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20 高村 純太 タカムラ ジュンタ 新潟県 ケンコー社/zen nutrition

1001 青木 裕康 アオキ ヒロヤス 東京都 赤羽ランナーズ

1002 青木 玲仁 アオキ リョウト 神奈川県 ＢＡＣＫ　ＡＧＩＮＧ

1003 青山 豊 アオヤマ ユタカ 新潟県

1004 阿川 弘樹 アガワ ヒロキ 石川県

1005 秋谷 浩 アキヤ ヒロシ 千葉県

1006 足立 武司 アダチ タケシ 愛知県

1007 安達 陶磨 アダチ トウマ 千葉県

1008 荒井 星哉 アライ セイヤ 長野県

1009 荒川 恭昌 アラカワ ヤスマサ 東京都

1010 有賀 駿 アリガ シュン 東京都

1011 飯田 定行 イイダ サダユキ 長野県 太田屋りんごの会

1012 池田 伸一 イケダ シンイチ 千葉県 チーム八幡

1013 伊澤 岳 イザワ ガク 東京都 神代高校

1014 伊澤 陸 イザワ リク 東京都

1015 石川 貴大 イシカワ タカヒロ 神奈川県

1016 石川 博崇 イシカワ ヒロタカ 神奈川県 ＷＳＳ

1017 石黒 康英 イシグロ ヤスヒデ 愛知県

1018 石田 雅実 イシダ マサミ 静岡県 マルハチ村松

1019 石田 義樹 イシダ ヨシキ 長野県

1020 石森 道哉 イシモリ ミチヤ 埼玉県

1021 一戸 潔 イチノヘ キヨシ 東京都 赤羽ランナーズ

1022 井上 真吾 イノウエ シンゴ 群馬県 若松屋アイフィールド

1023 上田 幸司 ウエダ コウジ 石川県

1024 上野 真毅 ウエノ マサキ 栃木県

1025 魚津 悠介 ウオヅ ユウスケ 千葉県

1026 牛田 稔一 ウシダ トシカズ 富山県

1027 臼杵 峻輔 ウスキ シュンスケ 神奈川県 ヴァーブコーヒー

1028 臼田 健太郎 ウスダ ケンタロウ 神奈川県

1029 卯辰 友崇 ウタツ トモタカ 石川県

1030 浦岡 伸行 ウラオカ ノブユキ 神奈川県

2022.8.6 START 13:00～

野沢トレイルフェス
ＥＮＴＲＹＬＩＳＴ 【ダウンヒル１２ｋｍ男子】



2/6

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属

1031 海野 真正 ウンノ ナオマサ 静岡県 やまぐチーズ

1032 穎川 剛志 エガワ タケシ 東京都

1033 遠藤 広高 エンドウ ヒロタカ 神奈川県

1034 大澤 和也 オオサワ カズヤ 富山県

1035 大島 義夫 オオシマ ヨシオ 栃木県 葛生アスリート

1036 大西 智之 オオニシ トモユキ 東京都 大東京レーシング

1037 大西 晴希 オオニシ ハルキ 東京都 大東京レーシング

1038 大場 福太郎 オオバ フクタロウ 宮城県

1039 岡田 力 オカダ ツトム 東京都 ＡＳＲＣ

1040 岡田 央 オカダ ヒサシ 東京都

1041 小川 博昭 オガワ ヒロアキ 長野県

1042 荻原 裕樹 オギワラ ヒロキ 長野県 野沢温泉体協

1043 落合 元 オチアイ ゲン 埼玉県

1044 小野 晃宏 オノ アキヒロ 東京都 ＡＤＲ

1045 小野 真亜太 オノ マアタ 東京都 ＡＤＲ

1046 小野木 峰年 オノギ ミネトシ 埼玉県

1047 鹿島 健人 カシマ ケント 福島県

1048 片山 智之 カタヤマ トモユキ 埼玉県

1049 加藤 進弥 カトウ シンヤ 愛知県 にこちゃん

1050 加藤 大地 カトウ ダイチ 神奈川県

1051 神谷 和宏 カミヤ カズヒロ 愛知県 ＫＧＲＣ

1052 神谷 温 カミヤ ユタカ 東京都

1053 唐木 昌則 カラキ マサノリ 長野県 上牧ＲＣ

1054 川崎 純一 カワサキ ジュンイチ 東京都

