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ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属 カテゴリ

1 山田 健一 ヤマダ ケンイチ 長野県 経ヶ岳友の会

2 相馬 剛 ソウマ ツヨシ 静岡県 Fuji Traihead

3 菊嶋 啓 キクシマ ケイ 静岡県 ONYONE/VESPA 40代

101 相澤 雄太 アイザワ ユウタ 富山県 狂走曲 30代

102 相原 丈洋 アイハラ タケヒロ 長野県 北山ラベス 50代

103 赤木 剛史 アカギ タケシ 長野県 30代

104 赤倉 茂 アカクラ シゲル 愛知県 60歳以上

105 赤羽 久樹 アカハ ヒサキ 長野県 50代

106 赤羽 昭人 アカハネ アキト 長野県 40代

107 赤羽 利基 アカハネ トシキ 長野県 ＦＣ　ＩＮＴＥ 40代

108 赤穂 葉祐 アカホ ヨウスケ 岐阜県 30代

109 芦部 邦晴 アシベ クニハル 長野県 ＪＡ上伊那 60歳以上

110 穴澤 大輔 アナザワ ダイスケ 長野県 桜井トレラン部 30代

111 阿部 歩 アベ アユム 長野県 中学～29歳

112 雨宮 賢一 アメミヤ ケンイチ 石川県 40代

113 有時 直哉 アリトキ ナオヤ 長野県 40代

114 有賀 信司 アルガ シンジ 長野県 マナテック 50代

115 安達 朋宏 アンダツ トモヒロ 愛知県 50代

116 安藤 友和 アンドウ トモカズ 長野県 ＪＶＣケンウッド長野 50代

117 生田 浩 イクタ ヒロシ 愛知県 60歳以上

118 池 大輔 イケ ダイスケ 神奈川県 40代

119 池田 友基 イケダ トモキ 長野県 30代

120 伊澤 輝彦 イサワ テルヒコ 長野県 伊那電装 50代

121 石黒 康英 イシグロ ヤスヒデ 愛知県 50代

122 磯 清彦 イソ キヨヒコ 静岡県 磯農園 50代

123 井戸 利明 イド トシアキ 岐阜県 中部電力ＰＧ 50代

124 伊藤 圭司 イトウ キヨカズ 長野県 30代

125 伊藤 健太郎 イトウ ケンタロウ 神奈川県 50代

126 伊藤 淳也 イトウ ジュンヤ 東京都 50代

127 伊東 真一 イトウ シンイチ 長野県 40代

128 伊藤 直輝 イトウ ナオキ 愛知県 30代

129 伊藤 英記 イトウ ヒデキ 愛知県 池下組 50代

130 伊藤 政司 イトウ マサシ 長野県 伊那スキ–クラブ 60歳以上
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131 井上 潤一郎 イノウエ ジュンイチロウ 京都府 中学～29歳

