
- グレート霊仙マウンテンレース２０２１ -

GR35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

4時間00分50秒1 水野 淳介238 ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝｽｹ

4時間23分50秒2 小澤 正則129 ｺｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

4時間31分24秒3 齋藤 昌史161 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ

4時間44分55秒4 渡久地 正幸193 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ

4時間49分20秒5 松野 圭祐154 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ

4時間49分49秒6 井ノ上 和輝247 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ

4時間50分00秒7 野上 祐典150 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ

4時間50分15秒8 山形 孝介259 ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｽｹ

4時間50分31秒9 戸口 裕策157 ﾄｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ

4時間51分48秒10 奥村 拓次郎195 ｵｸﾑﾗ ﾀｸｼﾞﾛｳ

4時間56分41秒11 大島谷 章179 ｵｵｼﾏﾀﾆ ｱｷﾗ

5時間00分30秒12 福田 光俊228 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ

5時間01分02秒13 宮城 康司183 ﾐﾔｷﾞ ｺｳｼﾞ

5時間01分24秒14 木野本 和馬107 ｷﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

5時間03分52秒15 清水 邦和234 ｼﾐｽﾞ ｸﾆｶｽﾞ

5時間04分36秒16 中島 三智140 ﾅｶｼﾏ ﾐﾂﾄﾓ

5時間05分12秒17 五嶋 秀之139 ｺﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

5時間05分28秒18 吉野 博138 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ

5時間05分35秒19 河島 弘明260 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｱｷ

5時間06分05秒20 杉野 隆刀190 ｽｷﾞﾉ ﾀｶﾄ

5時間06分43秒21 桜井 淳一142 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

5時間12分00秒22 福本 孝史141 ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ

5時間15分35秒23 角田 浩一郎165 ｽﾐﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

5時間16分03秒24 原 祥司212 ﾊﾗ ﾔｽｼ

5時間16分26秒25 西村 剛246 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾖｼ

5時間16分45秒26 山田 慎之介136 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

5時間17分17秒27 金子 隆行125 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ

5時間17分53秒28 轟原 功樹262 ﾄﾄﾞﾛﾊﾞﾙ ｺｳｷ

5時間21分46秒29 武藤 崇晃264 ﾑﾄｳ ﾀｶｱｷ

5時間23分09秒30 水野 大輔224 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ

5時間23分33秒31 石原 健吾145 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

5時間25分42秒32 奥村 慎111 ｵｸﾑﾗ ｼﾝ

5時間26分02秒33 野村 正勝109 ﾉﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

5時間26分33秒34 新宅 有太104 ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾀ

5時間26分42秒35 吉田 英史198 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ

5時間28分13秒36 小澤 明男119 ｵｻﾞﾜ ｱｷｵ

5時間29分41秒37 谷橋 洋平270 ﾀﾆﾊｼ ﾖｳﾍｲ

5時間31分14秒38 田中 晶191 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ

5時間32分16秒39 笠島 浩孝102 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ

5時間34分33秒40 沼野 斉117 ﾇﾏﾉ ﾋﾄｼ

5時間34分50秒41 久保 友輝197 ｸﾎﾞ ﾄﾓｷ

5時間43分22秒42 片山 敬義236 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾖｼ

5時間43分27秒43 元田 大介265 ﾓﾄﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

5時間43分34秒44 細田 亥俊103 ﾎｿﾀﾞ ｲﾄｼ

5時間45分37秒45 星野 浩240 ﾎｼﾉ ﾋﾛｼ

5時間45分48秒46 林 秀明269 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

5時間46分00秒47 水谷 謙介220 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｽｹ

5時間46分50秒48 高野 和幸168 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ

5時間47分49秒49 福井 潔237 ﾌｸｲ ｷﾖｼ

5時間48分24秒50 菅野 康平233 ｶﾝﾉ ｺｳﾍｲ

Athlete-Tag by CHOPPER



- グレート霊仙マウンテンレース２０２１ -

GR35男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2021/10/24

スタート： -
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5時間48分35秒51 北川 孝之169 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

