 30分47秒

6008 志村　祐二113 ｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 30分47秒Ｎ／Ａｉｓｍ

6140 斉藤　辰也114 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 30分48秒

6136 佐久間　純115 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝ 30分52秒

6066 市川　智士116 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 30分57秒

6086 乙黒　浩太朗117 ｵﾄｸﾞﾛ ｺｳﾀﾛｳ 31分03秒ＮＩＳＳＥＩ

6210 芦澤　洋平118 ｱｼｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 31分16秒

6173 田中　翔119 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 31分17秒山梨積水株式会社

6046 細川　等120 ﾎｿｶﾜ ﾋﾄｼ 31分30秒

6225 松下　寿道121 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ 31分30秒

6049 武井　英史122 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞｼ 31分30秒大幸虹

6106 山内　洋明123 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｱｷ 31分36秒山梨積水株式会社

6122 大堀　力124 ｵｵﾎﾘ ﾁｶﾗ 31分39秒

6147 佐野　純人125 ｻﾉ ｽﾐﾄ 31分40秒

6185 髙宮　淳126 ﾀｶﾐﾔ ｱﾂｼ 31分42秒（有）シラネ精工

6015 塚原　博127 ﾂｶﾊﾗ  ﾋﾛｼ 31分48秒ＦＦＴ

6037 武井　尚也128 ﾀｹｲ ﾅｵﾔ 31分48秒

6030 樋泉　雅紀129 ﾋｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 31分51秒

6254 河野　和久130 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾋｻ 31分52秒

6222 一瀬　槙之介131 ｲﾁﾉｾ ｼﾝﾉｽｹ 32分00秒

6162 山口　宗一郎132 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 32分13秒

6021 住吉　健太133 ｽﾐﾖｼ ｹﾝﾀ 32分19秒ＦＦＴ

6158 河野　洋134 ｺｳﾉ ﾋﾛｼ 32分24秒

6017 内藤　伸二135 ﾅｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 32分24秒ＦＦＴ

6180 渡辺　英樹136 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 32分25秒

6074 中沢　貴137 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ 32分28秒石原分団

6107 丸山　直人138 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ 32分30秒若尾会計事務所

6062 小田切　真喜139 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｻｷ 32分32秒

6126 石川　淳140 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 32分38秒

6230 山木　駿太朗141 ﾔﾏｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 32分39秒鈴与株式会社

6094 櫛田　浩行142 ｸｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 32分42秒

6023 山口　等143 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 32分47秒ＦＦＴ

6022 梶原　僚太144 ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 32分54秒ＦＦＴ

6139 古家　徹145 ﾌﾙﾔ ﾄｵﾙ 33分01秒

6048 岡　美広146 ｵｶ ﾖｼﾋﾛ 33分21秒

6054 梅原　稔147 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾉﾙ 33分27秒チームもりこふ

6060 酒井　和美148 ｻｶｲ ｶｽﾞﾐ 33分31秒

6205 平田　晃啓149 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 34分00秒

6072 有賀　茂雄150 ｱﾙｶﾞ ｼｹﾞｵ 34分15秒

6227 萩元　将大151 ﾊｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 34分35秒

6001 並木　隆之152 ﾅﾐｷ ﾀｶﾕｷ 34分40秒チーム伊藤ＲＵＮ

6138 川越　敏弘153 ｶﾜｺｼ ﾄｼﾋﾛ 34分52秒

6006 望月　健一154 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 34分55秒Ｎ／Ａｉｓｍ

6079 大堀　好幸155 ｵｵﾎﾘ ﾖｼﾕｷ 34分57秒

6184 水上　拓也156 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 34分57秒

6018 牧　浩157 ﾏｷ ﾋﾛｼ 34分58秒ＦＦＴ

6044 今井　一秀158 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 35分13秒

6058 小泉　和也159 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 35分13秒

6064 久田　浩一郎160 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 35分18秒

6212 渡邉　睦己161 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾂｷ 35分19秒

6226 渡邉　駿也162 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 35分31秒山梨積水株式会社
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6103 田中　暁163 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 35分41秒

6026 有田　圭司164 ｱﾘﾀ ｹｲｼﾞ 36分04秒走った後の酒旨い

6029 原　まさのり165 ﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 36分06秒

6124 天利　昭夫166 ｱﾏﾘ ｱｷｵ 36分10秒

6003 若杉　光167 ﾜｶｽｷﾞ ﾋｶﾙ 36分10秒富士電機株式会社

6130 入澤　裕己168 ｲﾘｻﾜ ﾋﾛｷ 36分32秒

6068 中江　隆雄169 ﾅｶｴ ﾀｶｵ 36分33秒鈴与株式会社

6191 内山　勇輝170 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 36分40秒

6231 中江　柊人171 ﾅｶｴ ｼｭｳﾄ 36分45秒

6076 林　秀雄172 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 36分48秒ＭａｔｏｈｉＲＣ