132 井上 孝司 イノウエ タカシ 東京都 60歳以上

133 今岡 晃一 イマオカ コウイチ 長野県 イナンチュア 30代

134 今田 猶紀 イマダ ナオキ 神奈川県 ザゲートトウキョウ 30代

135 岩尾 優寛 イワオ マサヒロ 三重県 30代

136 岩田 悠 イワタ ユウ 長野県 中学～29歳

137 岩永 翔太 イワナガ ショウタ 愛知県 30代

138 岩波 博史 イワナミ ヒロシ 長野県 足湯＋ 50代

139 上田 哲郎 ウエダ テツロウ 石川県 50代

140 植田 正道 ウエダ マサミチ 東京都 50代

141 植原 康典 ウエハラ ヤスノリ 長野県 40代

142 内村 純一郎 ウチムラ ジュンイチロウ 長野県 上牧ＲＣ 40代

143 内山 智司 ウチヤマ サトシ 静岡県 落合自動車 40代

144 内山 英敏 ウチヤマ ヒデトシ 愛知県 40代

145 浦田 陽一 ウラタ ヨウイチ 千葉県 50代

146 永高 正人 エイタカ マサト 山梨県 松本塾 40代

147 遠藤 陽介 エンドウ ヨウスケ 愛知県 40代

148 大川 淳 オオカワ ジュン 埼玉県 米久 40代

149 大込 貴志 オオゴミ タカシ 長野県 40代

150 大澤 裕 オオサワ ヒロシ 千葉県 ウェザーニューズ 30代

151 大住 和弘 オオスミ カズヒロ 千葉県 40代

152 太田 清士 オオタ キヨシ 愛知県 50代

153 大平 浩史 オオダイラ ヒロフミ 長野県 40代

154 大槻 歩 オオツキ アユム 長野県 中学～29歳

155 大場 恒明 オオバ ツネアキ 静岡県 ぺろまる会 60歳以上

156 大矢 祐輔 オオヤ ユウスケ 長野県 30代

157 岡田 瞬 オカダ シュン 静岡県 40代

158 尾形 真 オガタ マコト 岡山県 とろんちゃん 50代

159 岡田 將宏 オカダ マサヒロ 長野県 無事是名馬 30代

160 岡田 好広 オカダ ヨシヒロ 岐阜県 50代

161 岡村 成樹 オカムラ ナルキ 長野県 中学～29歳

162 岡本 晋二 オカモト シンジ 長野県 40代

163 小河原 一実 オガワラ カズミ 愛知県 50代

164 奥原 隆夫 オクハラ タカオ 長野県 60歳以上

165 長田 翔太郎 オサダ ショウタロウ 愛知県 ぽぽぽぽ 30代

166 小田切 実 オタギリ ミノル 長野県 50代

167 小野 泰昭 オノ ヤスアキ 愛知県 40代

168 垣内 岳 カキウチ ガク 長野県 中学～29歳

169 柿崎 孝央 カキザキ タカオ 山梨県 40代

170 角田 祐基 カクダ ユウキ 神奈川県 30代
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171 笠島 浩孝 カサシマ ヒロタカ 福井県 60歳以上

