
リザルト：オートルートチャレンジ64km 総合男子
2017/11/19    5:00:00 スタート

選手名 記録順位 都道府県No. ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

8時間30分06秒1 1130 神奈川三浦裕一 ミウラユウイチ SAC

8時間43分10秒2 1105 静岡県谷　允弥 ﾀﾆ ﾉﾌﾞﾔ

9時間14分29秒3 1078 東京都笹沼　征雄 ｻｻﾇﾏ ﾕｷｵ

9時間26分02秒4 1065 福岡県別府　浩司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳｼﾞ ＪＡＭＹＡ

9時間26分02秒5 1001 牧野 公則 

9時間50分06秒6 1082 大阪府会田　翔 ｱｲﾀﾞ ｼｮｳ

9時間53分46秒7 1073 東京都横尾　和広 ﾖｺｵ ｶｽﾞﾋﾛ

9時間55分13秒8 1066 東京都大野　拓平 ｵｵﾉ ﾀｸﾍｲ

9時間56分41秒9 1041 東京都岩垂　晋 ｲﾜﾀﾚ ｼﾝ

10時間02分51秒10 1026 長野県別府　総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ

10時間07分34秒11 1068 神奈川長尾　暁人 ﾅｶﾞｵ ｱｷﾄ

10時間16分47秒12 1085 東京都吹田　郁 ｽｲﾀ ｲｸ 岩本町ＴＲＣ

10時間18分12秒13 1092 東京都宮園　貴之 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 岩本町ＴＲＣ

10時間21分42秒14 1018 神奈川金澤　純 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

10時間36分38秒15 1086 東京都諏訪　達也 ｽﾜ ﾀﾂﾔ サンモニ

10時間50分12秒16 1011 東京都織田　隼人 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ GHOST RUNNERS

10時間53分48秒17 1019 静岡県吉田　辰弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

10時間56分19秒18 1091 神奈川阿部　史生 ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ アサガンズ

10時間58分45秒19 1096 神奈川佐藤　謙介 ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 岩本町ＴＲＣ

10時間59分06秒20 1076 静岡県髙野　智久 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾋｻ

11時間10分39秒21 1090 東京都河野　克昭 ｺｳﾉ ｶﾂｱｷ ＡＦ

11時間11分26秒22 1034 山梨県大野　宏明 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ

11時間13分30秒23 1050 愛知県碓井　直樹 ｳｽｲ ﾅｵｷ

11時間16分56秒24 1056 東京都菅谷　豊 ｽｶﾞﾔ ﾕﾀｶ ＦＨ

11時間20分14秒25 1052 山梨県中込　智和 ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾓｶｽﾞ ＧＧＴ

11時間23分41秒26 1040 神奈川古川　健司 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝｼﾞ あとりえＳ

11時間29分28秒27 1002 加藤 淳一 

11時間29分35秒28 1097 神奈川永田　春樹 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ チーム１００マイル

11時間32分52秒29 1033 東京都寸田　英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ

11時間42分17秒30 1080 奈良県萱野　賢 ｶﾔﾉ ｹﾝ

11時間43分16秒31 1038 千葉県竹中　央 ﾀｹﾅｶ ﾋｻｼ

11時間44分21秒32 1023 東京都笹野　秀 ｻｻﾉ ｼｭｳ

11時間46分47秒33 1020 神奈川井口　創 ｲｸﾞﾁ ｿｳ

11時間47分42秒34 1039 神奈川黒瀬　博昭 ｸﾛｾ ﾋﾛｱｷ チーム１００マイル

11時間49分10秒35 1017 静岡県有田　正義 ｱﾘﾀ ﾏｻﾖｼ いっぽかっち

11時間58分01秒36 1035 千葉県大木　昇太 ｵｵｷ ｼｮｳﾀ フォトクリエイト

11時間59分30秒37 1077 山梨県中山　崇 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ

11時間59分35秒38 1069 山梨県雨宮　龍平 ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳﾍｲ

12時間01分47秒39 1104 神奈川米澤　孝典 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

12時間23分39秒40 1046 長野県内山　千尋 ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ ＪＳＴ甲信

12時間23分44秒41 1060 千葉県實籾　博康 ﾐﾓﾐ ﾋﾛﾔｽ

12時間24分05秒42 1014 三重県小川　敬史 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ

12時間25分26秒43 1047 山梨県木下　洋和 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 塩山皮フ科

12時間26分57秒44 1117 神奈川高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ TEAM SOTA

12時間31分24秒45 1063 東京都永峯　史康 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾌﾐﾔｽ ぎょうざＲＣ
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12時間36分23秒46 1015 神奈川鈴木　啓市 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ ザ・スペース

12時間40分51秒47 1098 千葉県本田　英師 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ チーム薄皮

12時間42分36秒48 1055 山梨県岡村　晃 ｵｶﾑﾗ ｺｳ 天然個性派アスリートチーム

12時間42分36秒49 1079 山梨県峰岸　弘輔 ﾐﾈｷﾞｼ ｺｳｽｹ

12時間46分48秒50 1101 千葉県辻本　哲也 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ

12時間47分33秒51 1053 神奈川渡辺　英之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

12時間50分35秒52 1093 福井県高岸　史朗 ﾀｶｷﾞｼ ｼﾛｳ ラニイ福井貨物

12時間53分03秒53 1009 京都府野田　周司 ﾉﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ Team Noiz