6089 市川　アキヒロ173 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ 36分49秒

6039 宮澤　正久174 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋｻ 36分55秒

6168 深沢　友和175 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 37分00秒

6087 岩田　昭治176 ｲﾜﾀ ｼｮｳｼﾞ 37分05秒

6193 志村　昌也177 ｼﾑﾗ ﾏｻﾔ 37分18秒

6111 梅津　昭宏178 ｳﾒﾂﾞ ｱｷﾋﾛ 37分18秒

6133 田川　雅久179 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋｻ 37分19秒東京都立墨東病院

6115 田村　健一180 ﾀﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 37分20秒若尾会計事務所

6223 早川　雅俊181 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾄｼ 37分25秒鈴与株式会社

6042 伊藤　嘉久182 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 37分29秒

6149 市川　一貴183 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾀｶ 37分40秒

6217 塩田　優斗184 ｼｵﾀ ﾕｳﾄ 37分56秒

6155 志村　勉185 ｼﾑﾗ ﾂﾄﾑ 38分05秒

6218 小田切　敦186 ｵﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ 38分10秒

6009 粟生　浩之187 ｱｵｳ ﾋﾛﾕｷ 38分24秒ＦＦＴ

6071 石原　満彦188 ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾋｺ 38分48秒石原分団

6078 林　康生189 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ 39分11秒

6110 田中　啓一190 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 39分34秒

6011 中山　道洋191 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ 39分40秒ＦＦＴ

6125 池田　尊敏192 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 39分59秒会社員

6153 光江　健太郎193 ﾐﾂｴ ｹﾝﾀﾛｳ 40分23秒

6214 村山　俊成194 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼﾅﾙ 40分29秒

6172 市川　真一195 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｲﾁ 40分39秒

6067 井上　透196 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 40分58秒石原分団

6216 小宮山　瞭197 ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳ 41分11秒（有）シラネ精工

6059 森田　雅博198 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 41分21秒

6004 幸田　朋也199 ｺｳﾀﾞ ﾄﾓﾔ 41分22秒走った後の酒うまい

6047 飯島　政明200 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 41分29秒

6036 功刀　正文201 ｸﾇｷﾞ ﾏｻﾌﾐ 41分33秒

6220 原　辰徳202 ﾊﾗ ﾀﾂﾉﾘ 41分44秒

6163 小瀬川　潤203 ｺｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 41分46秒（有）シラネ精工

6032 馬目　武浩204 ﾏﾉﾒ ﾀｹﾋﾛ 41分48秒

6028 末吉　通205 ｽｴﾖｼ ﾄｵﾙ 41分57秒

6056 吉村　公利206 ﾖｼﾑﾗ ｷﾐﾄｼ 42分04秒

6104 中村　秀樹207 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 42分30秒山梨積水株式会社

6083 石井　斉208 ｲｼｲ ﾋﾄｼ 42分32秒鈴与株式会社

6035 伯耆　雅信209 ﾎｳｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 42分51秒幸福温泉ＲＣ

6215 西田　翔吾210 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 43分03秒

6027 星野　雅臣211 ﾎｼﾉ ﾏｻｵﾐ 44分10秒

6236 保坂　一夢212 ﾎｻｶ ｲﾂﾑ 44分34秒ステップあい

6152 梶原　英詩213 ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｼ 44分35秒（有）シラネ精工

6010 保坂　明彦214 ﾎｻｶ ｱｷﾋｺ 44分35秒ＦＦＴ

6211 雨宮　希215 ｱﾒﾐﾔ ﾉｿﾞﾑ 45分25秒

6144 新谷　則之216 ｼﾝﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 46分14秒
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6045 栗山　哲郎217 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 46分19秒深志Ｒｕｎクラブ

6118 相馬　宗貴218 ｿｳﾏ ﾑﾈﾀｶ 47分01秒

6034 三善　泰雄219 ﾐﾖｼ ﾔｽｵ 47分04秒白金クラブ

6070 田中　孝220 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 47分17秒石原分団

6116 千野　秀明221 ﾁﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 47分37秒

6141 牧野　勝信222 ﾏｷﾉ ｶﾂﾉﾌﾞ 48分13秒

6024 伊奈　孝好223 ｲﾅ ﾀｶﾖｼ 48分27秒

6194 丸山　専224 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ 50分53秒

6128 石井　幸夫225 ｲｼｲ ﾕｷｵ 51分02秒

6129 矢田部　悟226 ﾔﾀﾍﾞ ｻﾄﾙ 51分02秒

6041 加賀美　孝之227 ｶｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 55分51秒拓大ＯＢ


