
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

ミドル 男性
フリガナ

117 柳 穣治 栃木陸上競技会 3:39:11 0:001 ﾔﾅｷﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

104 後藤 憲仁 ザ・キジトラズ 3:42:46 3:352 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ

115 川崎 義孝 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 3:44:39 5:283 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾀｶ

112 野口 武史 3:48:52 9:414 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

131 松川 直人 フルトーンズ 3:51:3212:215 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾄ

103 杉山 裕史 矢板ＲＣ 3:57:5718:466 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ

125 大平 賢治 ＩＴＲＣ 3:59:5020:397 ｵｵﾋﾗ ﾖｼﾊﾙ

111 神原 文和 上州山楽走 4:12:5933:488 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾌﾐｶｽﾞ

108 大林 悟 古賀志山快速登山部 4:14:0234:519 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ

102 井出 和範 ハートビュー 4:19:3140:2010 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾉﾘ

128 境 雅高 古河走友会 4:22:2743:1611 ｻｶｲ ﾏｻﾀｶ

210 宇賀神 一郎 宇都宮トレラン愛好家の集い 4:25:4146:3012 ｳｶﾞｼﾞﾝ ｲﾁﾛｳ

142 薄井 猛生 宇都宮トレラン愛好家の集い 4:26:0946:5813 ｳｽｲ ﾀｹｵ

109 清田 広輝 ＳＣ丹沢秦野 4:26:4147:3014 ｾｲﾀ ｺｳｷ

121 木村 哲也 太田走友会 4:37:3958:2815 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ

148 鈴木 遼 4:38:4459:3316 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ

134 岡田 力 ＡＳＲＣ 4:40:301:01:1917 ｵｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ

177 狐塚 由幸 4:42:491:03:3818 ｷﾂﾈﾂﾞｶ ﾖｼﾕｷ

182 渡辺 健太郎 走る練習 4:43:161:04:0519 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

116 中條 康雄 4:44:111:05:0020 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾔｽｵ

161 根村 俊哉 4:45:401:06:2921 ﾈﾑﾗ ﾄｼﾔ

239 塚本 賀則 ONETOKYORC 4:46:171:07:0622 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ

166 七海 和寿 宇都宮トレラン愛好家の集い 4:47:201:08:0923 ﾅﾅｳﾐ ｶｽﾞﾄｼ

127 戸井田 淳史 ＵＣＯＲＣ 4:47:311:08:2024 ﾄｲﾀﾞ ｱﾂｼ

163 菊池 哲 バヤ・コン・ディオス 4:47:581:08:4725 ｷｸﾁ ｻﾄｼ

130 黒川 裕朗 鹿沼健康走ろう会 4:48:461:09:3526 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｱｷ

205 渡会 翼 4:49:291:10:1827 ﾜﾀﾗｲ ﾂﾊﾞｻ

118 富永 裕二 ハイタッチＣ 4:51:071:11:5628 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ

162 吹上 慎治 矢板ＲＣ 4:52:441:13:3329 ﾌｷｱｹﾞ ｼﾝｼﾞ

119 岡部 良叙 日立おおみか 4:54:151:15:0430 ｵｶﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

243 福田 雄太 佐川急便 4:54:561:15:4531 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ

114 津久井 賢 5:01:011:21:5032 ﾂｸｲ ｹﾝ

124 斎藤 一智 5:01:071:21:5633 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ

149 岩沢 勇夫 5:01:421:22:3134 ｲﾜｻﾜ ｲｻｵ

238 彦坂 靖之 ミョウゴウＲＣ 5:05:051:25:5435 ﾋｺｻｶ ﾔｽﾕｷ

198 渡邉 積 ｅＡ茨城 5:05:241:26:1336 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ

211 須永 晃行 ダウハウ 5:05:521:26:4137 ｽﾅｶﾞ ｱｷﾕｷ

164 福井 健 5:07:421:28:3138 ﾌｸｲ ﾀｹｼ

139 長 達也 ワイグルマラソン部 5:08:181:29:0739 ﾁｮｳ ﾀﾂﾔ

176 渡辺 桂一 5:10:181:31:0740 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ

174 伊藤 俊幸 ストライドラブランナーズ 5:11:051:31:5441 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ

175 渡辺 勝浩 5:11:231:32:1242 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ

190 川本 剛 5:14:131:35:0243 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ

122 柏瀬 智之 ヨーユーラボ 5:14:571:35:4644 ｶｼﾜｾ ﾄﾓﾕｷ

219 森谷 博幸 5:16:071:36:5645 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ

165 海野 陽平 5:17:041:37:5346 ｳﾐﾉ ﾖｳﾍｲ

146 須藤 達也 5:17:041:37:5347 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ

147 松山 義秀 ランジョグ 5:17:151:38:0448 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ

159 金子 智幸 レオン自動機 5:17:411:38:3049 ｶﾈｺ ﾄﾓﾕｷ

136 清藤 俊介 5:18:381:39:2750 ｾｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
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154 森島 大静 5:19:091:39:5851 ﾓﾘｼﾏ ﾋﾛｼｽﾞ

222 下山 知宏 5:19:591:40:4852 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

123 大竹 徹哉 高萩走友会 5:20:181:41:0753 ｵｵﾀｹ ﾃﾂﾔ

216 菊池 基之 ｔｅａｍ　ＱＵＥＳＴ 5:21:381:42:2754 ｷｸﾁ ﾓﾄﾕｷ

178 山田 遼太郎 5:23:121:44:0155 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

214 小坂 信幸 5:24:271:45:1656 ｺｻｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

206 真嶋 秀尚 5:26:001:46:4957 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾅｵ

218 中澤 聡 5:26:551:47:4458 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ

107 猪俣 哲哉 空色スペース合同会社 5:27:591:48:4859 ｲﾉﾏﾀ ﾃﾂﾔ

126 岡田 恒夫 茨城陸上競技協会 5:28:101:48:5960 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈｵ

141 田口 圭一 JFEスチール 5:29:411:50:3061 ﾀｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ

101 富山 健晴 チーム木木木 5:30:151:51:0462 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｹﾊﾙ

135 角田 正明 猪突猛進 5:31:361:52:2563 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ

152 河上 昌夫 5:32:201:53:0964 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｵ

155 関谷 多加志 5:35:081:55:5765 ｾｷﾔ ﾀｶｼ

173 平川 亮 ◆弥勒菩薩◆ 5:37:391:58:2866 ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳ

168 根目沢 博 日立市 5:37:391:58:2867 ﾈﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

150 大島 隆宏 5:38:031:58:5268 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

232 五十嵐 誠功 宇都宮トレラン愛好家の集い 5:38:081:58:5769 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾉﾘ

153 井出 直 5:38:091:58:5870 ｲﾃﾞ ｽﾅｵ

230 中山 航 株式会社奥田製作所 5:38:161:59:0571 ﾅｶﾔﾏ ｺｳ

140 渡邉 太一郎 週末ライド 5:39:372:00:2672 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁﾛｳ

193 中村 浩司 5:41:472:02:3673 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ

157 田村 宜也 エスリンズ 5:43:162:04:0574 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾔ

144 福田 一道 5:43:362:04:2575 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾐﾁ

235 軽部 慎吾 5:45:062:05:5576 ｶﾙﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

215 澤田 幹夫 5:45:202:06:0977 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷｵ

143 高尾 佳宏 秘密のデカちゃんは石立鉄男 5:45:352:06:2478 ﾀｶｵ ﾖｼﾋﾛ

229 鈴木 稔也 品川ゾンビＲＣ 5:47:142:08:0379 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ

110 大足 成男 栃木陸上競技協会 5:49:362:10:2580 ｵｵｱｼ ｼｹﾞｵ

201 能登 義和 風 5:49:562:10:4581 ﾉﾄ ﾖｼｶｽﾞ

213 福田 順一 弾丸トレラン部 5:52:372:13:2682 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

196 坂井 一雄 ＳＷＲＣ 5:53:332:14:2283 ｻｶｲ ｶｽﾞｵ

242 森田 拓之 5:53:412:14:3084 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ

167 古関 啓太郎 5:54:272:15:1685 ｺｾｷ ｹｲﾀﾛｳ

186 香川 禎明 森守クラブ 5:55:222:16:1186 ｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ

202 鈴木 隆文 5:55:342:16:2387 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾞﾐ

197 三ツ橋 茂雄 5:57:382:18:2788 ﾐﾂﾊｼ ｼｹﾞｵ

207 田角 拓 5:59:472:20:3689 ﾀﾂﾉ ﾋﾛﾑ

120 熊田 勝市 はあとびいと 6:00:522:21:4190 ｸﾏﾀﾞ ｶﾂｲﾁ

195 金井 信哉 6:02:052:22:5491 ｶﾅｲ ｼﾝﾔ

188 秋山 幸男 6:02:572:23:4692 ｱｷﾔﾏ ﾕｷｵ

129 鈴木 努 日立ハイテク 6:03:302:24:1993 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ

226 藤井 光国 はな・もも・クラブ 6:04:432:25:3294 ﾌｼﾞｲ ﾐﾂｸﾆ

203 清水 大輔 6:06:442:27:3395 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ

189 小林 勇 美土里ＴＲＣ 6:08:132:29:0296 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ

183 長谷川 淳悟 6:09:042:29:5397 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ

204 井上 聡 6:10:202:31:0998 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ

170 遠藤 喜敬 チーム週末ライド 6:17:212:38:1099 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ

187 白戸 俊男 千住金属工業 6:18:302:39:19100 ﾊｸﾄ ﾄｼｵ
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184 杉本 信司 6:19:102:39:59101 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

225 石橋 俊宏 6:26:432:47:32102 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼﾋﾛ

208 中村 隆治 6:27:582:48:47103 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ

137 師岡 和也 ＳｕｎｎｙＳｉｄｅ 6:30:012:50:50104 ﾓﾛｵｶ ｶｽﾞﾔ

231 山崎 康之 鈴柚クラブ 6:30:022:50:51105 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ

212 福田 健造 秘湯倶楽部 6:36:302:57:19106 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

160 阿部 稔 6:38:012:58:50107 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ

191 山井 崇嗣 6:38:012:58:50108 ﾔﾏｲ ﾀｶﾂｸﾞ

199 古峯 隆宏 6:39:353:00:24109 ｺﾐﾈ ﾀｶﾋﾛ

138 加藤 裕一郎 東京陸上競技協会 6:40:243:01:13110 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ

192 木下 新作 6:44:003:04:49111 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｻｸ

151 成田 耕一 ＭＲＣ 6:44:253:05:14112 ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ

227 福田 淳 6:46:263:07:15113 ﾌｸﾀ ｱﾂｼ

158 潮田 克弥 7:02:103:22:59114 ｳｼｵﾀﾞ ｶﾂﾔ

233 金子 裕一 7:04:323:25:21115 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ

106 熊倉 研二 宇都宮業務隊 7:05:003:25:49116 ｸﾏｸﾗ ｹﾝｼﾞ

221 竹中 勝美 7:16:403:37:29117 ﾀｹﾅｶ ｶﾂﾐ

228 松澤 瑞樹 ＪＲ田中道場 7:23:153:44:04118 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

217 荒田 憲臣 7:25:173:46:06119 ｱﾗﾀ ﾉﾘｵﾐ

133 柴田 彰夫 ビッグツリー 7:26:003:46:49120 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｵ

234 矢野 善教 歩人 7:32:553:53:44121 ﾔﾉ ﾖｼﾉﾘ
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