12時間53分36秒54 1024 静岡県鈴木　芳人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ

12時間53分43秒55 1084 埼玉県荒澤　尚司 ｱﾗｻﾜ ﾅｵｼﾞ 筋肉少年帯

12時間54分50秒56 1089 東京都郭　杰宸 ｸﾞｩｫ ｼﾞｪﾁｪﾝ 小美好野

13時間10分29秒57 1006 東京都秋楽　伸也 ｱｷﾗ ｼﾝﾔ

13時間18分44秒58 1109 大阪府成瀬　友和 ﾅﾙｾ ﾄﾓｶｽﾞ 成瀬歯科医院

13時間21分45秒59 1032 東京都関根　邦夫 ｾｷﾈ ｸﾆｵ

13時間28分23秒60 1057 山梨県近堂　直哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

13時間38分46秒61 1094 東京都横山　修 ﾖｺﾔﾏ ｵｻﾑ ｔｒｉｐｐｅｒｓ

13時間40分05秒62 1012 埼玉県堀池　計年 ﾎﾘｲｹ ｶｽﾞﾄｼ

13時間41分10秒63 1054 山梨県飯野　善一郎 ｲｲﾉ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ いいのクリニック

13時間48分06秒64 1027 神奈川市川　智也 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ

13時間51分26秒65 1118 山梨県山下　拓也 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ

13時間51分59秒66 1067 鹿児島岩元　健二 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＳＵＮＰＬＡＹ

13時間53分18秒67 1107 静岡県佐野　慎一 ｻﾉ ｼﾝｲﾁ 遠藤塾

13時間54分11秒68 1048 山梨県内田　翔平 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

13時間54分26秒69 1061 茨城県高木　賢 ﾀｶｷ ﾏｻﾙ

13時間54分57秒70 1051 山梨県笹本　和穂 ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾎ

13時間54分57秒71 1070 東京都鈴木　貴浩 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

13時間55分44秒72 1087 愛知県藤島　伸泰 ﾌｼﾞｼﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ

13時間56分33秒73 1043 東京都佐藤　譲太 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳﾀ

14時間09分17秒74 1102 東京都早田　敏 ﾊﾔﾀ ｻﾄｼ

14時間09分31秒75 1062 山梨県伊藤　雅基 ｲﾄｳ ﾏｻｷ

14時間11分54秒76 1113 千葉県大野　晃正 ｵｵﾉ ｱｷﾏｻ 同好会準備室

14時間14分30秒77 1016 東京都長島　政史 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾌﾐ

14時間15分17秒78 1007 静岡県塚崎　和良 ﾂｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ ＮＹＫ　ＪＡＰＡＮ

14時間15分40秒79 1115 滋賀県梅本　匠 ｳﾒﾓﾄ ﾀｸﾐ ＴＥＡＭ米原

14時間19分48秒80 1029 東京都江口　吉美 ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾐ

14時間21分21秒81 1114 石川県相羽　大輔 ｱｲﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ チーム金港堂

14時間22分02秒82 1013 京都府田中　健吾 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ

14時間22分10秒83 1005 長野県沖村　賢司 ｵｷﾑﾗ ｹﾝｼ イイダウェーブ

14時間22分47秒84 1071 東京都山田　直文 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ

14時間34分23秒85 1064 東京都山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ ３Ｂ

 DNF 1008 山梨県尾澤　正和 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ さくRUN

 DNF 1010 茨城県黒田　憲造 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

 DNF 1022 静岡県寺尾　修 ﾃﾗｵ ｵｻﾑ 見次クラブ

 DNF 1028 長野県井村　伸郎 ｲﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ イイダウェーブ

 DNF 1030 東京都末盛　春彦 ｽｴﾓﾘ ﾊﾙﾋｺ 末盛春彦事務所
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 DNF 1031 岐阜県谷繁　智彦 ﾀﾆｼｹﾞ ﾄﾓﾋｺ

 DNF 1036 神奈川稲田　圭助 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｽｹ

 DNF 1081 茨城県中山　拓也 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾔ

 DNF 1037 神奈川今泉　敦 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱﾂｼ

 DNF 1042 山梨県北原　克晃 ｷﾀﾊﾗ ｶﾂｱｷ

 DNF 1044 兵庫県田中　良 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ぼうず先輩

 DNF 1045 神奈川柴崎　順也 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ

 DNF 1049 東京都松下　英樹 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ

 DNF 1058 東京都中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ マクニカ

 DNF 1072 山梨県大島　拓也 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ

 DNF 1074 神奈川齋藤　昌司 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ

 DNF 1075 静岡県大原　卓也 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾔ

 DNF 1099 長野県岡田　清岳 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾀｹ ＥｌｅｃｔｒｉＸ

 DNF 1100 神奈川山下　浩一 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ ＯＭＨ

 DNF 1103 静岡県遠藤　光広 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾋﾛ 遠藤塾

 DNF 1106 静岡県植松　秀則 ｳｴﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ フジヤマＴＲＣ

 DNF 1111 千葉県廣瀬　透 ﾋﾛｾ ﾄｵﾙ

 DNF 1112 神奈川城倉　雅次 ｼﾛｸﾗ ﾏｻｼﾞ

 DNF 1116 山梨県笠井　聖矢 ｶｻｲ ｾｲﾔ

 DNS 1003 望月 将悟 

 DNS 1004 神奈川高田　周吾 ﾀｶﾀ ｼｭｳｺﾞ

 DNS 1021 宮城県渡辺　良介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ チーム秋の道

 DNS 1025 埼玉県古川　浩史 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ

 DNF 1059 神奈川鈴木　良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ

 DNS 1083 神奈川岡野　高一 ｵｶﾉ ｺｳｲﾁ 一周回って心折れ部

 DNS 1088 東京都北原　一樹 ｷﾀﾊﾗ ｲｯｷ ｉｎｏｖ－８

 DNS 1095 神奈川青木　秀行 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 秋田高校　ビー部　ＯＢ

 DNS 1108 東京都金光　君和 ｶﾈﾐﾂ ｷﾐｶｽﾞ

 DNS 1110 静岡県勝又　昭乗 ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾉﾘ
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