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志賀高原エクストリームトレイル
ＥＮＴＲＹ ＬＩＳＴ 【ロング５５ｋｍ男子】

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属 カテゴリ

1 相馬 剛 ソウマ ツヨシ 静岡県 Fuji Trailhead

2 牛田 美樹 ウシダ ミキ 群馬県 inov-8 40代

4 浦野 裕之 ウラノ ヒロユキ 長野県 サロモン/インサイドアウト 40代

5 矢嶋 信 ヤジマ マコト 埼玉県 MONTURA 40代

8 小林 海仁 コバヤシ カイト 長野県 ALP SKI TEAM 29歳以下

101 青木 宏展 アオキ ヒロノブ 大阪府 30代

102 青木 誠 アオキ マコト 神奈川県 50代

103 青木 豊 アオキ ユタカ 埼玉県 本気で遊ぼう 40代

104 阿河 泰介 アガ タイスケ 香川県 50代

105 浅井 雄介 アサイ ユウスケ 愛知県 30代

106 浅見 千博 アサミ チヒロ 長野県 40代

107 網 康史 アミ ヤスフミ 栃木県 古賀志山快速登山部 30代

108 網岡 太郎 アミオカ タロウ 東京都 だからこそＲＵＮ部 30代

109 網田 淳一 アミタ ジュンイチ 東京都 竜太練／水曜高尾練 30代

110 新井 聡 アライ アキラ 埼玉県 30代
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111 荒木 保清 アラキ ヤスキヨ 静岡県 50代

112 安齋 高弘 アンザイ タカヒロ 東京都 40代

113 井口 岳史 イグチ タケシ 神奈川県 40代

114 池上 翔 イケガミ ショウ 長野県 30代

115 石井 隆二 イシイ リュウジ 神奈川県 教育行政 40代

116 石河 智章 イシカワ トモアキ 東京都 40代

117 石川 智之 イシカワ トモユキ 福岡県 40代

118 石橋 健一 イシバシ ケンイチ 東京都 60歳以上

119 石原 基宏 イシハラ モトヒロ 長野県 40代

120 板垣 秀明 イタガキ ヒデアキ 神奈川県 30代

121 伊藤 周 イトウ アマネ 東京都 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ 29歳以下

122 伊藤 稔 イトウ ミノル 千葉県 50代

123 伊藤 幹彦 イトウ モトヒコ 長野県 50代

124 伊藤 義和 イトウ ヨシカヅ 千葉県 40代

125 井上 悠 イノウエ ユウ 東京都 30代

126 岩口 周平 イワグチ シュウヘイ 静岡県 29歳以下

127 岩崎 智彦 イワサキ トモヒコ 神奈川県 40代

128 岩瀬 鋭二良 イワセ エイジロウ 静岡県 60歳以上

129 岩垂 公生 イワダレ キミオ 長野県 松本エキノコックス 40代

130 上野 渉 ウエノ ワタル 埼玉県 ペルジタ 50代

131 植松 浩 ウエマツ ヒロシ 東京都 40代

132 宇佐美 和男 ウサミ カズオ 茨城県 チームうさ 50代

133 薄井 太郎 ウスイ タロウ 神奈川県 40代

134 薄井 遥希 ウスイ ハルキ 京都府 30代

135 内山 裕章 ウチヤマ ヒロアキ 東京都 30代

136 延東 治 エンドウ オサム 東京都 40代

137 大川 淳 オオカワ ジュン 埼玉県 米久 40代

138 大迫 勉 オオサコ ツトム 愛知県 50代

139 大澤 秀行 オオサワ ヒデユキ 愛知県 ともちゃんず 40代

140 大島 正信 オオシマ マサノブ 埼玉県 60歳以上

141 太平 周作 オオヒラ シュウサク 愛知県 半田クーゲルズ 50代

142 岡田 高文 オカダ タカフミ 神奈川県 60歳以上

143 小川 憲一郎 オガワ ケンイチロウ 東京都 40代

144 荻原 健 オギハラ タケシ 新潟県 50代

145 奥川 将 オクガワ マサル 東京都 40代

146 奥野 博士 オクノ ヒロシ 長野県 信州トレマン家族 40代

147 長田 豊 オサダ ユタカ 神奈川県 29歳以下

148 小島 大輔 オジマ ダイスケ 京都府 40代

149 小野 和 オノ ヒトシ 東京都 29歳以下

150 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 東京都 40代
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151 角田 祐基 カクダ ユウキ 神奈川県 30代