1055 川本 直樹 カワモト ナオキ 神奈川県

1056 神田 佳幸 カンダ ヨシユキ 新潟県

1057 神原 義昭 カンバラ ヨシアキ 東京都

1058 木内 康雄 キウチ ヤスオ 長野県

1059 北澤 信 キタザワ マコト 長野県 北信ファーム

1060 北原 健一 キタハラ ケンイチ 長野県

1061 北村 健士郎 キタムラ ケンシロウ 長野県 ｏｔａｒｉｍｕｒａｃｉｔｙ

1062 北村 幸一 キタムラ コウイチ 長野県

1063 鬼頭 宗久 キトウ ムネヒサ 愛知県

1064 木野 紘器 キノ ヒロキ 東京都 ＴＧＣＯＭ

1065 久保 尊広 クボ タカヒロ 長野県

1066 栗林 光彦 クリバヤシ ミツヒコ 長野県

1067 黒岩 龍也 クロイワ タツヤ 長野県

1068 桑原 蓮 クワバラ レン 長野県 オゾン会

1069 河野 晃久 コウノ アキヒサ 長野県 野沢温泉村体協陸上部

1070 小澤 正則 コザワ マサノリ 岐阜県
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1071 小島 正史 コジマ マサシ 群馬県

1072 後藤 謙太 ゴトウ ケンタ 愛知県 ゴン攻めの県庁

1073 小林 敬一郎 コバヤシ ケイイチロウ 長野県

1074 小林 隆浩 コバヤシ タカヒロ 愛知県 そして父走る

1075 小松 健一 コマツ ケンイチ 千葉県 ビナカ

1076 小山 孝明 コヤマ タカアキ 埼玉県 富士空界

1077 斉藤 秀行 サイトウ ヒデユキ 新潟県 走れメロ！

1078 酒井 大輔 サカイ ダイスケ 愛知県 さっちゃんズ

1079 佐々木 伸司 ササキ シンジ 千葉県

1080 佐藤 伸 サトウ シン 長野県 木下ＲＣ

1081 佐藤 伶 サトウ レイ 長野県 箕輪中学校

1082 佐山 眞 サヤマ マコト 東京都 赤羽ランナーズ

1083 塩崎 恒博 シオザキ ツネヒロ 埼玉県

1084 柴田 哲也 シバタ テツヤ 長野県 医療法人鶴賀会鶴賀病院

1085 島田 篤 シマダ アツシ 長野県

1086 島田 朋尚 シマダ トモナオ 富山県

1087 清水 基弘 シミズ モトヒロ 長野県 （株）二葉堂

1088 下村 誠志 シモムラ マサシ 静岡県

1089 鄭 丞宰 ジョン スンジェ 大阪府

1090 白男川 歩 シラオガワ アユム 埼玉県

1091 菅森 康貴 スガモリ ヤスタカ 神奈川県

1092 杉山 元久 スギヤマ モトヒサ 東京都

1093 鈴木 圭 スズキ ケイ 岐阜県 学園台

1094 鈴木 精一 スズキ セイイチ 神奈川県

1095 鈴木 宏昌 スズキ ヒロマサ 新潟県

1096 須藤 能年 スドウ ヨシトシ 長野県

1097 住田 賢俊 スミダ タカトシ 神奈川県 つよぽん

1098 関谷 和樹 セキタニ カズキ 静岡県

1099 関塚 健太郎 セキヅカ ケンタロウ 神奈川県

1100 関根 靖共 セキネ ヤストモ 東京都

1101 瀬下 貴之 セジモ タカユキ 長野県 ＃おてーよ長野

1102 徐 ロモン ソウ ロモン 埼玉県 赤羽ランナーズ

1103 大丸 久仁 ダイマル ヒサヒト 富山県

1104 たかの ともひろ タカノ トモヒロ 長野県

1105 高橋 千里 タカハシ チサト 長野県 （有）高橋製作所

1106 高橋 尚樹 タカハシ ナオキ 東京都

1107 高原 敏和 タカハラ トシカズ 富山県

1108 高見沢 陸 タカミザワ リク 長野県

1109 高村 匡志 タカムラ タダシ 新潟県

1110 高山 勝智 タカヤマ カツノリ 静岡県 ＰＰＣＮＢＺ
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1111 滝沢 一樹 タキザワ カズキ 千葉県

