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志賀高原エクストリームトレイル
ＥＮＴＲＹ ＬＩＳＴ 【ミドル３２ｋｍ男子】

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属

11 丸山 智明 マルヤマ トモアキ 長野県

12 島 徳太郎 シマ トクタロウ 長野県 中野土建スキークラブ／Dynafit

1001 青木 智則 アオキ トモノリ 長野県

1002 青木 裕康 アオキ ヒロヤス 東京都 赤羽ランナーズ

1003 安宅 哲也 アタギ テツヤ 岐阜県

1004 新井 清美 アライ キヨミ 群馬県 高トラ

1005 有原 享佑 アリハラ キョウスケ 富山県

1006 五十嵐 偉人 イガラシ ヒデト 新潟県

1007 石原 啓史 イシハラ ヒロシ 群馬県 KTF team -G 

1008 石原 雄吉郎 イシハラ ユウキチロウ 三重県 ファンラン部

1009 伊藤 樹 イトウ イツキ 愛知県 設楽町

1010 伊藤 直人 イトウ ナオト 群馬県

1011 伊藤 裕介 イトウ ユウスケ 大阪府

1012 稲垣 涼 イナガキ リョウ 埼玉県

1013 植木 清治 ウエキ セイジ 栃木県

1014 植原 丈雄 ウエハラ タケオ 愛知県

1015 植原 康典 ウエハラ ヤスノリ 長野県

1016 魚住 典央 ウオズミ ノリオ 富山県

1017 梅原 淳一 ウメハラ ジュンイチ 富山県

1018 江口 湧真 エグチ ユウマ 長野県

1019 遠藤 陵 エンドウ リョウ 東京都

1020 近江 浩二 オウミ コウジ 神奈川県

1021 大形 学 オオガタ マナブ 新潟県

1022 大越 大 オオコシ ダイ 神奈川県

1023 大澤 智樹 オオサワ トモキ 神奈川県

1024 大平 洋介 オオダイラ ヨウスケ 新潟県 干溝ＲＣ

1025 奥村 建斗 オクムラ ケント 長野県 高木建設株式会社

1026 小柳 裕 オヤナギ ユタカ 新潟県

1027 角田 直哉 カクダ ナオヤ 埼玉県 ＴｅａｍＩＲＯＮＷＩＬＬ

1028 加藤 大地 カトウ ダイチ 神奈川県

1029 金沢 雅幸 カナザワ マサユキ 富山県

1030 金子 圭秀 カネコ ヨシヒデ 神奈川県



2/3
ＳＴＡＲＴ １０／２３ ８：００

志賀高原エクストリームトレイル
ＥＮＴＲＹ ＬＩＳＴ 【ミドル３２ｋｍ男子】

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属

1031 上沢 勇人 カミサワ ユウト 神奈川県

1032 河口 祐利 カワグチ ユウリ 静岡県

1033 川久保 昌崇 カワクボ マサタカ 東京都

1034 久恵 太輔 キュウエ ダイスケ 富山県

1035 金原 正典 キンパラ マサノリ 静岡県 金原工業所

1036 久慈 茂樹 クジ シゲキ 東京都 アサガンズ

1037 久保田 剛 クボタ タケシ 神奈川県

1038 熊川 宜之 クマカワ ノリユキ 埼玉県 ＲＥＳＰＥＣＴ

1039 秋葉 啓 ケイ アキバ 東京都

1040 河野 晃久 コウノ アキヒサ 長野県 野沢温泉村体協陸上部

1041 小金澤 康夫 コガネザワ ヤスオ 群馬県

1042 輿石 経昌 コシイシ ツネマサ 大阪府

1043 小林 敬一郎 コバヤシ ケイイチロウ 長野県

1044 小林 誉治 コバヤシ タカハル 神奈川県

1045 小室 宏文 コムロ ヒロフミ 東京都

1046 齋藤 雅英 サイトウ マサヒデ 神奈川県

1047 齋藤 恵 サイトウ メグム 愛知県 もりレディースクラブクリニック

