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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 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 03:41:04

2 1056 渋沢　暉 ｼﾌﾞｻﾜ ﾋｶﾘ 長野県 04:21:39

3 1024 大平　洋介 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾖｳｽｹ 新潟県 干溝ＲＣ 04:26:03

4 1104 渡辺　司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ 長野県 04:30:11

5 1100 吉清　一博 ﾖｼｷﾖ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 05:03:16

6 1003 安宅　哲也 ｱﾀｷﾞ ﾃﾂﾔ 岐阜県 05:04:40

7 1070 長　悟志 ﾁｮｳ ｻﾄｼ 石川県 05:05:29

8 1057 清水　健一 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 静岡県 05:09:44

9 1023 大澤　智樹 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 神奈川県 05:11:33

10 1064 武田　洋明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 愛知県 05:16:10

11 1068 種本　宗一郎 ﾀﾈﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 05:20:44

12 1015 植原　康典 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 長野県 05:23:28

13 1052 佐藤　雅史 ｻﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 05:27:16

14 1021 大形　学 ｵｵｶﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県 05:30:02

15 1092 宮澤　祐二 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 長野県 林業笠原造園株式会社 05:37:32

16 1025 奥村　建斗 ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾄ 長野県 高木建設株式会社 05:38:22

17 1079 野﨑　拓人 ﾉｻﾞｷ ﾀｸﾄ 群馬県 05:43:53

18 1093 宮地　紀年 ﾐﾔﾁ ﾉﾘﾄｼ 神奈川県 05:48:02

19 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 05:48:31

20 1055 柴山　和欣 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 栃木県 05:55:42

21 1063 田川　陸 ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ 長野県 信州大学 05:56:04

22 1029 金沢　雅幸 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 富山県 05:57:06

23 1042 輿石　経昌 ｺｼｲｼ ﾂﾈﾏｻ 大阪府 05:59:42

24 1027 角田　直哉 ｶｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 埼玉県 ＴｅａｍＩＲＯＮＷＩＬＬ 06:03:11

25 1073 永井　政行 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 06:03:47

26 1016 魚住　典央 ｳｵｽﾞﾐ ﾉﾘｵ 富山県 06:04:31

27 1078 名畑　徹 ﾅﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 東京都 06:11:38

28 1046 齋藤　雅英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 06:13:19

29 1004 新井　清美 ｱﾗｲ ｷﾖﾐ 群馬県 高トラ 06:18:10

30 1012 稲垣　涼 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳ 埼玉県 06:18:49

31 1031 上沢　勇人 ｶﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 神奈川県 06:18:50

32 1033 川久保　昌崇 ｶﾜｸﾎﾞ ﾏｻﾀｶ 東京都 06:19:35

33 1039 秋葉　啓 ｹｲ ｱｷﾊﾞ 東京都 06:22:25

34 1061 高橋　宏幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 06:25:14

35 1058 下木　翼 ｼﾓｷ ﾂﾊﾞｻ 石川県 06:25:30

36 1054 澤井　康次 ｻﾜｲ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 06:26:25

37 1032 河口　祐利 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 静岡県 06:27:01

38 1101 吉崎　治 ﾖｼｻﾞｷ ｵｻﾑ 富山県 オーギャ 06:27:15

39 1065 田中　幹章 ﾀﾅｶ ﾐｷﾌﾐ 神奈川県 06:27:15

40 1076 中西　光貴 ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 東京都 06:30:06
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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 1001 青木　智則 ｱｵｷ ﾄﾓﾉﾘ 長野県 06:32:18

42 1022 大越　大 ｵｵｺｼ ﾀﾞｲ 神奈川県 06:33:13

43 1096 山内　衛 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾓﾙ 神奈川県 06:34:37

44 1006 五十嵐　偉人 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞﾄ 新潟県 06:34:44