1112 竹内 秀樹 タケウチ ヒデキ 群馬県

1113 田中 英児 タナカ エイジ 長野県

1114 田中 耕造 タナカ コウゾウ 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ

1115 田中 祐二 タナカ ユウジ 長野県 ふぁすらい山ラジオ

1116 田中 佑典 タナカ ユウスケ 東京都

1117 田村 公一 タムラ コウイチ 長野県

1118 田村 純 タムラ ジュン 長野県 佐藤製薬

1119 千葉 治郎 チバ ジロウ 神奈川県

1120 手塚 滋 テヅカ シゲル 千葉県 テディーボンズ

1121 栃堀 一樹 トチボリ ヒトキ 新潟県 柏崎幸町ＲＣ

1122 友永 雅己 トモナガ マサキ 愛知県

1123 長坂 祐和 ナガサカ ヒロカズ 愛知県

1124 中嶋 亮 ナカジマ リョウ 東京都

1125 長沼 司 ナガヌマ ツカサ 新潟県

1126 中野 孝郎 ナカノ タカオ 埼玉県

1127 中村 鏡太郎 ナカムラ キョウタロウ 神奈川県 灯ＲＣ

1128 中村 茂幸 ナカムラ シゲユキ 新潟県

1129 中村 航 ナカムラ ワタル 神奈川県

1130 南目 貴康 ナンメ ヨシヤス 東京都 Ｔｅａｍ　ＦｕｎＴｒａｉｌｓ

1131 新鞍 健介 ニイクラ ケンスケ 長野県

1132 沼野 哲也 ヌマノ テツヤ 静岡県

1133 野村 裕治 ノムラ ユウジ 富山県

1134 橋本 徹 ハシモト トオル 埼玉県 Ｍ２

1135 長谷川 遥志 ハセガワ ハルシ 東京都 桐朋中学校

1136 服部 徳晃 ハットリ ヨシアキ 岐阜県

1137 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ 長野県 まらくら

1138 林田 祐史 ハヤシダ ユウジ 福岡県 後藤回漕店

1139 半田 英之 ハンダ ヒデユキ 長野県 八十二銀行

1140 東野 晏慈 ヒガシノ アンジ 千葉県 関東第一高等学校

1141 東野 誠 ヒガシノ マコト 千葉県 なし

1142 平澤 俊和 ヒラサワ トシカズ 長野県 八十二銀行

1143 深海 健太 フカウミ ケンタ 神奈川県

1144 福井 賢治 フクイ ケンジ 埼玉県

1145 福永 俊二 フクナガ シュンジ 群馬県 山崎製パン

1146 福間 慶人 フクマ ケイト 東京都

1147 藤井 隆晴 フジイ タカハル 東京都

1148 藤澤 英文 フジサワ ヒデフミ 神奈川県

1149 藤縄 辰朗 フジナワ タツロウ 長野県

1150 藤原 宏行 フジワラ ヒロユキ 兵庫県
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1151 布施 洋 フセ ヒロシ 新潟県