1048 齋藤 昌寿 サイトウ ヨシカズ 群馬県 （株）カワムラ

1049 齋藤 善輝 サイトウ ヨシテル 茨城県 マルホ株式会社

1050 坂上 知見 サカノウエ トモミ 神奈川県

1051 佐藤 史隆 サトウ フミタカ 東京都 アクセンチュア株式会社

1052 佐藤 雅史 サトウ マサフミ 神奈川県

1053 佐貫 一成 サヌキ カズシゲ 東京都

1054 澤井 康次 サワイ ヤスジ 神奈川県

1055 柴山 和欣 シバヤマ カズヨシ 栃木県

1056 渋沢 暉 シブサワ ヒカリ 長野県

1057 清水 健一 シミズ ケンイチ 静岡県

1058 下木 翼 シモキ ツバサ 石川県

1059 庄司 洋 シヨウジ ヒロシ 岐阜県 ＨＴＲＣ

1060 高橋 大蔵 タカハシ ダイゾウ 山形県

1061 高橋 宏幸 タカハシ ヒロユキ 群馬県

1062 高橋 泰史 タカハシ ヤスシ 茨城県

1063 田川 陸 タガワ リク 長野県 信州大学

1064 武田 洋明 タケダ ヒロアキ 愛知県

1065 田中 幹章 タナカ ミキフミ 神奈川県

1066 多鍋 彰 タナベ アキラ 富山県

1067 谷川 雅一 タニカワ マサカズ 長野県

1068 種本 宗一郎 タネモト ソウイチロウ 東京都

1069 玉井 康善 タマイ ヤスヨシ 長野県 ■玉井建設■

1070 長 悟志 チョウ サトシ 石川県
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1071 津田 圭介 ツダ ケイスケ 富山県

1072 外池 真 トノイケ マコト 埼玉県

1073 永井 政行 ナガイ マサユキ 埼玉県

1074 中島 道也 ナカシマ ミチヤ 愛知県

1075 中田 剛史 ナカタ タケシ 東京都 樹林の会

1076 中西 光貴 ナカニシ コウキ 東京都

1077 中山 裕介 ナカヤマ ユウスケ 東京都 ウインドパス

1078 名畑 徹 ナバタ トオル 東京都

1079 野﨑 拓人 ノザキ タクト 群馬県

1080 野澤 孝彰 ノザワ タカアキ 千葉県

1081 原山 豊 ハラヤマ ユタカ 長野県

1082 平阪 圭志 ヒラサカ ケイシ 埼玉県

1083 藤沢 淳一 フジサワ ジュンイチ 長野県 チームまことちゃん

1084 藤田 孝広 フジタ タカヒロ 神奈川県

1085 藤田 智之 フジタ トモユキ 埼玉県 クロスボード

1086 不動寺 洋介 フドウジ ヨウスケ 静岡県 ＪＩＮＫＳ

1087 古田 匠 フルタ タクミ 愛知県

1088 松岡 陽祐 マツオカ ヨウスケ 神奈川県

1089 松原 弘明 マツバラ ヒロアキ 愛知県

1090 三ツ橋 茂雄 ミツハシ シゲオ 千葉県

1091 峰岸 治郎 ミネギシ ジロウ 東京都

1092 宮澤 祐二 ミヤザワ ユウジ 長野県 林業笠原造園株式会社

1093 宮地 紀年 ミヤチ ノリトシ 神奈川県

1094 村越 丈洋 ムラコシ タケヒロ 千葉県

1095 梁瀬 雅史 ヤナセ マサシ 群馬県 七転び八起き

1096 山内 衛 ヤマウチ マモル 神奈川県

1097 山本 克己 ヤマモト カツミ 愛知県 豊鉄タクシー株式会社

1098 横田 隆之 ヨコタ タカユキ 富山県

1099 吉川 玄徳 ヨシカワ ゲントク 東京都

1100 吉清 一博 ヨシキヨ カズヒロ 愛知県

1101 吉崎 治 ヨシザキ オサム 富山県 オーギャ

1102 ラカラ エリック ラカラ エリック 東京都

1103 Ｌｅｆｅｂｕｒｅ Ｔｈｉｂａｕｌｔ ルフェビュール ティボー 東京都

1104 渡辺 司 ワタナベ ツカサ 長野県


