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志賀高原エクストリームトレイル
RESULT　【ミドル32km男子】

総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

1 1003 笠木　肇 ｶｻｷﾞ ﾊｼﾞﾒ 福岡県 03:53:40

2 1028 河野　源 ｶﾜﾉ ﾊｼﾞﾒ 宮崎県 03:55:32

3 1008 半田　佑之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 茨城県 ＩＮＯＶ８ 04:04:23

4 9 駒村　俊介 ｺﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 新潟県 TEAM ALTRA 04:11:54

5 1006 木村　隼人 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 埼玉県 ＫＥＮＫＯＳＹＡ 04:16:49

6 1014 山岸　正季 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻｷ 長野県 武蔵台病院 04:19:49

7 1036 清水　克利 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾄｼ 東京都 スイタカ 04:24:13

8 1009 広出　靖之 ﾋﾛﾃﾞ ﾔｽｼ 大阪府 チーム　キョウト　スカイ 04:33:14

9 1031 栗原　航 ｸﾘﾊﾗ ｺｳ 群馬県 04:35:30

10 1051 森田　大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重県 04:37:38

11 1012 柳田　哲平 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 04:37:45

12 1040 中島　聡 ﾅｶｼﾏ ｻﾄﾙ 愛知県 虎の穴 04:38:58

13 1011 茂木　敬史 ﾓｷﾞ ﾀｶｼ 東京都 04:46:21

14 1015 吉田　英晃 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 04:46:55

15 1021 伊藤　恒平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 長野県 04:52:54

16 1060 渡辺　直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 三重県 ＴＥＡＭＳＫＹＫＹＯＴＯ 04:54:23

17 1079 城所　哲宏 ｷﾄﾞｺﾛ ﾃﾂﾋﾛ 神奈川県 04:56:54

18 1013 柳原　真人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 埼玉県 坂戸市陸協 04:59:18

19 1053 山口　真一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 新潟県 遅咲き苦楽舞・佐渡 04:59:36

20 1038 高荷　直樹 ﾀｶﾆ ﾅｵｲ 愛知県 05:01:02

21 1037 白石　忠章 ｼﾗｲｼ ﾀﾀﾞｱｷ 茨城県 05:04:31

22 1195 村上　颯汰 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 長野県 信州大学 05:04:56

23 1020 市川　史郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ 長野県 05:08:32

24 1059 和賀　宏典 ﾜｶﾞ ﾋﾛﾉﾘ 長野県 ▲山岳走破隊▲ 05:13:22

25 1047 町　貴仁 ﾏﾁ ﾀｶﾋﾄ 静岡県 05:14:19

26 1058 良川　健太 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 長野県 05:15:37

27 1046 前田　利昭 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｱｷ 群馬県 民宿たばこや 05:16:47

28 1061 阿藤　剛 ｱﾄｳ ﾂﾖｼ 長野県 05:22:21

29 1032 駒田　正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 長野県 ＳＳＸ 05:28:21

30 1048 松永　大佑 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 05:34:46

31 1080 黒谷　哲也 ｸﾛﾀﾆ ﾃﾂﾔ 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 05:36:04

32 1098 福井　隆広 ﾌｸｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 05:36:05

33 1108 室川　真一 ﾑﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ 新潟県 05:36:55

34 1120 石田　将輝 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 東京都 くぬぎランナーズ 05:41:46

35 1005 北山　和彦 ｷﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 石川県 05:41:48

36 1203 浅野　雄飛 ｱｻﾉ ﾕｳﾋ 愛知県 05:43:48

37 1073 太田　哲聡 ｵｵﾀ ｱｷﾄｼ 東京都 05:45:37

38 1023 猪股　晃平 ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 チームドラゴン 05:48:01

39 1035 さとう　ようへい ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 東京都 ＭＣＴＣ 05:49:32

40 1049 松森　正彦 ﾏﾂﾓﾘ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 ちゃんぷ練 05:49:44
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志賀高原エクストリームトレイル
RESULT　【ミドル32km男子】