1152 渕井 謙介 フチイ ケンスケ 東京都 明治安田

1153 古市 蔵 フルイチ オサム 長野県 ＫＫＳ

1154 古川 英宜 フルカワ ヒデノリ 埼玉県

1155 古川 浩史 フルカワ ヒロフミ 埼玉県

1156 古田 匠 フルタ タクミ 愛知県

1157 古谷 英人 フルヤ ヒデト 長野県 ＦＵＪＩのーき

1158 辺田 淳 ヘンダ アツシ 栃木県 ＡＭＡＣ

1159 星野 正仁 ホシノ マサヒト 新潟県

1160 本郷 智弘 ホンゴウ トシヒロ 東京都

1161 前田 耕治 マエダ コウジ 埼玉県

1162 前田 友行 マエダ トモユキ 神奈川県

1163 前田 豊志 マエダ トヨシ 富山県

1164 曲尾 康希 マガリオ コウキ 長野県

1165 牧野 巌 マキノ イワオ 山梨県 越冬隊

1166 松澤 和馬 マツザワ カズマ 長野県

1167 松田 誠 マツダ マコト 新潟県

1168 松田 豊 マツダ ユタカ 神奈川県 横浜市

1169 松田 陸 マツダ リク 富山県 福岡中学校

1170 松富 毅 マツトミ タケシ 静岡県 熱海渋谷電機株式会社

1171 松野 太輝 マツノ タイキ 長野県 かもしか倶楽部

1172 丸野 裕介 マルノ ユウスケ 静岡県 鹿王

1173 丸山 功 マルヤマ イサオ 新潟県

1174 三上 幸吾 ミカミ コウゴ 宮城県

1175 三澤 秀夫 ミサワ ヒデオ 長野県

1176 道野 頌平 ミチノ ショウヘイ 愛知県

1177 箕輪 祐馬 ミノワ ユウマ 東京都

1178 宮下 真一 ミヤシタ シンイチ 山梨県 越冬隊

1179 宮竹 南央哉 ミヤタケ ナオヤ 埼玉県 チームしろくま

1180 宮原 幸春 ミヤハラ ユキハル 長野県 上牧ＲＣ

1181 宮原 容武 ミヤバラ ヨシタケ 長野県 チームゆうゆう

1182 宮本 尚也 ミヤモト ナオヤ 神奈川県

1183 村上 颯汰 ムラカミ ソウタ 長野県 信州大学

1184 村松 祐三 ムラマツ ユウゾウ 静岡県

1185 百瀬 竜成 モモセ タツナリ 長野県 新光電気工事

1186 森尻 洋介 モリジリ ヨウスケ 新潟県

1187 森田 尚宏 モリタ ナオヒロ 群馬県

1188 安田 理登 ヤスダ リト 長野県

1189 山口 和夫 ヤマグチ カズオ 長野県

1190 山口 和真 ヤマグチ カズマ 長野県
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1191 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ 新潟県 （株）シンヨー

1192 山路 雄太 ヤマジ ユウタ 東京都

1193 山田 智昭 ヤマダ トモアキ 愛知県

1194 山保 渉 ヤマホ ワタル 新潟県

1195 山本 恵司 ヤマモト ケイシ 千葉県

1196 山本 直也 ヤマモト ナオヤ 神奈川県 ゼロベースＲＣ

1197 吉澤 康太 ヨシザワ コウタ 長野県

1198 吉田 慶 ヨシダ ケイ 神奈川県

1199 吉野 公貴 ヨシノ コウキ 東京都

1200 吉村 哲 ヨシムラ サトル 東京都

1201 吉村 晃承 ヨシムラ テルヨシ 岐阜県

1202 米倉 誠 ヨネクラ マコト 長野県

1203 米持 俊輔 ヨネモチ シュンスケ 新潟県

1204 米山 蓮太郎 ヨネヤマ レンタロウ 神奈川県 国際医療福祉大学

1205 鷲野 彪雅 ワシノ ヒョウガ 長野県 飯山高校

1206 渡辺 一昭 ワタナベ カズアキ 東京都 東京酒豪組合

1207 渡辺 和洋 ワタナベ カズヒロ 静岡県

1208 渡邊 修平 ワタナベ シュウヘイ 長野県 長野県

1209 渡邉 陽一 ワタナベ ヨウイチ 長野県

1210 大井 哲也 オオイテツヤ 東京都

1211 小林 敏行 コバヤシ トシユキ 埼玉県

1212 野口 正和 ノグチ マサカズ 東京都

1213 新山 伸幸 ニイヤマ ノブユキ 埼玉県

1214 近江 祐輔 オウミ ユウスケ 静岡県 ニューハレ

1215 黒澤 明宏 クロサワ アキヒロ 東京都
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