
第10回古峰ヶ原高原トレイルラン

ナンバー 所属順位 タイム氏名 トップ差

ショート 男性
フリガナ

1010 百瀬 優 パトスラグビークラブ 2:03:00 0:001 ﾓﾓｾ ﾏｻﾙ

1003 立川 幸太 カメの登山 2:03:24 0:242 ﾀﾁｶﾜ ｺｳﾀ

1095 杉山 司 2:06:46 3:463 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ

1022 蔵屋 剣士 チーム　アルクマ 2:08:27 5:274 ｸﾗﾔ ｹﾝｼ

1018 冨田 真 2:09:19 6:195 ﾄﾐﾀﾞ ﾏｺﾄ

1004 平野 昌宏 リフレスポーツ 2:13:4210:426 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾋﾛ

1002 星 貴城 會津の男 2:14:2111:217 ﾎｼ ﾀｶｼﾛ

1029 田谷 良太 2:14:3711:378 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ

1051 菅又 道男 宇都宮トレラン愛好家の集い 2:16:5113:519 ｽｶﾞﾏﾀ ﾐﾁｵ

1008 橋本 貴志 2:18:5115:5110 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ

1005 仲山 直 栃木陸協 2:27:4224:4211 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ

1041 嶋林 英敏 石岡ＴＲＣ 2:27:5324:5312 ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄｼ

1116 中島 孝規 ＫＩＲＹＵＳＫＹ４８１ 2:28:1425:1413 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ

1056 金成 翔史 2:29:2026:2014 ｶﾅﾘ ｼｮｳｼﾞ

1032 押野 優汰 テイエステック 2:35:5032:5015 ｵｼﾉ ﾕｳﾀ

1050 遠藤 司 2:35:5132:5116 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ

1013 阿部 耕太郎 2:37:1334:1317 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1020 山口 仁 東京陸上競技協会 2:37:3134:3118 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

1028 福田 智紀 宇都宮トレラン愛好家の集い 2:38:2535:2519 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓｷ

1048 丸山 哲史 2:39:5636:5620 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂｼ

1047 藤澤 敦 思川チーム大芦＠鹿島 2:41:1238:1221 ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾂｼ

1079 田中 浩平 2:41:4838:4822 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ

1100 三室 稔夫 2:42:0139:0123 ﾐﾑﾛ ﾄｼｵ

1087 大嶌 正也 柏の葉パークラン 2:42:1439:1424 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾔ

1099 高橋 貴幸 2:42:4639:4625 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ

1104 難波 勝 2:43:0340:0326 ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾙ

1026 毛塚 卓哉 2:43:0940:0927 ｹﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

1206 広沢 隆志 2:43:4940:4928 ﾋﾛｻﾜ ﾀｶｼ

1025 黄木 伸一 那須塩原市役所 2:44:1141:1129 ｵｳｷ ｼﾝｲﾁ

1036 黒坂 実 矢板ＲＣ 2:44:4341:4330 ｸﾛｻｶ ﾐﾉﾙ

1071 星野 住夫 鹿沼健康走ろう会 2:44:5341:5331 ﾎｼﾉ ｽﾐｵ

1011 原田 雄太 栃木陸協 2:45:3242:3232 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ

1081 蛭田 玲央 2:45:5242:5233 ﾋﾙﾀ ﾚｵ

1075 橋本 智輝 2:46:2843:2834 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｷ

1144 亀谷 統一 ＱＵＥＳＴ 2:46:3743:3735 ｶﾒﾔ ﾂﾈｲﾁ

1082 原 耕平 2:47:0344:0336 ﾊﾗ ｺｳﾍｲ

1023 阿部 翔太 2:47:2044:2037 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

1168 斉藤 克仁 2:48:5145:5138 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾄ

1093 春日 尚義 2:49:0046:0039 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ

1146 漆嶋 義男 2:49:0646:0640 ｳﾙｼﾏ ﾖｼｵ

1024 野澤 良久 チオビタドリンク 2:50:1447:1441 ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾋｻ

1121 清水 貴之 2:51:2248:2242 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ

1054 深堀 泰成 ＨＡ０２ 2:51:4248:4243 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾔｽｼｹﾞ

1059 奥澤 茂 葛生アスリート 2:51:5448:5444 ｵｸｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ

1043 柳谷 丈夫 矢板ランニングクラブ 2:51:5948:5945 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀｹｵ

1084 梅津 宏 2:52:4149:4146 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ

1196 大塚 学 2:53:0850:0847 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ

1064 守屋 文明 2:53:0950:0948 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｱｷ

1114 植木 清治 2:53:2550:2549 ｳｴｷ ｾｲｼﾞ

1127 加藤 正彦 さいたま走翔 2:53:4450:4450 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ
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1217 戸田 浩二 2:55:4252:4251 ﾄﾀﾞ ｺｳｼﾞ

1017 坂谷 武 駿ＴＲＣ 2:56:0253:0252 ｻｶﾔ ﾀｹｼ

1057 荒井 幸次郎 2:56:5053:5053 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞﾛｳ

1128 室井 操 2:57:4154:4154 ﾑﾛｲ ﾐｻｵ

1170 森田 孝道 2:59:3356:3355 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾐﾁ

1131 藤井 好夫 2:59:4256:4256 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ

1199 渡辺 圭一 3:00:2357:2357 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ

1179 小林 俊介 3:01:0958:0958 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ

1089 山中 祐人 3:01:1158:1159 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾄ

1034 小林 正和 鹿沼市森林組合 3:01:3758:3760 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ

1077 大森 勇生 カナエ 3:01:3958:3961 ｵｵﾓﾘ ﾊﾔｵ

1141 金巻 憲尚 3:01:4358:4362 ｶﾈﾏｷ ﾉﾘﾀｶ

1076 中田 泰人 3:02:4759:4763 ﾅｶﾀ ﾔｽﾄ

1060 並木 健 富士フィルムＢＩＪ 3:02:5659:5664 ﾅﾐｷ ｹﾝ

1074 早野 哲朗 京葉オリエンテーリングクラ 3:03:121:00:1265 ﾊﾔﾉ ﾃﾂｵ

1044 中嶋 太一郎 パト関東 3:03:131:00:1366 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁﾛｳ

1039 古橋 由崇 3:03:451:00:4567 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ

1049 大島 義夫 葛生アスリート 3:05:081:02:0868 ｵｵｼﾏ ﾖｼｵ

1053 古室 松美 ＭＯＤ 3:05:541:02:5469 ｺﾑﾛ ｼｮｳﾐ

1101 郡司 裕之 みやのもりＲＣ 3:07:161:04:1670 ｸﾝｼﾞ ﾋﾛﾕｷ

1062 横山 秀俊 二宮ＲＣ 3:07:541:04:5471 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

1046 大橋 俊夫 ボディブラボー 3:07:581:04:5872 ｵｵﾊｼ ﾄｼｵ

1088 丸山 公章 3:08:011:05:0173 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

1066 川村 肇 二宮ＲＣ 3:08:041:05:0474 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

1151 富田 舜 川崎トライアスロンクラブ 3:08:091:05:0975 ﾄﾐﾀ ｼｭﾝ

1083 飯川 勝也 3:08:211:05:2176 ｲｲｶﾜ ｶﾂﾔ

1102 石川 雅司 3:08:401:05:4077 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ

1134 石山 和史 3:09:031:06:0378 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾄ

1117 木山 康隆 ランナーズ栃木 3:09:061:06:0679 ｷﾔﾏ ﾔｽﾀｶ

1070 斉藤 史明 3:09:251:06:2580 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ

1067 根岸 茂康 グリーンヒルズ２１ 3:09:381:06:3881 ﾈｷﾞｼ ｼｹﾞﾔｽ

1173 赤木 康人 3:10:331:07:3382 ｱｶｷﾞ ﾔｽﾄ

1150 髙橋 岳志 遠藤走遊会 3:11:161:08:1683 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ

1015 内田 邦昭 3:12:371:09:3784 ｳﾁﾀﾞ ｸﾆｱｷ

1112 江口 悠太 3:13:491:10:4985 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

1031 廣谷 明彦 鹿沼健康走ろう会 3:14:001:11:0086 ﾋﾛﾔ ｱｷﾋｺ

1098 永島 孝 栃車区ＲＣ 3:14:471:11:4787 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ

1207 新江 恵市 栃木百名山制覇者 3:15:211:12:2188 ｱﾗｴ ｹｲｲﾁ

1078 岡 孝尚 3:15:261:12:2689 ｵｶ ﾀｶﾋｻ

1148 中野 隆廣 ＭＦＰ＆ｎｓｉ 3:15:551:12:5590 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ

1086 朝比奈 崇芳 3:16:151:13:1591 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾖｼ

1137 緑川 順市 3:16:221:13:2292 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1111 永山 宏幸 島根のパイセン 3:17:521:14:5293 ｴｲﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

1195 木村 貴弘 3:19:361:16:3694 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1118 相馬 寿則 3:21:271:18:2795 ｿｳﾏ ﾋｻﾉﾘ

