
順位 総合順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 居住地 所属 タイム

1 5 3528 山崎 誠 ヤマザキ マコト 柏崎市 柏崎市 2:01:02

2 7 3568 村田 洋一 ムラタ ヨウイチ 小千谷市 2:07:47

3 17 3581 瀬高 光夫 セタカ ミツオ 三条市 2:15:48

4 21 3566 堀 潤一 ホリ ジュンイチ 新潟市 新潟大学 2:20:24

5 24 3605 佐藤 博 サトウ　ヒロシ 加茂市 2:23:05

6 25 3556 金子 浩 カネコ ヒロシ 新潟市 2:23:36

7 26 3509 吉野 隆 ヨシノ タカシ 長岡市 2:24:48

8 30 3507 田代 修 タシロ オサム 新潟市 京ヶ瀬ＡＣ 2:28:06

9 36 3546 井上 哲 イノウエ サトル 新潟市 2:31:38

10 39 3521 知野 敦雄 チノ アツオ 三条市 燕ジョグ 2:34:52

11 41 3535 高野 明 タカノ アキラ 十日町市 宇都宮製作所 2:37:56

12 42 3578 岡野 光紀 オカノ ミツヨシ 石川県 おひろ会 2:37:58

13 44 3532 渡辺 裕浩 ワタナベ ヤスヒロ 新潟市 2:39:13

14 47 3604 米山　哲郎 ヨネヤマ　テツロウ 新潟市 2:41:47

15 50 3506 小原 卓 オハラ タク 富山県 2:42:33

16 60 3542 松永 英治 マツナガ エイジ 静岡県 2:47:40

17 61 3547 鶴間 正 ツルマ タダシ 新潟市 2:48:10

18 63 3606 栃堀　一樹 トチホリ　ヒトキ 柏崎市 2:48:29

19 69 3594 目黒 博信 メグロ ヒロノブ 新潟市 2:50:30

20 70 3560 田口 明広 タグチ アキヒロ 長岡市 2:50:42

21 73 3539 篠原 一師 シノハラ ヒトシ 静岡県 静岡ＣＪ 2:51:32

22 75 3583 佐々木 将雄 ササキ マサオ 長岡市 バッファローモンガー 2:51:52

23 77 3555 岡田 利浩 オカダ トシヒロ 妙高市 2:53:23

24 78 3557 小林 幸継 コバヤシ ユキツグ 長岡市 2:53:31

25 80 3550 青柳 保 アオヤギ タモツ 長岡市 2:55:05

26 83 3597 井淵 由春 イブチ ヨシハル 石川県 2:56:45

27 89 3563 風田 陣 カゼタ ジン 新潟市 ピロクテテス 2:58:53

28 90 3515 高尾 佳宏 タカオ ヨシヒロ 栃木県 ロジャームーアと広川太一郎 2:59:05

29 91 3573 佐藤 久 サトウ ヒサシ 長岡市 白山ランナーズ 2:59:40

30 92 3554 内山 丈明 ウチヤマ タケアキ 新潟市 ゼロイチ 2:59:44

31 93 3525 鈴木 智弥 スズキ トモヤ 神奈川県 3:00:00

32 94 3523 松本 知雄 マツモト トモオ 神奈川県 3:00:00

33 95 3541 田中 時夫 タナカ トキオ 群馬県 たなか　ときお 3:00:03

34 96 3505 小林 直志 コバヤシ タダシ 十日町市 ＭＥＩＴＥＩランナーズ 3:00:34

35 97 3565 瀧澤 聖一 タキザワ ショウイチ 長岡市 3:01:26

36 101 3518 竹田 成典 タケダ シゲノリ 上越市 チーム・ぶりぶり 3:02:55

37 103 3601 牧野 恭 マキノ タカシ 新潟市 朝日酒造株式会社 3:03:34

越後カントリートレイル

令和4年6月19日(日)

【種目】22km 男子 50歳以上
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38 104 3574 小村 貴興 コムラ タカオキ 長岡市 3:04:08