5時間52分10秒52 西田 徳親211 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾁｶ

5時間54分39秒53 山口 顕央263 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾁｶ

5時間58分27秒54 山本 幸弘219 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

5時間58分44秒55 信田 輝夫177 ﾉﾌﾞﾀ ﾃﾙｵ

5時間58分56秒56 北村 省二112 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ

5時間59分22秒57 安田 佳史130 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ

5時間59分44秒58 榊原 正年257 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾄｼ

5時間59分47秒59 臼間 郁男245 ｳｽﾏ ｲｸｵ

5時間59分57秒60 山本 雄紀203 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

5時間59分57秒61 濱上 卓磨255 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾀｸﾏ

6時間02分14秒62 長沼 呂欣176 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄﾓﾖｼ

6時間03分16秒63 小塚 晃弘230 ｺﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ

6時間03分25秒64 安田 貴文147 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

6時間06分08秒65 石原 幸生225 ｲｼﾊﾗ ﾕｷｵ

6時間06分14秒66 川西 将史268 ｶﾜﾆｼ ﾏｻｼ

6時間07分06秒67 古賀 賢一248 ｺｶﾞ ｹﾝｲﾁ

6時間08分47秒68 持田 央起128 ﾓﾁﾀﾞ ｵｳｷ

6時間10分13秒69 上田 真一189 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

6時間11分01秒70 田中 元也172 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾅﾘ

6時間11分35秒71 福嶋 秀記188 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

6時間12分50秒72 布上 滋大170 ﾇﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾋﾛ

6時間13分15秒73 植平 晋159 ｳｴﾋﾗ ｽｽﾑ

6時間14分12秒74 山下 裕之153 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ

6時間14分51秒75 青山 直樹244 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ

6時間16分20秒76 尾崎 元則221 ｵｻﾞｷ ﾓﾄﾉﾘ

6時間17分17秒77 山田 学倫239 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ

6時間17分18秒78 川上 智235 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ

6時間17分23秒79 大西 誠126 ｵｵﾆｼ ﾏｺﾄ

6時間19分10秒80 阪口 直己187 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ

6時間19分43秒81 高柳 賢二124 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ

6時間19分48秒82 茅田 洋之196 ｶﾔﾀ ﾋﾛﾕｷ

6時間20分49秒83 白石 貴也232 ｼﾗｲｼ ﾀｶﾔ

6時間21分52秒84 保谷 武101 ﾎﾔ ﾀｹｼ

6時間22分22秒85 馬場 裕之186 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

6時間23分29秒86 三堂 勝宏217 ﾐﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

6時間25分07秒87 山田 忍223 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ

6時間26分02秒88 清水 真也207 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ

6時間26分02秒89 丹治 陽介127 ﾀﾝｼﾞ ﾖｳｽｹ

6時間26分23秒90 西山 直人229 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ

6時間29分30秒91 竹井 正道180 ﾀｹｲ ｼｮｳﾄﾞｳ

6時間29分55秒92 川尻 直114 ｶﾜｼﾞﾘ ﾅｵ

6時間30分26秒93 吉田 竜二116 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

6時間30分43秒94 福家 隆義110 ﾌｹ ﾀｶﾖｼ

6時間31分40秒95 梶浦 孝規164 ｶｼﾞｳﾗ ﾀｶﾉﾘ

6時間32分36秒96 平柳 夏樹173 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾅﾂｷ

6時間33分22秒97 伊部 亮167 ｲﾍﾞ ﾘｮｳ

6時間33分46秒98 川島 晃浩166 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾋﾛ

6時間36分21秒99 佐野 康治149 ｻﾉ ﾔｽｼﾞ

6時間39分36秒100 西倉 邦浩213 ﾆｼｸﾗ ｸﾆﾋﾛ
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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