総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

41 1056 与語　康宏 ﾖｺﾞ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 05:50:58

42 1107 武捨　知一 ﾑｼｬ ﾄﾓｶｽﾞ 長野県 ＮＡＴ 05:52:48

43 1018 飯田　邦夫 ｲｲﾀﾞ ｸﾆｵ 東京都 ＭＣＴＣ 05:52:59

44 1057 横山　堅 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝ 愛知県 名古屋拘置所 05:54:04

45 1043 藤井　淳 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝ 東京都 朝飯前 05:56:38

46 1089 高瀬　陽平 ﾀｶｾ ﾖｳﾍｲ 愛知県 05:59:38

47 1103 松永　迪之 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾁﾕｷ 大阪府 西日本フットワークラボ 06:00:28

48 1192 道信　有真 ﾐﾁﾉﾌﾞ ﾕｳﾏ 大阪府 西日本フットワークラボ 06:01:50

49 1095 肥後　利晃 ﾋｺﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 06:05:24

50 1105 宮原　健 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｹﾙ 東京都 チキンハート 06:07:06

51 1085 新村　洋平 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 静岡県 ＳＳＲＣ 06:07:39

52 1133 及川　健善 ｵﾖｶﾜ ﾀｹﾖｼ 東京都 06:09:19

53 1077 金沢　雅幸 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 富山県 06:12:35

54 1081 河野　晃久 ｺｳﾉ ｱｷﾋｻ 長野県 野沢温泉村体協陸上部 06:12:55

55 1114 吉満　高広 ﾖｼﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ 長野県 ＫＫＳ 06:14:11

56 1142 小林　良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 東京都 06:17:51

57 1001 植田　幹彦 ｳｴﾀﾞ ﾐｷﾋｺ 大阪府 ＴＥＡＭＳＫＹＫＹＯＴＯ 06:17:59

58 1146 櫻井　智輝 ｻｸﾗｲ ﾄﾓｷ 長野県 06:18:57

59 1070 上田　真二 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 豊田鉄工 06:18:59

60 1088 醍醐　陸史 ﾀﾞｲｺﾞ ｱﾂｼ 石川県 06:19:25

61 1111 吉川　勉 ﾖｼｶﾜ ﾂﾄﾑ 長野県 06:20:53

62 1033 斎藤　潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 愛川町役場 06:23:15

63 1113 吉田　将也 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 06:29:49

64 1112 吉崎　治 ﾖｼｻﾞｷ ｵｻﾑ 富山県 オーギャ 06:30:20

65 1027 小田　敏明 ｵﾀﾞ ﾄｼｱｷ 埼玉県 06:30:38

66 1045 藤野　晋爾 ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｼﾞ 愛知県 岡崎市役所 06:31:37

67 1196 簗瀬　仁一 ﾔﾅｾ ｼﾞﾝｲﾁ 栃木県 古賀志山快速登山部 06:31:48

68 1148 澤田　健太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 06:31:49

69 1096 平井　貴久 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋｻ 東京都 06:32:51

70 1052 矢寺　建示 ﾔﾃﾗ ｹﾝｼﾞ 大阪府 06:34:13

71 1198 横田　隆之 ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 富山県 06:34:41

72 1086 須藤　康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 足攣りジェイソン 06:36:11

73 1050 溝呂木　崇也 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ﾀｶﾔ 東京都 06:36:36

74 1140 洪　舜傑 ｺｳ ｼｭﾝｹﾂ 東京都 ＴＴＲ 06:40:11

75 1093 楠部　幸路 ﾅﾝﾌﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ＭＬＯ 06:40:24

76 1102 本多　浩詩 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 静岡県 06:40:37

77 1138 清澤　亮 ｷﾖｻﾜ ﾘｮｳ 千葉県 チーム　チミ 06:40:38

78 1141 小林　隆浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 そして父走る 06:41:45

79 1116 渡会　翼 ﾜﾀﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 埼玉県 06:42:13

80 1124 大澤　永佳 ｵｵｻﾜ ﾅｶﾞﾖｼ 富山県 06:43:00
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総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

