
- グレート霊仙マウンテンレース２０２１ -

GR15男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： -

会場: 番場多目的広場

主催: グレート霊仙マウンテンレース実行委員会

1時間32分28秒1 吉田 岳生1033 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｵ

1時間58分50秒2 冨田 昌吾1051 ﾄﾐﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

1時間59分48秒3 小西 拓海1106 ｺﾆｼ ﾀｸﾐ

2時間00分45秒4 西山 真1068 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝ

2時間01分18秒5 本弘 東午1003 ﾓﾄﾋﾛ ﾄｳｺﾞ

2時間03分04秒6 古尾 博記1021 ﾌﾙｵ ﾋﾛｷ

2時間03分33秒7 植木 啓太1050 ｳｴｷ ｹｲﾀ

2時間08分30秒8 柏木 秀仁1017 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ

2時間12分17秒9 村上 雅彦1045 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ

2時間13分05秒10 野呂 芳弘1032 ﾉﾛ ﾖｼﾋﾛ

2時間13分27秒11 米田 悠佑1084 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｽｹ

2時間14分35秒12 山田 タカオ1099 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ

2時間14分48秒13 松本 直樹1008 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間15分07秒14 丸山 崇範1074 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

2時間17分00秒15 平田 哲也1016 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾔ

2時間19分35秒16 宮崎 和馬1047 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ

2時間21分20秒17 大上 純一1011 ｵｵｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間21分59秒18 河井 雅彦1103 ｶﾜｲ ﾏｻﾋｺ

2時間22分22秒19 井上 恭一1087 ｲﾉｳｴ ﾖｼｶｽﾞ

2時間22分47秒20 山本 俊一1010 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ

2時間23分47秒21 高森 英昭1107 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間24分17秒22 松林 大樹1026 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

2時間24分26秒23 渡邉 真吾1089 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

2時間25分48秒24 榊原 健人1118 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ

2時間27分20秒25 井田 利紀1014 ｲﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

2時間27分55秒26 森川 尚彦1024 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾋｺ

2時間28分17秒27 日長 隆也1022 ﾋﾅｶﾞ ﾀｶﾔ

2時間28分28秒28 大澤 孝和1095 ｵｵｻﾜ ﾀｶｶｽﾞ

2時間29分15秒29 伊藤 洸一1135 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ

2時間30分24秒30 圓山 大貴1060 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

2時間31分06秒31 山本 祐司1076 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

2時間32分43秒32 石川 豊久1136 ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

2時間33分33秒33 田原 健成1115 ﾀﾊﾗ ｹﾝｾｲ

2時間33分53秒34 能丸 巌1138 ﾉｳﾏﾙ ｲﾜｵ

2時間34分31秒35 中田 雅也1044 ﾅｶﾀ ﾏｻﾔ

2時間35分44秒36 浅野 裕己1102 ｱｻﾉ ﾕｳｷ

2時間36分03秒37 水嶋 徹1018 ﾐｽﾞｼﾏ ﾄｵﾙ

2時間36分36秒38 坂口 祐生1062 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｷ

2時間37分40秒39 村田 慎也1039 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

2時間38分22秒40 窪田 圭多1091 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ

2時間40分51秒41 辻本 長一1104 ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｻｶｽﾞ

2時間42分05秒42 谷口 康浩1019 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ

2時間42分11秒43 海岸 亨1000 ｳﾐｷﾞｼ ﾄｵﾙ

2時間42分19秒44 今西 厚人1066 ｲﾏﾆｼ ｱﾂﾋﾄ

2時間42分42秒45 岩田 規孝1072 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾀｶ

2時間42分57秒46 越 晃1031 ｺｼ ｱｷﾗ

2時間43分58秒47 山本 恵三1065 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ

2時間44分03秒48 三輪 直毅1113 ﾐﾜ ﾅｵｷ

2時間44分09秒49 森 圭司1083 ﾓﾘ ｹｲｼﾞ

2時間44分13秒50 桂 隆仁1078 ｶﾂﾗ ﾀｶﾋﾄ

Athlete-Tag by CHOPPER



- グレート霊仙マウンテンレース２０２１ -

GR15男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： -

会場: 番場多目的広場

主催: グレート霊仙マウンテンレース実行委員会

2時間44分21秒51 近藤 準1086 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ

2時間44分30秒52 吉田 穣1071 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ

2時間45分08秒53 金子 英司1056 ｶﾈｺ ｴｲｼﾞ

2時間45分14秒54 齊藤 順一1037 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間45分23秒55 瀬川 正二1005 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ

2時間45分56秒56 山本 健太郎1139 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間48分07秒57 菊本 優哉1077 ｷｸﾓﾄ ﾕｳﾔ

2時間48分10秒58 森田 浩輔1040 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ

2時間49分19秒59 山根 洋和1133 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間49分30秒60 田中 正己1046 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ

2時間50分00秒61 原 真吾1098 ﾊﾗ ｼﾝｺﾞ

2時間50分30秒62 勝居 辰朗1001 ｶﾂｲ ﾀﾂﾛｳ

2時間51分11秒63 池田 和広1122 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間52分34秒64 遠山 和輝1119 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ

2時間54分08秒65 横山 瑛司1092 ﾖｺﾔﾏ ｴｲｼ

2時間54分52秒66 谷 和彦1080 ﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ

2時間56分27秒67 佐藤 皓1128 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

2時間56分49秒68 市脇 翔平1020 ｲﾁﾜｷ ｼｮｳﾍｲ

2時間58分03秒69 辻谷 紘一1079 ﾂｼﾞﾀﾆ ﾋﾛｶｽﾞ

2時間58分16秒70 稲田 優幸1059 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

2時間59分08秒71 瀧川 幸彦1085 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷﾋｺ

2時間59分14秒72 森岡 研吾1069 ﾓﾘｵｶ ｹﾝｺﾞ

3時間00分19秒73 小野 翼1124 ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ

3時間00分31秒74 廣澤 満1049 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾂﾙ

3時間00分59秒75 筒井 宏明1082 ﾂﾂｲ ﾋﾛｱｷ

3時間01分19秒76 前川 昌昭1009 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ

3時間02分03秒77 南田 和成1063 ﾐﾅﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

3時間02分36秒78 宮田 洋一1043 ﾐﾔﾀ ﾖｳｲﾁ

3時間02分40秒79 黒葛野 進一1112 ﾂﾂﾞﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

3時間02分56秒80 表川 大樹1034 ｵﾓﾃｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

3時間03分01秒81 中橋 光1117 ﾅｶﾊｼ ﾋｶﾙ

3時間03分05秒82 鈴木 義信1129 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ

3時間03分11秒83 田口 哲也1120 ﾀｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ

3時間03分33秒84 太田 真吾1132 ｵｵﾀ ｼﾝｺﾞ

3時間03分48秒85 小崎 宏1067 ｺｻｷ ﾋﾛｼ

3時間04分02秒86 長瀬 慎司朗1114 ﾅｶﾞｾ ｼﾝｼﾞﾛｳ

3時間04分13秒87 滝川 克彦1105 ﾀｷｶﾜ ｶﾂﾋｺ

3時間04分45秒88 横田 直人1111 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄ

3時間05分52秒89 南谷 崇仁1109 ﾐﾅﾀﾆ ﾀｶﾋﾄ

3時間09分24秒90 丹羽 嘉廣1121 ﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ

3時間10分54秒91 和田 来都1126 ﾜﾀﾞ ﾗｲﾄ

3時間11分16秒92 樋口 善樹1075 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｷ

3時間11分53秒93 原 健太1123 ﾊﾗ ｹﾝﾀ

3時間12分04秒94 増田 学1137 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

3時間12分20秒95 菊池 裕彦1002 ｷｸﾁ ﾋﾛﾋｺ

3時間12分42秒96 北川 達也1048 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

3時間14分59秒97 朝雛 隆正1029 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾏｻ

3時間15分37秒98 橋本 政幸1073 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

3時間15分44秒99 岩柿 達也1116 ｲﾜｶｷ ﾀﾂﾔ

3時間17分29秒100 橋詰 英樹1042 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ
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3時間17分59秒101 児玉 藤市1096 ｺﾀﾞﾏ ﾄｳｲﾁ

3時間22分24秒102 渡辺 大智1125 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ

3時間22分40秒103 尾関 茂1006 ｵｾﾞｷ ｼｹﾞﾙ

3時間26分02秒104 西村 健之1028 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

3時間26分22秒105 太田 明1023 ｵｵﾀ ｱｷﾗ

3時間28分03秒106 東 直人1100 ｱｽﾞﾏ ﾅｵﾄ

3時間33分15秒107 武田 直人1110 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ

3時間36分54秒108 大月 眞樹1081 ｵｵﾂｷ ﾏｻｷ

3時間39分01秒109 長谷川 淳哉1052 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ

3時間40分19秒110 田井中 洋二1130 ﾀｲﾅｶ ﾖｳｼﾞ

3時間42分49秒111 中村 漸1015 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾑ

3時間42分52秒112 水瀬 伸也1053 ﾐｽﾞｾ ｼﾝﾔ

3時間46分02秒113 奥村 光義1131 ｵｸﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ

3時間46分43秒114 岩月 陽介1093 ｲﾜﾂｷ ﾖｳｽｹ

3時間47分06秒115 伊東 武志1134 ｲﾄｳ ﾀｹｼ

3時間47分56秒116 竹輪 大志郎1088 ﾀｹﾜ ﾀﾞｲｼﾛｳ

3時間48分40秒117 豊田 悦詩1057 ﾄﾖﾀﾞ ｴﾂｼ

3時間52分38秒118 牧野 正一1127 ﾏｷﾉ ﾏｻｶｽﾞ

3時間53分53秒119 小出 洋平1094 ｺｲﾃﾞ ﾖｳﾍｲ

3時間55分05秒120 落合 浩1090 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ

3時間56分30秒121 北村 実1007 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾉﾙ

3時間56分58秒122 山本 卓男1027 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸｵ

3時間57分08秒123 飯國 武利1101 ｲｲｸﾆ ﾀｹﾄｼ

4時間01分05秒124 鈴木 忠司1004 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ

4時間03分58秒125 佐藤 剛1013 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ

4時間23分50秒126 白石 正行1061 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾕｷ

4時間23分50秒127 奥澤 望1054 ｵｸｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ

4時間27分12秒128 河瀬 正則1064 ｶﾜｾ ﾏｻﾉﾘ

4時間50分13秒129 高橋 健二1070 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ
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