152 笠島 浩孝 カサシマ ヒロタカ 福井県 60歳以上

153 笠原 健二 カサハラ ケンジ 東京都 40代

154 梶田 剛 カジタ ツヨシ 愛知県 セカンドウィンド 40代

155 梶原 健太 カジワラ ケンタ 新潟県 長岡トライアスロン 30代

156 春日 恒太郎 カスガ コウタロウ 長野県 30代

157 加藤 翼 カトウ ツバサ 神奈川県 ＴＴとＫＣ 30代

158 加藤 久詞 カトウ ヒサシ 三重県 30代

159 門脇 徹 カドワキ トオル 富山県 ＴＲＣ 50代

160 金井 悠二 カナイ ユウジ 東京都 ＺＥＬＫＯＶＡ 30代

161 金子 一美 カネコ カズミ 神奈川県 50代

162 金子 隆行 カネコ タカユキ 神奈川県 カネゴニア 40代

163 金子 雄哉 カネコ ユウヤ 東京都 29歳以下

164 冠木 浩一郎 カブキ コウイチロウ 福島県 50代

165 川久保 雄司 カワクボ ユウジ 神奈川県 50代

166 川端 博 カワバタ ヒロシ 群馬県 50代

167 北山 和彦 キタヤマ カズヒコ 石川県 30代

168 木村 圭輝 キムラ ケイキ 東京都 30代

169 木村 正之 キムラ マサユキ 東京都 椿クリニック 60歳以上

170 楠元 克典 クスモト カツノリ 東京都 30代

171 熊谷 勇雄 クマガイ イサオ 新潟県 40代

172 熊谷 祐介 クマガイ ユウスケ 東京都 30代

173 栗田 武 クリタ タケシ 大阪府 29歳以下

174 栗原 航 クリハラ コウ 群馬県 ＳＡＫＵ乱 29歳以下

175 黒澤 一天 クロサワ カズヒロ 神奈川県 40代

176 小島 領剣 コジマ リョウケン 東京都 29歳以下

177 後藤 新平 ゴトウ シンペイ 東京都 30代

178 小林 浩人 コバヤシ ヒロト 東京都 50代

179 小林 雄太 コバヤシ ユウタ 東京都 ＴＯＰＰＡＮ 40代

180 小松 礼典 コマツ ユキノリ 神奈川県 40代

181 小山 勝彦 コヤマ カツヒコ 茨城県 ＠たーざん＠ 50代

182 昆 充 コン ミツル 千葉県 29歳以下

183 今野 公彦 コンノ キミヒコ 群馬県 30代

184 斉藤 邦裕 サイトウ クニヒロ 東京都 お山でファンランズ 50代

185 境 恭司 サカイ キョウジ 岐阜県 大垣・荒崎体振 60歳以上

186 酒井 健司 サカイ ケンジ 東京都 60歳以上

187 酒井 淳也 サカイ ジュンヤ 新潟県 きのこトレイルフリークス 40代

188 坂口 隆久 サカグチ タカヒサ 神奈川県 ＰＬＡＹ 40代

189 阪部 高史 サカベ タカシ 千葉県 60歳以上

190 佐々木 英二 ササキ エイジ 香川県 峰山ＲＣ 60歳以上
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191 佐藤 尚希 サトウ ナオキ 群馬県 （株）大手組 30代