81 1169 生田目　聡 ﾅﾏﾀﾒ ｻﾄｼ 福島県 06:44:50

82 1157 武田　将基 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 新潟県 06:47:30

83 1172 野島　哲也 ﾉｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 東京都 06:50:26

84 1044 藤木　悠平 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 長野県 中野市陸協 06:50:40

85 1067 伊藤　嘉浩 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 ＣＡＲＯ　Ｓｐｏｒｔ 06:51:54

86 1187 古幡　太郎 ﾌﾙﾊﾀ ﾀﾛｳ 長野県 チーム北斗号 06:52:32

87 1181 広田　雄大 ﾋﾛﾀ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 06:53:00

88 1099 降旗　啓 ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 千葉県 06:53:24

89 1110 山下　恵介 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 06:54:45

90 1127 岡田　恭兵 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 愛知県 06:55:09

91 1158 武部　紘平 ﾀｹﾍﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川県 06:55:18

92 1128 岡田　良太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 群馬県 06:55:56

93 1231 久保西　力 ｸﾎﾞﾆｼ ﾂﾄﾑ 東京都 06:56:08

94 1025 遠藤　英明 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟県 06:56:19

95 1144 小山　陽平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 新潟県 07:01:32

96 1024 江成　務 ｴﾅﾘ ﾂﾄﾑ 神奈川県 ファンラン　さがみはら 07:01:52

97 1019 池渕　雄大 ｲｹﾌﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 富山県 07:06:40

98 1010 ファウ　ジェフ ﾌｧｳ ｼﾞｪﾌ 愛知県 07:08:37

99 1218 奥村　建斗 ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ 長野県 07:11:17

100 1252 近澤　優太 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野県 07:12:38

101 1191 間瀬　雄大 ﾏｾ ﾕｳﾀ 愛知県 07:12:44

102 1153 大門　孝行 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 チームＯＫＵＭＵ 07:12:47

103 1174 羽生田　覚 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｻﾄﾙ 長野県 中島製作所 07:13:00

104 1262 増元　謙二 ﾏｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 長野県 07:13:58

105 1242 下村　拓英 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾌｻ 東京都 07:18:25

106 1272 楊　建光 ﾖｳ ｹﾝｺｳ 千葉県 07:19:40

107 1232 小林　規明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 千葉県 07:20:10

108 1233 小林　浩人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 東京都 07:21:07

109 1065 石原　啓史 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 群馬県 KTF team -G 07:21:16

110 1078 北川　修平 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 07:22:41

111 1179 原田　宏司 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 長野県 オトコガッシュク 07:22:54

112 1074 岡田　隆幸 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 群馬県 トレイルランニングチーム新世界 07:23:15

113 1199 吉田　哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 07:24:25

114 1165 中島　一優 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 07:25:48

115 1201 浅井　幸也 ｱｻｲ ﾕｷﾔ 東京都 07:26:12

116 1160 田中　一幸 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 07:26:46

117 1064 石毛　渉吾 ｲｼｹﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 07:29:12

118 1126 大脇　寛成 ｵｵﾜｷ ﾋﾛｼｹﾞ 長野県 07:29:49

119 1200 ららにゃが　ほるへ ﾗﾗﾆｬｶﾞ ﾎﾙﾍ 長野県 07:31:16

120 1139 小池　利幸 ｺｲｹ ﾄｼﾕｷ 長野県 07:31:53
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総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

121 1156 高橋　佳男 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ 群馬県 07:33:05

122 1123 宇賀田　伸彦 ｳｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 長野県 07:33:24

123 1118 粟野　穰太 ｱﾜﾉ ｼﾞｮｳﾀ 茨城県 07:35:18

124 1087 勢戸　功輔 ｾﾄ ｺｳｽｹ 大阪府 西日本フットワークラボ 07:35:23

125 1104 三沢　幸男 ﾐｻﾜ ﾕｷｵ 長野県 コントユニット青点滅 07:36:07

126 1164 永井　一禎 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾖｼ 長野県 ＮＤＰＰＯ 07:39:44