172 加島 真一 カシマ シンイチ 東京都 チームかぴ 60歳以上

173 鹿島 洋輔 カシマ ヨウスケ 愛知県 50代

174 梶本 洋 カジモト ヒロシ 長野県 40代

175 梶山 正樹 カジヤマ マサキ 愛知県 30代

176 柏 誠 カシワ マコト 埼玉県 東京野歩路会 50代

177 春日 崇広 カスガ タカヒロ 長野県 櫻井トレラン部 30代

178 春日 丈実 カスガ タケミ 神奈川県 チームデジタル 50代

179 春日 尚義 カスガ ナオヨシ 東京都 60歳以上

180 片岡 靖範 カタオカ ヤスノリ 岐阜県 双葉建設　株式会社 50代

181 片桐 渉 カタギリ ワタル 愛知県 40代

182 勝又 賢志 カツマタ サトシ 神奈川県 40代

183 桂川 幹直 カツラガワ モトナオ 岐阜県 50代

184 加藤 進弥 カトウ シンヤ 愛知県 にこちゃん 50代

185 加藤 大介 カトウ ダイスケ 神奈川県 40代

186 加藤 利雄 カトウ トシオ 長野県 60歳以上

187 加藤 英忠 カトウ ヒデタダ 愛知県 ウルトラ登山隊 40代

188 加藤 裕司 カトウ ユウジ 愛知県 50代

189 門脇 元晴 カドワキ モトハル 愛知県 50代

190 金井 瑛斗 カナイ エイト 神奈川県 青山学院大学山岳部 中学～29歳

191 蟹井 修三 カニイ シュウゾウ 兵庫県 拝啓 60歳以上

192 金田 裕治 カネダ ユウジ 神奈川県 チームデジタル 40代

193 上島 隆行 カミジマ タカユキ 長野県 日進ウェルディング 50代

194 唐木 昌則 カラキ マサノリ 長野県 上牧ＲＣ 50代

195 唐澤 祐介 カラサワ ユウスケ 愛知県 40代

196 唐澤 稜 カラサワ リョウ 長野県 30代

197 河合 誠樹 カワアイ セイキ 岐阜県 50代

198 川上 知紀 カワカミ トモキ 愛知県 ランアップ 60歳以上

199 河嵜 大樹 カワサキ ダイキ 岐阜県 30代

200 川村 和洋 カワムラ カズヒロ 滋賀県 40代

201 北井 徹 キタイ トオル 三重県 50代

202 北沢 学 キタザワ マナブ 長野県 ら・ら・ＲＵＮな 50代

203 北原 信吾 キタハラ シンゴ 長野県 40代

204 北村 修二 キタムラ シュウジ 山梨県 キタムーチョ 中学～29歳

205 北村 武史 キタムラ タケシ 大阪府 40代

206 城殿 祐司 キドノ ユウジ 愛知県 ＴＰＣ 40代

207 木下 渉 キノシタ ワタル 長野県 Ｓｐｉｒ 30代

208 清澤 雅仁 キヨサワ マサヒト 長野県 朝日村 30代

209 桐谷 勝規 キリタニ カツノリ 岐阜県 50代

210 金原 正典 キンパラ マサノリ 静岡県 金原工業所 40代

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ロング２１ｋｍ男子】



4/9

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属 カテゴリ

211 草野 智徳 クサノ トモノリ 長野県 チームＳＫＹ 30代

212 櫛田 桃太郎 クシダ モモタロウ 静岡県 中学～29歳

213 熊谷 亮 クマガイ リョウ 長野県 30代

214 栗林 洋介 クリバヤシ ヨウスケ 長野県 40代

215 栗原 章浩 クリハラ アキヒロ 長野県 50代

216 呉 龍権 ゴ リュウケン 長野県 40代

217 小池 諭 コイケ サトシ 群馬県 こいけ整形外科 60歳以上

218 小池 哲志 コイケ テツシ 長野県 30代

219 小池 英幸 コイケ ヒデユキ 長野県 セイコーエプソン 50代

220 黄 峻 コウ シュン 愛知県 中学～29歳

221 河野 章 コウノ アキラ 愛知県 60歳以上

222 國料 正樹 コクリョウ マサキ 愛知県 30代

223 小島 俊之 コジマ トシユキ 神奈川県 50代

224 小林 克己 コバヤシ カツミ 長野県 50代

225 小林 敬一郎 コバヤシ ケイイチロウ 長野県 50代

226 小林 賢人 コバヤシ ケント 長野県 オゾン会 30代

227 小林 諭 コバヤシ サトル 長野県 50代

228 小林 樹雄 コバヤシ タツオ 大阪府 シオヌキＲＣ 60歳以上

229 小林 隼人 コバヤシ ハヤト 長野県 木曽消防署 中学～29歳

230 小林 佳照 コバヤシ ヨシテル 愛知県 40代