192 皿池 辰徳 サライケ タツノリ 兵庫県 30代

193 澤井 茂樹 サワイ シゲキ 富山県 60歳以上

194 澤田 健太郎 サワダ ケンタロウ 東京都 30代

195 澤田 伸夫 サワダ ノブオ 愛知県 なのちゃん 50代

196 澤田 裕史 サワダ ヒロブミ 群馬県 40代

197 塩田 雄士 シオタ ユウジ 東京都 30代

198 設樂 啓一 シタラ ケイイチ 愛知県 40代

199 清水 祐司 シミズ ユウジ 長野県 40代

200 城倉 龍次 ジョウクラ リュウジ 東京都 50代

201 喰田 弘興 ショクタ ヒロオキ 長野県 30代

202 杉浦 徳信 スギウラ トクノブ 岐阜県 30代

203 杉山 太一 スギヤマ タイイチ 静岡県 30代

204 鈴木 健太郎 スズキ ケンタロウ 茨城県 40代

205 鈴木 功一 スズキ コウイチ 東京都 50代

206 鈴木 芳人 スズキ ヨシヒト 静岡県 50代

207 鷲見 涼 スミ リョウ 神奈川県 40代

208 妹尾 大樹 セノオ ダイキ 千葉県 40代

209 惣坊 賢治 ソウボウ ケンジ 大阪府 50代

210 髙田 将光 タカタ　マサミツ 長野県 TEAM ASABAKA 29歳以下

211 高根 学 タカネ マナブ 長野県 40代

212 高野 雄市 タカノ ユウイチ 東京都 ＴＦＪトレイル 50代

213 高橋 昭彦 タカハシ アキヒコ 東京都 30代

214 高橋 明人 タカハシ アキヒト 東京都 40代

215 高橋 哲 タカハシ サトシ 新潟県 ＴＥＡＭ松永 50代

216 高橋 伸 タカハシ シン 長野県 40代

217 高原 瑞樹 タカハラ ミズキ 静岡県 30代

218 竹内 俊太 タケウチ シュンタ 愛知県 半田クーゲルズ 29歳以下

219 竹内 賀規 タケウチ ヨシキ 愛知県 有限会社屋根誠 50代

220 竹田 祐輝 タケダ ユウキ 埼玉県 日本生協連 30代

221 竹本 晋一 タケモト シンイチ 東京都 ＫＭランランクラブ 50代

222 多田 裕助 タダ ユウスケ 兵庫県 40代

223 多田羅 英児 タタラ エイジ 大阪府 50代

224 田中 渓 タナカ ケイ 東京都 六本木ロケッツ 40代

225 田中 賢 タナカ ケン 神奈川県 原パン連合会 40代

226 田中 秀英 タナカ ヒデフサ 東京都 チーム顔振 60歳以上

227 田中 要輔 タナカ ヨウスケ 大阪府 40代

228 谷田 賢二 タニダ ケンジ 富山県 入善楽走会 60歳以上

229 田山 俊希 タヤマ トシキ 埼玉県 30代

230 土屋 仁 ツチヤ ヒトシ 長野県 40代
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231 坪井 誠 ツボイ マコト 茨城県 チームとのてんめい 50代