127 1155 高嶋　聖大 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 木更津発見隊 07:39:53

128 1145 道祖土　典郎 ｻｲﾄﾞ ﾉﾘｵ 埼玉県 07:40:41

129 1213 岡田　敏明 ｵｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 長野県 07:40:55

130 1029 鬼澤　洋介 ｷｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 07:42:02

131 1109 森　智 ﾓﾘ ｻﾄｼ 愛知県 もり動物クリニック 07:42:36

132 1243 謝　威 ｼｬ ｳｴｲ 神奈川県 07:42:50

133 1220 尾関　沢人 ｵｾﾞｷ ｻﾜﾄ 東京都 07:45:11

134 1250 田中　仁 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 長野県 07:49:01

135 1167 中野　正剛 ﾅｶﾉ ﾏｻﾀｶ 埼玉県 07:50:08

136 1125 大場　恒明 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ペロマル会 07:51:05

137 1188 星野　雅史 ﾎｼﾉ ﾏｻｼ 東京都 07:51:50

138 1129 岡部　洋一 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 踏高会 07:53:46

139 1117 相原　智行 ｱｲﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 東京都 ジャミン 07:54:44

140 1152 芹澤　充 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 東京都 07:54:53

141 1180 原山　翔太 ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 東京都 いいづなやま 07:58:55

142 1161 田中　哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ 神奈川県 07:59:09

143 1227 川端　昭彦 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾋｺ 千葉県 07:59:21

144 1132 小原　卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 08:02:27

145 1176 早井　史人 ﾊﾔｲ ﾌﾐﾄ 埼玉県 08:05:03

146 1175 濱名　寛幸 ﾊﾏﾅ ﾋﾛﾕｷ 石川県 08:05:03

147 1255 西山　修平 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 あずさ監査法人 08:06:30

148 1205 安部　臨太郎 ｱﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都 若の字 08:13:28

149 1084 島田　佳門 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾄ 長野県 08:18:55

150 1166 中曽　俊之 ﾅｶｿ ﾄｼﾕｷ 富山県 08:20:58

151 1149 須貝　裕保 ｽｶﾞｲ ﾋﾛﾔｽ 新潟県 みらいコーチング（株） 08:23:22

152 1076 金井　出 ｶﾅｲ ｲｽﾞﾙ 神奈川県 金太郎ＲＣ 08:24:20

153 1094 野口　之男 ﾉｸﾞﾁ ﾕｷｵ 埼玉県 08:24:21

154 1240 佐々木　侑 ｻｻｷ ｽｽﾑ 埼玉県 08:25:50

155 1247 田口　博伸 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 ＯＮＬＹリヨン 08:26:41

156 1254 中村　秀幸 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野県 小牧楽遊学 08:27:01

157 1224 加藤　一典 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 新潟県 08:29:20

158 1159 多田　将人 ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 埼玉県 ２８クリニック 08:29:38

TO 1225 金子　圭秀 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 08:30:07

TO 1274 渡辺　和志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 埼玉県 中央大学探検部ＯＢ 08:30:47
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TO 1238 齋藤　昌寿 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 08:31:36

TO 1267 森　亮太 ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 長野県 08:31:49

TO 1197 矢野　英宣 ﾔﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 08:38:52

TO 1190 増田　康 ﾏｽﾀﾞ ｺｳ 東京都 08:46:14

TO 1147 佐々木　嘉成 ｻｻｷ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 ＴＯＰ　ＧＥＡＲ 08:47:00

TO 1258 平田　隆志 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ 富山県 ＳＯＵ 08:50:22

TO 1226 河合　良太 ｶﾜｲ ﾘｮｳﾀ 大阪府 08:55:28

TO 1131 尾崎　稔 ｵｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 東京都 08:58:49