231 小林 廉四郎 コバヤシ レンシロウ 愛知県 60歳以上

232 小山 陽平 コヤマ ヨウヘイ 新潟県 30代

233 齊藤 健太 サイトウ ケンタ 長野県 30代

234 齊藤 正教 サイトウ マサキヨ 静岡県 ランデブー 50代

235 齋藤 真孝 サイトウ マサタカ 長野県 元ＴＫＣ 30代

236 酒井 誠吾 サカイ セイゴ 埼玉県 30代

237 酒井 裕樹 サカイ ユウキ 愛知県 40代

238 佐久間 泰輔 サクマ タイスケ 長野県 ＧＡＭＥ 50代

239 佐藤 誠司 サトウ セイジ 愛知県 50代

240 佐藤 伸明 サトウ ノブアキ 愛知県 ＴＥＡＭＢＢ 50代

241 佐藤 隆司 サトウ リュウジ 神奈川県 さとう鍼灸整骨院 40代

242 佐原 賢司 サハラ ケンジ 東京都 40代

243 澤 広太郎 サワ コウタロウ 愛知県 中学～29歳

244 澤 潤一 サワ ジュンイチ 愛知県 50代

245 澤田 伸夫 サワダ ノブオ 愛知県 なのちゃんの 50代

246 椎野 隆史 シイノ タカシ 愛知県 50代

247 塩井 章平 シオイ ショウヘイ 愛知県 30代

248 篠原 正 シノハラ タダシ 栃木県 50代

249 渋谷 哲夫 シブヤ テツオ 埼玉県 50代

250 清水 隆典 シミズ タカノリ 東京都 チームデジタル 30代
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251 清水 正也 シミズ マサヤ 長野県 30代

252 下条 嘉秀 シモジョウ ヨシヒデ 長野県 50代

253 首藤 恭兵 シュドウ キョウヘイ 愛知県 40代

254 城取 誠 シロトリ マコト 長野県 主義者１号 60歳以上

255 新貝 良太 シンカイ リョウタ 長野県 30代

256 菅原 光 スガワラ ヒカル 長野県 駒ヶ根市役所 40代

257 杉浦 政彦 スギウラ マサヒコ 静岡県 エフシーシー 50代

258 杉山 治樹 スギヤマ ハルキ 静岡県 50代

259 鈴木 勝己 スズキ カツキ 東京都 東京オペラシティビル 50代

260 鈴木 修司 スズキ シュウジ 長野県 50代

261 鈴木 大輔 スズキ ダイスケ 神奈川県 横浜消防 40代

262 鈴木 宗伸 スズキ ムネノブ 静岡県 入船町 50代

263 鈴木 佑弥 スズキ ユウヤ 長野県 中学～29歳

264 鈴木 洋平 スズキ ヨウヘイ 岐阜県 40代

265 鈴木 佳永 スズキ ヨシヒサ 岐阜県 仁山会 40代

266 清和 守 セイワ マモル 宮城県 60歳以上

267 関 佳久 セキ ヨシヒサ 長野県 中学～29歳

268 瀬筒 健太 セヅツ ケンタ 愛知県 ヤマミ 30代

269 芹澤 昌経 セリザワ マサツネ 静岡県 40代

270 早出 樟之 ソウデ ショウノ 長野県 中学～29歳

271 髙嶋 亮太 タカシマ リョウタ 長野県 中学～29歳

272 高橋 昭彦 タカハシ アキヒコ 東京都 ０３Ａ森林科学科 30代

273 高橋 康治 タカハシ コウジ 長野県 50代

274 高橋 泰史 タカハシ ヤスシ 茨城県 40代

275 田口 康樹 タグチ コウキ 愛知県 チームりつこ 中学～29歳

276 田口 純也 タグチ ジュンヤ 東京都 ＡＡＣ 中学～29歳

277 武石 崇志 タケイシ タカシ 茨城県 40代

278 竹内 知陽 タケウチ チアキ 愛知県 50代

279 竹内 俊幸 タケウチ トシユキ 長野県 40代

280 武田 真 タケダ シン 長野県 ハグレグミ 40代

281 武田 恭明 タケダ ヤスアキ 千葉県 40代

282 竹村 聖史 タケムラ サトシ 長野県 チーム弥太郎 50代

283 田中 正一 タナカ ショウイチ 埼玉県 60歳以上

284 田中 秀英 タナカ ヒデフサ 東京都 チーム顔振 60歳以上

285 谷口 慶次 タニグチ ケイジ 岐阜県 ゆめくらぶ 60歳以上

286 谷口 博幸 タニグチ ヒロユキ 愛知県 シーエナジー 60歳以上

287 谷本 喬光 タニモト タカミツ 神奈川県 40代

288 玉置 聖人 タマオキ マサト 愛知県 30代

289 田村 雄彦 タムラ タカヤス 長野県 ヒサシブリオ 40代

290 辻 孝夫 ツジ タカオ 岐阜県 50代
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291 筒井 崇文 ツツイ タカフミ 長野県 30代