6時間40分40秒101 秋田 啓介143 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ

6時間41分31秒102 浅野 倫雄209 ｱｻﾉ ﾐﾁｵ

6時間42分37秒103 三浦 直樹243 ﾐｳﾗ ﾅｵｷ

6時間46分24秒104 木村 誓一155 ｷﾑﾗ ｾｲｲﾁ

6時間46分40秒105 山口 正喜210 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ

6時間49分33秒106 天野 雅之199 ｱﾏﾉ ﾏｻﾕｷ

6時間49分46秒107 新保 斉175 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾄｼ

6時間50分33秒108 桜井 勲194 ｻｸﾗｲ ｲｻｵ

6時間52分09秒109 門脇 元晴201 ｶﾄﾞﾜｷ ﾓﾄﾊﾙ

6時間53分02秒110 神薗 伸之174 ｶﾐｿﾞﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ

6時間54分08秒111 竹下 浩志184 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｼ

7時間01分04秒112 大場 恒明146 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ

7時間01分32秒113 下方 雄介252 ｼﾓｶﾀ ﾕｳｽｹ

7時間01分34秒114 黒田 憲造222 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ

7時間02分03秒115 平井 聖馬251 ﾋﾗｲ ｾｲﾏ

7時間02分17秒116 中村 一郎218 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁﾛｳ

7時間03分53秒117 中村 俊介227 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

7時間04分26秒118 前田 敦行133 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾕｷ

7時間06分07秒119 川原 隆彦151 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾋｺ

7時間11分48秒120 田畑 佳寿人208 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ

7時間12分35秒121 呉永 昌信115 ｸﾚﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ

7時間12分37秒122 水谷 秀忠120 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

7時間13分13秒123 伊岐見 一敏267 ｲｷﾐ ｶｽﾞﾄｼ

7時間14分09秒124 近藤 憲治171 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ

7時間14分11秒125 森本 忠樹123 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾀﾞｷ

7時間14分12秒126 安永 道直100 ﾔｽﾅｶﾞ ﾐﾁﾅｵ

7時間15分04秒127 内田 忠夫253 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ

7時間17分21秒128 虫明 大作122 ﾑｼｱｷ ﾀﾞｲｻｸ

7時間18分12秒129 吉川 康之258 ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ

7時間18分29秒130 中川 智氏241 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

7時間19分01秒131 平野 恵弘214 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ

7時間21分18秒132 河合 勝雄205 ｶﾜｲ ｶﾂｵ

7時間23分31秒133 三宅 隆雄152 ﾐﾔｹ ﾀｶｵ

7時間31分44秒134 中村 明博121 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

7時間38分03秒135 山口 剛131 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ

7時間39分48秒136 板垣 和紀118 ｲﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ

7時間42分29秒137 藤原 秀雄144 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ

7時間47分04秒138 森川 正254 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾀﾞｼ

7時間47分46秒139 押阪 逸生206 ｵｼｻｶ ｲﾂｵ

7時間49分20秒140 村上 賢次250 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾞ

7時間49分59秒141 佐野 大志156 ｻﾉ ﾋﾛｼ

7時間51分54秒142 伊藤 和司204 ｲﾄｳ ｶｽﾞｼ

7時間56分46秒143 樋口 大輔192 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

7時間59分20秒144 草野 俊亮181 ｸｻﾉ ｼｭﾝｽｹ

7時間59分45秒145 石本 佳久163 ｲｼﾓﾄ ﾖｼﾋｻ

8時間09分01秒146 平野 隆志160 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ

8時間10分13秒147 松岡 宜幸178 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘﾕｷ

8時間12分15秒148 村山 信義105 ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ

8時間19分45秒149 荒井 道高113 ｱﾗｲ ﾐﾁﾀｶ

8時間25分08秒150 佐藤 嘉宣200 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ
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8時間29分39秒151 市川 克也162 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾔ

8時間33分07秒152 庄司 洋249 ｼﾖｳｼﾞ ﾋﾛｼ

9時間07分57秒153 相崎 英彦134 ｱｲｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾋｺ

9時間13分06秒154 大林 達132 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀﾂ

9時間20分28秒155 能登 光春261 ﾉﾄ ﾐﾂﾊﾙ

9時間41分31秒156 山本 孝司216 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ
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