1136 児玉 啓海 東京 3:21:391:18:3996 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｳﾐ

1178 柏崎 治正 3:21:401:18:4097 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾏｻ

1172 柿坂 将之 テイ・エス　テック 3:21:451:18:4598 ｶｷｻｶ ｼｮｳﾉ

1035 大橋 克章 3:22:351:19:3599 ｵｵﾊｼ ｶﾂｱｷ

1157 井上 潤 上州落語研究会 3:23:461:20:46100 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ
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1108 赤石 峻伍 3:23:591:20:59101 ｱｶｲｼ ｼｭﾝｺﾞ

1212 植田 幸作 3:24:541:21:54102 ｳｴﾀﾞ ｺｳｻｸ

1194 蓬田 雅人 3:25:481:22:48103 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾄ

1106 高崎 智範 3:26:191:23:19104 ﾀｶｻｷ ﾄﾓﾉﾘ

1138 山本 雄大 3:26:201:23:20105 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

1167 池澤 康 3:26:401:23:40106 ｲｹｻﾞﾜ ﾔｽｼ

1119 相馬 俊輔 3:26:531:23:53107 ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ

1132 豊田 幸裕 えりざっぷ 3:27:081:24:08108 ﾄﾖﾀ ﾕｷﾋﾛ

1040 吉見 洋平 3:27:221:24:22109 ﾖｼﾐ ﾖｳﾍｲ

1180 土方 益広 3:28:531:25:53110 ﾋｼﾞｶﾀ ﾏｽﾋﾛ

1129 大芦 ひとし 3:29:021:26:02111 ｵｵｱｼ ﾋﾄｼ

1214 橿渕 光広 3:29:271:26:27112 ｶｼﾌﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ

1124 加藤 裕治 ＨＴＫ７０ 3:31:271:28:27113 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ

1052 奥山 勝晃 ビール人間 3:31:351:28:35114 ｵｸﾔﾏ ｶﾂｱｷ

1190 渡辺 高広 3:31:551:28:55115 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

1135 植木 孝典 ＯＲＴ 3:32:031:29:03116 ｳｴｷ ﾀｶﾉﾘ

1165 中村 宏 3:32:161:29:16117 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ

1107 亀山 遼平 3:33:121:30:12118 ｶﾒﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ

1012 袴田 正巳 チームみしま 3:34:261:31:26119 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾐ

1069 鈴木 誠 Ｄクラ 3:35:091:32:09120 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

1130 蛭田 哲 3:35:311:32:31121 ﾋﾙﾀ ｻﾄｼ

1155 多田 正直 3:36:111:33:11122 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾅｵ

1055 綱川 峡司 3:36:181:33:18123 ﾂﾅｶﾜ ｷｮｳｼﾞ

1125 早川 安行 らんらんツクバ 3:36:231:33:23124 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾕｷ

1174 玉木 寛之 3:36:301:33:30125 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾕｷ

1213 岩壁 哲也 一礼畳工業 3:38:181:35:18126 ｲﾜｶﾍﾞ ﾃﾂﾔ

1189 小柴 黎斗 3:38:571:35:57127 ｺｼﾊﾞ ﾚｲﾄ

1072 植木 英雄 3:39:071:36:07128 ｳｴｷ ﾋﾃﾞｵ

1187 上村 竜 3:39:201:36:20129 ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳ

1171 瀬々 寛視 3:40:091:37:09130 ｾｾ ﾋﾛﾐ

1033 山本 哲也 大塚製薬株式会社 3:40:341:37:34131 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

1218 石沢 瑶 3:40:341:37:34132 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｳ

1169 鈴木 哲也 大塚製薬 3:40:341:37:34133 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ

1158 岩城 克典 岩城畳店 3:40:341:37:34134 ｲﾜｷ ｶﾂﾉﾘ

1045 前澤 健一郎 3:40:431:37:43135 ﾏｴｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ

1037 三宅 徳之 3:40:521:37:52136 ﾐﾔｹ ﾉﾘﾕｷ

1068 高松 竜一 萬屋 3:41:021:38:02137 ﾀｶﾏﾂ ﾘｭｳｲﾁ

1216 柴田 陽一郎 3:41:161:38:16138 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1209 福田 卓也 3:41:221:38:22139 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ

1193 一柳 達也 3:41:411:38:41140 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ

1142 今泉 昌和 3:41:431:38:43141 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻｶｽﾞ

1073 横須賀 哲也 3:41:511:38:51142 ﾖｺｽｶ ﾃﾂﾔ

1058 小平 弘之 （有）小平技建　風人会 3:41:591:38:59143 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾕｷ

1156 菊池 陽一郎 3:46:411:43:41144 ｷｸﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1115 秋山 優太 3:48:101:45:10145 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀ

1090 宮崎 伸二 3:48:241:45:24146 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ

1159 吉田 竜介 3:49:011:46:01147 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

1177 中條 幹夫 3:49:291:46:29148 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｷｵ

1063 柿沼 純 3:49:421:46:42149 ｶｷﾇﾏ ｼﾞｭﾝ

1123 中根 豊 石岡ＴＲＣ 3:49:521:46:52150 ﾅｶﾈ ﾕﾀｶ
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1065 鈴木 茂夫 3:49:571:46:57151 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ

1161 橋本 文章 3:52:191:49:19152 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｱｷ

1182 高田 一成 おっさんずラン 3:52:321:49:32153 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1091 下藤 勘二 3:52:541:49:54154 ｼﾀﾌｼﾞ ｶﾝｼﾞ

1143 今井 栄 おうらフレンズ 3:54:161:51:16155 ｲﾏｲ ｻｶｴ

1202 津野田 卓 3:54:461:51:46156 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶｼ

1184 星 樹 ＢＳＪ 3:55:501:52:50157 ﾎｼ ﾀﾂｷ

1186 田中 洋輔 3:57:071:54:07158 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

1204 柳原 慎太郎 3:57:131:54:13159 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

1126 元井 亨 3:57:451:54:45160 ﾓﾄｲ ﾄｵﾙ

1042 小峯 芳則 鴻巣たのしく走る会 3:59:061:56:06161 ｺﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ

1191 木間塚 渡 3:59:521:56:52162 ｷﾏﾂｶ ﾜﾀﾙ

1192 青木 修平 4:01:051:58:05163 ｱｵｷ ｼｭｳﾍｲ

1122 木村 良久 4:01:061:58:06164 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋｻ

1203 平野 久彦 アドバンスプラン 4:01:181:58:18165 ﾋﾗﾉ ﾋｻﾋｺ

1160 伊藤 誠 ヘルメッツＲＣ 4:02:271:59:27166 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ

1215 武内 健太 4:02:331:59:33167 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ

1120 大島 勉 4:04:062:01:06168 ｵｵｼﾏ ﾂﾄﾑ

1210 若宮 篤志 4:06:392:03:39169 ﾜｶﾐﾔ ｱﾂｼ

1103 深谷 和久 4:07:052:04:05170 ﾌｶﾔ ｶｽﾞﾋｻ

1188 加藤 真一 弾丸トレラン部 4:09:072:06:07171 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ

1176 中島 俊光 木泉 4:09:302:06:30172 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾐﾂ

1162 浅野 雅司 4:11:312:08:31173 ｱｻﾉ ﾏｻｼ

1166 福嶋 栄 4:14:232:11:23174 ﾌｸｼﾏ ｻｶｴ

1147 関口 和正 和楽走友会 4:15:172:12:17175 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ

1211 矢野 正雄 4:17:162:14:16176 ﾔﾉ ﾏｻｵ

1094 野口 章一 瓜づランナーズ 4:17:252:14:25177 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ

1080 西山 忠志 4:19:392:16:39178 ﾆｼﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ

1152 市川 友弘 4:24:102:21:10179 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1198 吉田 春雄 快走一人旅 4:24:202:21:20180 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｵ

1200 荒川 達 4:25:522:22:52181 ｱﾗｶﾜ ﾄｵﾙ

1219 橋爪 郁哉 4:29:202:26:20182 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾌﾐﾔ

1164 森 裕之 フランクアンドモリス 4:29:202:26:20183 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ

1097 深井 友市 埼玉陸上競技協会 4:35:042:32:04184 ﾌｶｲ ﾄﾓｲﾁ

1163 藤井 健司 ヘルメッツ 4:41:292:38:29185 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ

1201 青田 貞利 笹川なずな工房 4:53:332:50:33186 ｱｵﾀ ｻﾀﾞﾄｼ

1183 池田 昌英 弾丸トレラン部 5:05:313:02:31187 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

1113 武藤 幸男 栃の葉ＲＣ 5:11:203:08:20188 ﾑﾄｳ ｻﾁｵ

1153 前橋 剛 5:18:173:15:17189 ﾏｴﾊﾞｼ ﾂﾖｼ

1110 和田 泰宏 5:40:313:37:31190 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

1208 横山 義三 日本一周アルグ 5:59:533:56:53191 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｿﾞｳ
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