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志賀高原エクストリームトレイル
ＥＮＴＲＹ ＬＩＳＴ 【ショート８ｋｍ男子】

ゼッケン 氏名 カナ 都道府県名 所属

2001 青木 徹 アオキ トオル 長野県 荒波ノルディック

2002 秋谷 浩 アキヤ ヒロシ 千葉県

2003 池田 友基 イケダ トモキ 長野県

2004 石田 秀和 イシダ ヒデカズ 長野県 高見澤

2005 井上 真吾 イノウエ シンゴ 群馬県 チーム若松屋ｓ＆ｓ

2006 今田 好則 イマダ ヨシノリ 千葉県 アイフィールド

2007 牛田 稔一 ウシダ トシカズ 富山県

2008 臼杵 峻輔 ウスキ シュンスケ 新潟県

2009 永髙 道徳 エイタカ ミチノリ 新潟県 宴会隊熟年部

2010 鎌田 渉 カマダ ワタル 長野県

2011 木内 康雄 キウチ ヤスオ 長野県

2012 北澤 大輔 キタザワ ダイスケ 千葉県

2013 北原 健一 キタハラ ケンイチ 長野県

2014 黒岩 高志 クロイワ タカシ 長野県

2015 黒岩 龍也 クロイワ タツヤ 長野県

2016 幸崎 正彦 コウザキ マサヒコ 長野県

2017 越 勇虎 コシ ハヤト 長野県

2018 五味 義明 ゴミ ヨシアキ 長野県

2019 小山 穂高 コヤマ ホタカ 茨城県 ＠たーざん＠

2020 酒井 寿和 サカイ トシカズ 群馬県

2021 酒井 祐太 サカイ ユウタ 群馬県

2022 坂口 和也 サカグチ カズヤ 長野県 長野市消防局

2023 桜井 浩勝 サクライ ヒロカツ 長野県 荒波ノルディック

2024 佐々木 貴英 ササキ タカヒデ 新潟県

2025 島田 正吾 シマダ ショウゴ 長野県

2026 清水 健一 シミズ ケンイチ 静岡県

2027 清水 正人 シミズ マサヒト 群馬県 アイフィールド

2028 城下 晃 シロシタ ノボル 長野県

2029 鈴木 康仁 スズキ ヤスジ 愛知県

2030 須田 知身 スダ トモミ 群馬県 アイフィールド

2031 須藤 保 ストウ タモツ 東京都

2032 住田 賢俊 スミダ タカトシ 神奈川県 インサイドアウト

2033 関根 靖共 セキネ ヤストモ 東京都

2034 田久保 仁土 タクボ ヒトシ 千葉県 美走ランニングクラブ

2035 武田 将基 タケダ マサキ 新潟県 宴会隊

2036 田島 哲也 タジマ テツヤ 長野県

2037 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ 長野県 まらくら

2038 福井 康彦 フクイ ヤスヒコ 大阪府

2039 布施 洋 フセ ヒロシ 新潟県

2040 古谷 英人 フルヤ ヒデト 長野県 ＦＵＪＩのーき
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2041 星野 雅史 ホシノ マサシ 東京都

2042 星野 正仁 ホシノ マサヒト 新潟県

2043 松本 秀明 マツモト ヒデアキ 長野県 信州トレマン

2044 丸山 修 マルヤマ オサム 群馬県

2045 三木 弘之 ミキ ヒロユキ 東京都

2046 宮内 快治 ミヤウチ ヨシハル 長野県

2047 柳 薫 ヤナギ カオル 長野県

2048 山田 篤 ヤマダ アツシ 愛知県

2049 山本 陽介 ヤマモト ヨウスケ 長野県

2050 横田 勝 ヨコタ マサル 埼玉県

2051 渡辺 雄一 ワタナベ ユウイチ 長野県 市川自動車