TO 1217 奥　珠樹 ｵｸ ﾀﾏｷ 神奈川県 08:59:48

TO 1194 武舎　文徳 ﾑｼｬ ﾌﾐﾉﾘ 長野県 09:03:15

TO 1121 岩城　徹 ｲﾜｷ ﾄｵﾙ 富山県 青葉会 09:04:58

TO 1042 原山　豊 ﾊﾗﾔﾏ ﾕﾀｶ 長野県 09:21:13

TO 1137 木崎　充裕 ｷｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 ななんちやつて 09:53:27

DNF 1004 川田　秀行 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県

DNF 1039 棚沢　智広 ﾀﾅｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 東京都

DNF 1066 伊藤　政司 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 長野県 伊那スキークラブ

DNF 1075 片山　智之 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 新潟県 爆走楽笑会

DNF 1082 近藤　計夫 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 埼玉県

DNF 1091 田中　逸人 ﾀﾅｶ ｲﾂﾋﾄ 東京都

DNF 1101 細村　恭平 ﾎｿﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県

DNF 1115 李　士冉 ﾘ ｼﾈﾝ 千葉県 東京中国人マラソングラブ

DNF 1119 石川　忠 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 東京都 ＰＥＲＳＯＬ

DNF 1136 川久保　昌崇 ｶﾜｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ 東京都

DNF 1151 関根　範幸 ｾｷﾈ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 僕ら陽気な冒険団

DNF 1154 高桑　克正 ﾀｶｸﾜ ｶﾂﾏｻ 東京都

DNF 1163 藤間　博幸 ﾄｳﾏ ﾋﾛﾕｷ 富山県

DNF 1168 長平　修一郎 ﾅｶﾞﾋﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 石川県

DNF 1170 鳴尾　貴行 ﾅﾙｵ ﾀｶﾕｷ 東京都 ＷＳＳ

DNF 1173 野村　隆 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都

DNF 1177 林　哲雄 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 千葉県 ΝΑΑΒ

DNF 1178 原田　慶太 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 神奈川県

DNF 1182 深井　友市 ﾌｶｲ ﾄﾓｲﾁ 埼玉県

DNF 1183 藤沢　淳一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 チームまことちゃん

DNF 1184 藤田　泰介 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｽｹ 東京都

DNF 1186 藤原　輝秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙﾋﾃﾞ 愛知県 旭化成ファーマ

DNF 1193 宮本　紳平 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪府

DNF 1207 伊東　秀 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 長野県 立教山友会

DNF 1208 上野　頌太 ｳｴﾉ ｼｮｳﾀ 東京都

DNF 1214 岡野　傑 ｵｶﾉ ｽｸﾞﾙ 三重県 岡野不動産合同会社

DNF 1221 小野　友栄 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 埼玉県

DN1222 小野　 ｵﾉ ﾋﾛｱ 東京DN1229 国光　 ｸﾆﾐﾂ ｶ 長野DN1230 功刀　 ｸﾇｷﾞ ﾖ 東京DN1235 近藤　 ｺﾝﾄﾞｳ 愛知DN1237 齋藤　 ｻｲﾄｳ ﾒ 愛知 もりレディ
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DNF 1222 小野　裕章 ｵﾉ ﾋﾛｱｷ 東京都

DNF 1229 国光　和昭 ｸﾆﾐﾂ ｶｽﾞｱｷ 長野県

DNF 1230 功刀　慶人 ｸﾇｷﾞ ﾖｼﾄ 東京都

DNF 1235 近藤　俊樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 愛知県

DNF 1237 齋藤　恵 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾑ 愛知県 もりレディースクラブクリニック

DNF 1239 酒井　和輝 ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 東京都

DNF 1244 菅原　和也 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 茨城県 ＧＬＺ／ＲＣ

DNF 1246 高森　要 ﾀｶﾓﾘ ｶﾅﾒ 神奈川県

DNF 1251 田中　佑治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 静岡県

DNF 1257 芳賀　豊 ﾊｶﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県

DNF 1259 平野　久彦 ﾋﾗﾉ ﾋｻﾋｺ 茨城県 アドバンスプラン

DNF 1271 山本　義教 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 東京都