292 黒葛野 進一 ツヅラノ シンイチ 愛知県 50代

293 登内 茂 トノウチ シゲル 長野県 経ヶ岳友の会 50代

294 外谷 崇 トヤ タカシ 長野県 40代

295 直井 利仁 ナオイ トシヒト 千葉県 50代

296 中垣 敏文 ナカガキ トシフミ 愛知県 60歳以上

297 中川 雄太 ナカガワ ユウタ 長野県 中学～29歳

298 永澤 正義 ナガサワ マサヨシ 愛知県 50代

299 中嶋 健太郎 ナカジマ ケンタロウ 長野県 信陽機材リース販売 40代

300 中島 哲也 ナカジマ テツヤ 長野県 昭和伊南総合病院 40代

301 中島 亮祐 ナカジマ リョウスケ 長野県 30代

302 永瀬 孝 ナガセ タカシ 福井県 Ｐ’ｚ 50代

303 中田 剛史 ナカタ タケシ 東京都 樹林の会 50代

304 中出 真史 ナカデ マサフミ 石川県 40代

305 中西 謙 ナカニシ ケン 長野県 中学～29歳

306 中西 雅裕 ナカニシ マサヒロ 埼玉県 40代

307 中野 学 ナカノ マナブ 埼玉県 40代

308 中村 賢治 ナカムラ ケンジ 愛知県 悪道 40代

309 中村 秀一 ナカムラ シュウイチ 新潟県 40代

310 中村 淳一 ナカムラ ジュンイチ 長野県 40代

311 中村 正人 ナカムラ マサト 長野県 主義者２号 40代

312 中村 航 ナカムラ ワタル 神奈川県 40代

313 中山 尊雄 ナカヤマ タカオ 長野県 50代

314 西尾 敦史 ニシオ アツシ 神奈川県 60歳以上

315 西風 勇人 ニシカゼ ハヤト 長野県 50代

316 西澤 史敏 ニシザワ フミトシ 長野県 40代

317 西山 達也 ニシヤマ タツヤ 長野県 守屋山快速登山クラブ 40代

318 日戸 崇志 ニット タカシ 長野県 30代

319 野口 洋二 ノグチ ヨウジ 三重県 三重県スキー連盟 50代

320 野々村 彰敏 ノノムラ アキトシ 岐阜県 50代

321 萩原 晃司 ハギワラ コウジ 埼玉県 30代

322 萩原 大輔 ハギワラ ダイスケ 東京都 40代

323 服部 啓介 ハットリ ケイスケ 愛知県 40代

324 馬場 三洋 ババ ミツヒロ 東京都 50代

325 林 真名歩 ハヤシ マナブ 新潟県 30代

326 原 拓実 ハラ タクミ 長野県 30代

327 原 利昭 ハラ トシアキ 長野県 50代

328 半田 篤郎 ハンダ アツオ 長野県 30代

329 東 勉 ヒガシ ツトム 長野県 木曽消防署 40代

330 久森 寧 ヒサモリ ヤスシ 長野県 50代

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ロング２１ｋｍ男子】
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331 日向 康彰 ヒュウガ ヤスアキ 千葉県 30代