232 寺田 剛 テラダ ゴウ 富山県 40代

233 田 淳史 デン アツシ 東京都 30代

234 徳武 敏明 トクタケ トシアキ 長野県 50代

235 仲内 光広 ナカウチ ミツヒロ 長野県 ＳＡＫＵ乱 40代

236 長澤 誠 ナガサワ マコト 群馬県 40代

237 長友 秀憲 ナガトモ ヒデノリ 東京都 50代

238 永松 秀紹 ナガマツ ヒデツグ 愛知県 半田クーゲルズ 30代

239 中村 佳永 ナカムラ ヨシナガ 東京都 30代

240 成川 貢一 ナリカワ コウイチ 千葉県 40代

241 南條 和広 ナンジョウ カズヒロ 東京都 50代

242 南波 基宏 ナンバ モトヒロ 東京都 40代

243 西垣 泰雅 ニシガキ ヤスマサ 東京都 30代

244 沼野 寛 ヌマノ カン 東京都 無所属 40代

245 根岸 裕司 ネギシ ユウジ 東京都 葱一本 50代

246 野末 紗海人 ノズエ サミト 愛知県 30代

247 野村 隆 ノムラ タカシ 東京都 60歳以上

248 萩田 英紀 ハギタ ヒデキ 神奈川県 ＢＧＳ 50代

249 服部 政彦 ハットリ マサヒコ 新潟県 50代

250 花岡 健司 ハナオカ ケンジ 東京都 バイオジェン　ランニングクラブ 60歳以上

251 濱名 寛幸 ハマナ ヒロユキ 新潟県 40代

252 早井 史人 ハヤイ フミト 埼玉県 イオン 40代

253 原 利昭 ハラ トシアキ 長野県 50代

254 原口 弘樹 ハラグチ ヒロキ 東京都 40代

255 日置 勝之 ヒオキ カツユキ 埼玉県 リスペクト 50代

256 廣瀬 裕一 ヒロセ ユウイチ 山梨県 40代

257 福岡 秀一郎 フクオカ シュウイチロウ 千葉県 50代

258 福田 英慎 フクタ ヒデノリ 東京都 50代

259 福田 浩 フクダ ヒロシ 茨城県 40代

260 藤井 和志 フジイ カズシ 愛知県 株式会社アスリート 30代

261 藤田 晴久 フジタ ハルヒサ 東京都 40代

262 藤本 光志 フジモト コウジ 神奈川県 29歳以下

263 藤吉 健次 フジヨシ ケンジ 東京都 30代

264 古屋 恭平 フルヤ キョウヘイ 長野県 ＳＡＫＵ乱 30代

265 古谷 真紘 フルヤ マサヒロ 神奈川県 30代

266 本藤 寛巳 ホンドウ　ヒロミ 長野県 asabaka 40代

267 増田 佳輔 マスダ ケイスケ 埼玉県 40代

268 益野 隆 マスノ タカシ 東京都 ウェルネスタイル 50代

269 舛屋 寛仁 マスヤ ヒロヒト 秋田県 30代

270 柵木 直人 マセキ ナオト 宮城県 40代
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271 松井 宏樹 マツイ ヒロキ 岐阜県 30代

272 松木 浩明 マツキ ヒロアキ 東京都 多摩川サブ３会 50代

273 松崎 和美 マツザキ カズミ 東京都 まりの印ダンス教室 60歳以上

274 松永 大佑 マツナガ ダイスケ 東京都 30代

275 松本 考史 マツモト タカシ 埼玉県 29歳以下

276 松本 善文 マツモト ヨシフミ 大阪府 40代

277 黛 壱歩 マユズミ イッポ 栃木県 29歳以下

278 三沢 幸男 ミサワ ユキオ 長野県 コントユニット青点滅 40代

279 水野 克広 ミズノ カツヒロ 富山県 インフィニティ 40代

280 水村 将太 ミズムラ ショウタ 埼玉県 行田特支 30代

281 三原 美政 ミハラ ヨシマサ 神奈川県 ＴＴとＫＣ 50代

282 宗森 高広 ムネモリ タカヒロ 神奈川県 60歳以上

283 村上 颯汰 ムラカミ ソウタ 長野県 信州大学 29歳以下

284 村山 清治 ムラヤマ セイジ 長野県 60歳以上

285 村山 毅 ムラヤマ タケシ 長野県 千曲市 30代

286 目黒 亮 メグロ リョウ 東京都 だからこそＲＵＮ部 30代

287 茂岱 宏直 モタイ ヒロナオ 東京都 30代

288 望月 朋彦 モチヅキ トモヒコ 愛知県 ＳＡＮＡＧＥ 50代

289 森岡 光夫 モリオカ ミツオ 神奈川県 50代

290 森田 裕之 モリタ ヒロユキ 愛知県 50代

291 森近 俊二 モリチカ シュンジ 広島県 40代

292 谷口 友彦 ヤグチ トモヒコ 神奈川県 30代

293 社 世徳 ヤシロ セイトク 東京都 40代

294 安田 康平 ヤスダ コウヘイ 神奈川県 ラミリート 50代

295 安田 誠 ヤスダ マコト 神奈川県 ＮＥＳ－ＲＣ 60歳以上

296 山岸 尚崇 ヤマギシ ナオタカ 愛知県 Ｓｅｃｔｉｏｎ９ 40代

297 山崎 常生 ヤマザキ ツネオ 長野県 40代

298 山下 順 ヤマシタ ジュン 新潟県 ＭＴファームわかとち 40代

299 山田 学司 ヤマダ サトシ 東京都 40代

300 山田 大吾 ヤマダ ダイゴ 栃木県 50代

301 山本 望夢 ヤマモト ノゾム 神奈川県 出島走友会 30代

302 山本 博一 ヤマモト ヒロカズ 長野県 長野エネルギー開発 40代

303 横田 洋一 ヨコタ ヨウイチ 千葉県 トレランフリークス 60歳以上

304 横山 祐樹 ヨコヤマ ユウキ 東京都 30代

305 吉田 憲司 ヨシダ ケンジ 東京都 ＰｗＣＴＲ＆Ａ 50代

306 吉田 英晃 ヨシダ ヒデアキ 愛知県 40代

307 米花 貴 ヨネハナ タカシ 神奈川県 50代

308 Ross ROESSLER レスラー ロス 東京都 南蛮連合 30代

309 渡辺 桂一 ワタナベ ケイイチ 茨城県 40代

310 渡部 実 ワタナベ マコト 神奈川県 30代

311 渡部 亮太 ワタベ リョウタ 新潟県 ＮＩＩＧＡＴＡＳＫＹＣＬＵＢ 30代