45 1060 高橋　大蔵 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ 山形県 06:35:13

46 1088 松岡　陽祐 ﾏﾂｵｶ ﾖｳｽｹ 神奈川県 06:37:06

47 1067 谷川　雅一 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 長野県 06:44:29

48 1071 津田　圭介 ﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 富山県 06:45:00

49 1026 小柳　裕 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾀｶ 新潟県 06:52:13

50 1086 不動寺　洋介 ﾌﾄﾞｳｼﾞ ﾖｳｽｹ 静岡県 ＪＩＮＫＳ 06:53:14

51 1045 小室　宏文 ｺﾑﾛ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 06:57:08

52 1049 齋藤　善輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ 茨城県 マルホ株式会社 06:57:23

53 1013 植木　清治 ｳｴｷ ｾｲｼﾞ 栃木県 07:04:18

54 1090 三ツ橋　茂雄 ﾐﾂﾊｼ ｼｹﾞｵ 千葉県 07:06:01

55 1044 小林　誉治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 07:11:23

56 1050 坂上　知見 ｻｶﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 神奈川県 07:11:23

57 1062 高橋　泰史 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 茨城県 07:14:48

58 1053 佐貫　一成 ｻﾇｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 07:16:25

59 1007 石原　啓史 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 群馬県 KTF team -G 07:16:38

60 1095 梁瀬　雅史 ﾔﾅｾ ﾏｻｼ 群馬県 七転び八起き 07:18:05

61 1038 熊川　宜之 ｸﾏｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 ＲＥＳＰＥＣＴ 07:24:35

62 1083 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 07:28:42

63 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 07:29:11

64 1037 久保田　剛 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 07:31:34

65 1035 金原　正典 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 金原工業所 07:32:52

66 1018 江口　湧真 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 長野県 07:34:17

67 1066 多鍋　彰 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 富山県 07:36:31

68 1085 藤田　智之 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 クロスボード 07:41:17

69 1030 金子　圭秀 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 07:43:42

70 1072 外池　真 ﾄﾉｲｹ ﾏｺﾄ 埼玉県 07:48:20

71 1011 伊藤　裕介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 大阪府 07:50:29

72 1014 植原　丈雄 ｳｴﾊﾗ ﾀｹｵ 愛知県 07:53:17

73 1019 遠藤　陵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 東京都 07:54:34

74 1082 平阪　圭志 ﾋﾗｻｶ ｹｲｼ 埼玉県 07:55:44

75 1075 中田　剛史 ﾅｶﾀ ﾀｹｼ 東京都 樹林の会 08:02:47

76 1080 野澤　孝彰 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 千葉県 08:07:35

77 1036 久慈　茂樹 ｸｼﾞ ｼｹﾞｷ 東京都 アサガンズ 08:20:25

78 1048 齋藤　昌寿 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 群馬県 （株）カワムラ 08:26:20

79 1074 中島　道也 ﾅｶｼﾏ ﾐﾁﾔ 愛知県 08:26:22

80 1077 中山　裕介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 東京都 ウインドパス 08:27:01
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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 1002 青木　裕康 ｱｵｷ ﾋﾛﾔｽ 東京都 赤羽ランナーズ 08:29:31

TO 1069 玉井　康善 ﾀﾏｲ ﾔｽﾖｼ 長野県 ■玉井建設■ 08:31:12

TO 1091 峰岸　治郎 ﾐﾈｷﾞｼ ｼﾞﾛｳ 東京都 08:31:16

TO 1047 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 08:46:37

TO 1041 小金澤　康夫 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾔｽｵ 群馬県 08:56:05

TO 1043 小林　敬一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 長野県 08:56:36

DNF 1005 有原　享佑 ｱﾘﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 富山県

DNF 1028 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県

DNF 1081 原山　豊 ﾊﾗﾔﾏ ﾕﾀｶ 長野県

DNF 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

DNF 1098 横田　隆之 ﾖｺﾀ ﾀｶﾕｷ 富山県

DNF 1102 ラカラ　エリック ﾗｶﾗ ｴﾘｯｸ 東京都