332 平岩 義生 ヒライワ ヨシオ 栃木県 40代

333 平尾 健一 ヒラオ ケンイチ 長野県 桜井トレラン部 40代

334 平木 淳矢 ヒラキ ジュンヤ 愛知県 チーム　アドバンス 40代

335 平阪 圭志 ヒラサカ ケイシ 埼玉県 40代

336 平島 俊策 ヒラシマ シュンサク 長野県 上牧ＲＣ 40代

337 平田 哲寛 ヒラタ テツヒロ 愛知県 アイセロ 50代

338 平谷 淳 ヒラタニ ジュン 愛知県 ヒロセ株式会社 50代

339 平野 久彦 ヒラノ ヒサヒコ 茨城県 アドバンスプラン 50代

340 平谷 勉 ヒラヤ ツトム 長野県 上牧ＲＣ 50代

341 藤 飛翔 フジ ツバサ 長野県 中学～29歳

342 藤井 健司 フジイ ケンジ 山梨県 横河電機 60歳以上

343 藤井 拓也 フジイ タクヤ 東京都 計測工房 40代

344 藤岡 祥吾 フジオカ ショウゴ 愛知県 中学～29歳

345 藤澤 徳美 フジサワ ナルミ 長野県 八十二銀行 50代

346 藤原 正也 フジハラ マサヤ 愛知県 50代

347 藤本 英幸 フジモト ヒデユキ 愛知県 トヨタＳＣ 50代

348 藤本 僚一 フジモト リョウイチ 三重県 30代

349 藤原 輝秀 フジワラ テルヒデ 愛知県 旭化成ファーマ 50代

350 布施 洋 フセ ヒロシ 新潟県 60歳以上

351 古屋 純一 フルヤ ジュンイチ 東京都 東京野步路会 60歳以上

352 保木 浩 ホキ ヒロシ 岐阜県 60歳以上

353 星 樹 ホシ タツキ 東京都 30代

354 細江 真夫 ホソエ マサオ 愛知県 30代

355 細田 昌志 ホソダ マサシ 長野県 かんてんぱぱ 40代

356 細村 恭平 ホソムラ キョウヘイ 埼玉県 30代

357 前田 大希 マエダ ダイキ 愛知県 中学～29歳

358 前田 竜司 マエダ リュウジ 兵庫県 50代

359 前田 涼悟 マエダ リョウゴ 東京都 40代

360 牧 兼正 マキ カネマサ 三重県 市立四日市病院 50代

361 牧野 築 マキノ キズキ 岐阜県 50代

362 増田 充浩 マスダ ミツヒロ 静岡県 深蒸しっ茶 40代

363 松井 祐介 マツイ ユウスケ 長野県 30代

364 松川 俊太 マツカワ シュンタ 長野県 中学～29歳

365 松川 義明 マツカワ ヨシアキ 長野県 40代

366 松沢 慎悟 マツザワ シンゴ 長野県 ＮＯＨＥＡ 40代

367 松島 雄大 マツシマ ユウタ 長野県 ＳＲＣ 30代

368 松原 茂樹 マツバラ シゲキ 茨城県 50代

369 松本 剛 マツモト ゴウ 愛知県 40代

370 松本 芳則 マツモト ヨシノリ 愛知県 ＦＩＴＲＵＮ 50代

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ロング２１ｋｍ男子】
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371 真鍋 良得 マナベ リョウエ 兵庫県 50代