39 105 3610 髙橋　真一 タカハシ　シンイチ 長岡市 3:06:20

40 108 3598 小俣 英一 オマタ エイイチ 東京都 3:06:57

41 112 3553 佐藤 祥紀 サトウ ヨシノリ 新潟市 3:09:06

42 114 3600 ビューラ ヨールグ ビューラ ヨールグ 長岡市 長岡オリエンテーリングクラブ 3:10:06

43 115 3564 山田 史朗 ヤマダ シロウ 小千谷市 3:10:10

44 116 3522 中村 治 ナカムラ オサム 柏崎市 3:10:25

45 118 3534 尾嶋 教正 オジマ ノリマサ 千葉県 清水公園ＲＣ 3:10:44

46 119 3559 宮島 雄樹 ミヤジマ ユウキ 新潟市 株式会社ＮＴＣ 3:10:56

47 122 3585 ところ屋 典久 トコロヤ ノリヒサ 新潟市 出中６０会 3:12:57

48 123 3530 新部 誠 ニベ マコト 柏崎市 3:13:37

49 124 3552 宇山 陽太 ウヤマ ヨウタ 新潟市 3:14:08

50 125 3544 岡田 恒弘 オカダ ツネヒロ 山形県 岡田クリニック 3:14:10

51 128 3549 関 学 セキ マナブ 南魚沼市 まなぶ 3:14:33

52 129 3567 根岸 健治 ネギシ ケンジ 新潟市 3:16:38

53 130 3510 植木 英雄 ウエキ ヒデオ 栃木県 3:16:39

54 131 3570 山田 洋成 ヤマダ ヨウセイ 長岡市 日清医療食品 3:16:53

55 136 3501 井上 正志 イノウエ マサシ 愛知県 3:18:59

56 137 3602 伊藤 一明 イトウ カズアキ 新潟市 伊藤重作商店 3:19:24

57 141 3571 佐藤 太 サトウ フトシ 新潟市 3:20:10

58 143 3558 八木 達治郎 ヤギ タツジロウ 新潟市 3:20:45

59 145 3548 古森 憲二 コモリ ケンジ 茨城県 会社員 3:21:10

60 151 3526 山本 富士雄 ヤマモト フジオ 山梨県 おじんぎ堂 3:23:21

61 153 3590 岡村 克人 オカムラ カツヒト 新潟市 3:24:39

62 154 3508 鈴木 充正 スズキ ミツマサ 東京都 タチトラ 3:24:41

63 156 3519 朝倉 一朗 アサクラ イチロウ 東京都 3:25:06

64 157 3580 小澤 一彰 オザワ カズアキ 新発田市 シイエムケイ 3:25:08

65 159 3572 和田 正 ワダ タダシ 新潟市 ＮＫＫランナーズ 3:26:18

66 160 3596 羽田野 芳夫 ハタノ ヨシオ 新潟市 3:26:22

67 164 3607 田中　敏浩 タナカ　トシヒロ 長岡市 3:28:48

68 165 3588 平澤 力 ヒラサワ ツトム 長岡市 エキップ 3:28:55

69 168 3584 春山 孝二 ハルヤマ コウジ 富山県 3:30:19

70 171 3608 石山　徳吉 イシヤマ　トクヨシ 村上市 3:31:46

71 178 3561 平松 剛暁 ヒラマツ タケアキ 新潟市 内野走ろう会 3:37:02

72 179 3514 三原田 靖 ミハラダ ヤスシ 上越市 ランナーズ大潟 3:37:07

73 183 3586 佐藤 伸泰 サトウ ノブヤス 小千谷市 太平ビルサービス 3:37:58

74 185 3591 末田 護 スエダ マモル 長岡市 3:38:25
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75 188 3536 佐藤 幸喜 サトウ コウキ 聖籠町 ＴＥＡＭ一心 3:38:46

76 194 3579 坂詰 洋人 サカヅメ ヒロト 長岡市 3:43:24

77 195 3593 長谷川 功 ハセガワ イサオ 長岡市 老健ぶんすい 3:43:35

78 196 3569 渡辺 順 ワタナベ ジュン 新発田市 トコトコ会 3:44:41

79 203 3551 山田 光之 ヤマダ ミツユキ 群馬県 アイフィールド 3:53:30

80 204 3531 高橋 浩一 タカハシ コウイチ 千葉県 清水公園ＲＣ 3:54:42

81 205 3577 石田 泰男 イシダ ヤスオ 小千谷市 歩きの工房 3:54:53

82 206 3502 木村 渉 キムラ ワタル 神奈川県 3:55:15

83 207 3524 青柳 久雄 アオヤギ ヒサオ 長岡市 おぐに走ろう会 3:55:34

84 208 9104 上村 忠雄 カミムラ タダオ 南魚沼市 東地域づくり協議会 3:56:28

85 210 3603 田中 博 タナカ ヒロシ 群馬県 伊勢崎西部スポーツ 3:57:32

86 211 3595 青田 貞利 アオタ サダトシ 千葉県 笹川なずな工房 3:58:04

87 215 3540 桑原 進 クワバラ ススム 長岡市 スリムチャンス 4:00:56

88 221 3543 山下 克弥 ヤマシタ カツヤ 小千谷市 おぢや酔走楽部 4:08:27

89 222 3533 矢後 等 ヤゴ ヒトシ 福島県 矢後ジャパン 4:09:18

90 224 3592 長谷川 英明 ハセガワ ヒデアキ 長岡市 竹中産業 4:20:35

91 227 3520 近嵐 久 チカラシ ヒサシ 新潟市 ナガレボシ 4:25:27

92 228 3599 武野 文昭 タケノ フミアキ 埼玉県 4:25:46

93 230 3516 本多 宏 ホンダ ヒロシ 新潟市 4:47:37

94 234 3609 小山　徳和 コヤマ　ノリカズ 長岡市 5:10:11

DNF - 3589 穂苅 和治 ホカリ カズハル 長岡市

DNF - 3575 米山 仙郎 ヨネヤマ センロウ 柏崎市

DNF - 3527 竹内 秀樹 タケウチ ヒデキ 群馬県

DNS - 3503 岡田 直久 オカダ ナオヒサ 新潟市

DNS - 3504 石橋 勉 イシバシ ツトム 柏崎市 タンポポランナーズ

DNS - 3511 深野 秀二 フカノ シュウジ 東京都 バンダナブラザース

DNS - 3512 今井 直樹 イマイ ナオキ 三条市 ＮＫＫランナーズ

DNS - 3513 丸山 利彦 マルヤマ トシヒコ 新潟市

DNS - 3517 深井 友市 フカイ トモイチ 埼玉県

DNS - 3529 下田 雅彦 シモダ マサヒコ 東京都 ゆる練

DNS - 3537 鶴巻 隆 ツルマキ タカシ 新潟市 新潟交通

DNS - 3538 渡部 友由紀 ワタベ トモユキ 新潟市

DNS - 3545 飯田 英範 イイダ ヒデノリ 新発田市

DNS - 3576 ブルック マイケル ブルック マイケル 妙高市

DNS - 3582 金澤 伸 カナザワ シン 新潟市 金走会

DNS - 3587 石黒 充 イシグロ ミツル 神奈川県
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