372 黛 峻亮 マユズミ シュンスケ 埼玉県 30代

373 丸野 崇志 マルノ タカシ 長野県 30代

374 丸山 修 マルヤマ オサム 栃木県 30代

375 丸山 眞一 マルヤマ シンイチ 山梨県 丸山農園 40代

376 丸山 毅 マルヤマ ツヨシ 長野県 堀金登山案内人組合 50代

377 三重野 武彦 ミエノ タケヒコ 長野県 40代

378 水上 智志 ミズカミ サトシ 長野県 ここ駒 40代

379 水越 幸男 ミズコシ ユキオ 愛知県 60歳以上

380 水野 鉄盛 ミズノ テツモリ 岐阜県 株式会社三千盛 中学～29歳

381 宮下 浩一 ミヤシタ コウイチ 神奈川県 40代

382 宮下 雅之 ミヤシタ マサユキ 長野県 50代

383 宮原 幸春 ミヤハラ ユキハル 長野県 上牧ＲＣ 50代

384 宮脇 弘 ミヤワキ ヒロシ 長野県 50代

385 三好 誠 ミヨシ マコト 長野県 50代

386 三輪 充 ミワ ミツル 愛知県 ふくしまＴＲＣ 40代

387 向井 利也 ムカイ トシヤ 愛知県 ＲＣ　Ｙ＇ｓＢＯＯ 50代

388 向田 真一 ムカイダ シンイチ 岐阜県 飛騨山岳会 60歳以上

389 村瀬 泰章 ムラセ ヤスアキ 愛知県 ピンキーブレイン 40代

390 村山 毅 ムラヤマ タケシ 長野県 千曲市役所 30代

391 茂木 敬史 モギ タカシ 東京都 ＴｈｅＳｋｙｗｏｌｆ 中学～29歳

392 望月 朋彦 モチヅキ トモヒコ 愛知県 ＳＡＮＡＧＥ 50代

393 本村 仁志 モトムラ ヒトシ 埼玉県 中学～29歳

394 百瀬 信吾 モモセ シンゴ 長野県 地方公務員 40代

395 森 利文 モリ トシフミ 愛知県 40代

396 森下 良治 モリシタ リョウジ 千葉県 60歳以上

397 森村 浩之 モリムラ ヒロユキ 長野県 ＺＥＮＳＩＮ 50代

398 八木 大輔 ヤギ ダイスケ 静岡県 山援隊 50代

399 矢島 朋幸 ヤジマ トモユキ 長野県 30代

400 八代 吉正 ヤシロ ヨシマサ 岐阜県 40代

401 柳原 靖人 ヤナギハラ ヤスト 東京都 50代

402 柳本 健太 ヤナモト ケンタ 長野県 30代

403 山岡 亨 ヤマオカ トオル 奈良県 40代

404 山口 一明 ヤマグチ カズアキ 愛知県 50代

405 山口 昌信 ヤマグチ マサノブ 長野県 40代

406 山崎 聖也 ヤマザキ セイヤ 愛知県 40代

407 山田 明生 ヤマダ アキオ 愛知県 30代

408 山田 健一 ヤマダ ケンイチ 長野県 経ヶ岳友の会 60歳以上

409 遊佐 文平 ユサ ブンペイ 愛知県 40代

410 吉井 昭裕 ヨシイ アキヒロ 埼玉県 オヤジーズ 50代

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
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411 吉岡 健一 ヨシオカ ケンイチ 群馬県 萩原工業 60歳以上

412 吉岡 哲 ヨシオカ サトル 山梨県 ＩＴＲＣ 中学～29歳

413 吉川 康 ヨシカワ ヤスシ 長野県 チームドリアン 40代

414 吉清 一博 ヨシキヨ カズヒロ 愛知県 40代

415 吉澤 健太 ヨシザワ ケンタ 長野県 三洋グラビア 中学～29歳

416 吉澤 仁 ヨシザワ ヒトシ 長野県 泰伸 60歳以上

417 吉田 祐紀 ヨシダ ユウキ 長野県 40代

418 吉田 竜二 ヨシダ リュウジ 神奈川県 50代

419 吉村 晃承 ヨシムラ テルヨシ 岐阜県 30代

420 蓬田 裕一 ヨモギダ ユウイチ 長野県 守屋山快速登山クラブ 40代

421 六波羅 裕司 ロクハラ ユウジ 長野県 40代

422 和田 一輝 ワダ カズキ 千葉県 たやまるレーシング 40代

423 渡邊 久芳 ワタナベ ヒサヨシ 愛知県 40代

424 渡辺 誠 ワタナベ マコト 長野県 40代

2023.5.20 START 10:30～

経ヶ岳バーティカルリミット
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ロング２１ｋｍ男子】


