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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 大瀬 和文 オオセ カズフミ 長野県 ALP SKI TEAM 40代

3 菊嶋 啓 キクシマ ケイ 静岡県 ONYONE/VESPA 40代

4 町田 知宏 マチダ トモヒロ 東京都 Naked／OTSO 30代

5 安田 隼人 ヤスダ ハヤト 愛知県 JSA 40代

101 相葉 行男 アイバ ユキオ 埼玉県 さかろんず 40代

102 青木 智則 アオキ トモノリ 長野県 40代

103 穴沢 保 アナザワ タモツ 新潟県 60歳以上

104 阿部 啓介 アベ ケイスケ 群馬県 30代

105 有賀 哉人 アルガ カナト 東京都 高校～29歳

106 安達 朋宏 アンダツ トモヒロ 愛知県 50代

107 安藤 秀紀 アンドウ ヒデノリ 長野県 50代

108 飯島 国博 イイジマ クニヒロ 長野県 50代

109 飯塚 紘基 イイズカ ヒロキ 埼玉県 30代

110 五十嵐 進一郎 イガラシ シンイチロウ 群馬県 50代

111 池内 誠 イケウチ マコト 新潟県 40代

112 池田 秀人 イケダ ヒデト 長野県 50代

113 石原 勇 イシハラ イサム 群馬県 吉田運輸倉庫株式会社 40代

114 石原 忠 イシハラ タダシ 長野県 北御牧ＲＣ 50代

115 石原 達也 イシハラ タツヤ 埼玉県 40代

116 伊藤 直人 イトウ ナオト 群馬県 60歳以上

117 伊藤 稔 イトウ ミノル 千葉県 50代

118 稲田 和恵 イナダ カズシゲ 長野県 ＱＨＡ 50代

119 井上 潤 イノウエ ジュン 群馬県 上州落語研究会 40代

120 猪俣 哲哉 イノマタ テツヤ 東京都 空色スペース合同会社 60歳以上
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121 井村 一雄 イムラ カズオ 石川県 いぬわし君２０２２ 50代

122 岩崎 広行 イワザキ ヒロユキ 東京都 30代

123 岩田 智文 イワタ トモフミ 東京都 40代

124 内澤 宗一郎 ウチサワ ソウイチロウ 茨城県 40代

125 上野 一平 ウワノ イッペイ 静岡県 Ａｍａｖｉｌｌａ 40代

126 海野 勝義 ウンノ カツヨシ 千葉県 50代

127 枝本 翔 エダモト ショウ 埼玉県 高校～29歳

128 江本 悟司 エモト サトシ 愛知県 三菱自動車岡崎 50代

129 王 楓 オウ フウ 長野県 30代

130 大川 亮 オオカワ リョウ 長野県 40代

131 大澤 邦雄 オオサワ クニオ 神奈川県 30代

132 大下 敏生 オオシタ トシオ 広島県 40代

133 大杉 文仁 オオスギ フミヒト 長野県 40代

134 大住 和弘 オオスミ カズヒロ 千葉県 40代

135 大野 貞夫 オオノ サダオ 群馬県 ルナークス 40代

136 大場 恒明 オオバ ツネアキ 静岡県 ペロマル会 60歳以上

137 大橋 純太 オオハシ ジュンタ 愛知県 40代

138 岡 孝尚 オカ タカヒサ 群馬県 ＧＲＴ 50代

139 岡沢 一規 オカザワ カズノリ 長野県 シューマート 40代

140 岡田 武史 オカダ タケシ 東京都 ＯＫＡＤＡＢＡＳＥ　ＴＥＡＭ 30代

141 小川 高広 オガワ タカヒロ 新潟県 ＨＫＢ 40代

142 小川原 均 オガワラ ヒトシ 長野県 小川原塗装店 60歳以上

143 小原 卓 オハラ タク 富山県 50代

144 貝瀬 淳 カイセ ジュン 新潟県 巻機山スキー部 30代

145 垣見 洋 カキミ ヒロシ 長野県 アップル運輸 50代

146 笠井 昭典 カサイ アキノリ 群馬県 40代

147 笠原 健二 カサハラ ケンジ 東京都 40代

148 梶田 剛 カジタ ツヨシ 愛知県 セカンドウィンド 40代

149 加藤 剛士 カトウ タケシ 愛知県 40代

150 加藤 岳志 カトウ タケシ 埼玉県 越谷トレラン部 40代

151 加藤 広邦 カトウ ヒロクニ 三重県 ジャバック 60歳以上

152 金澤 宏之 カナザワ ヒロユキ 群馬県 前橋トレラン部 40代

153 印牧 恒和 カネマキ ツネカズ 福井県 50代

154 神移 真悟 カミウツリ シンゴ 千葉県 40代

155 川上 淳一郎 カワカミ ジュンイチロウ 長野県 50代

156 川島 隆弘 カワシマ タカヒロ 神奈川県 50代

157 菊地 厚史 キクチ アツシ 東京都 40代

158 岸上 博史 キシガミ ヒロチカ 神奈川県 40代

159 北澤 純 キタザワ ジュン 東京都 ＢＢＨ 50代

160 北村 龍一 キタムラ リュウイチ 東京都 よしむらランニングクラブ 30代
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161 北山 和彦 キタヤマ カズヒコ 石川県 30代

162 木次 善彦 キツギ ヨシヒコ 長野県 ＳＡＫＵ乱 30代

163 木村 裕也 キムラ ユウヤ 長野県 40代

164 熊谷 英明 クマガイ ヒデアキ 長野県 飯田市役所 40代

165 栗原 航 クリハラ コウ 群馬県 ＳＡＫＡ乱 高校～29歳

166 栗原 正明 クリハラ マサアキ 山梨県 チームエース 30代

167 黒岩 大暉 クロイワ ダイキ 群馬県 30代

168 黒岩 高志 クロイワ タカシ 長野県 30代

169 黒岩 龍也 クロイワ タツヤ 長野県 60歳以上

170 黒瀬 博昭 クロセ ヒロアキ 神奈川県 50代

171 古賀 公議 コガ キミノリ 東京都 アルペンローゼ 30代

172 小島 貴裕 コジマ タカヒロ 長野県 30代

173 小嶋 徳仁 コジマ ノリヒト 長野県 焼肉越後屋 40代

174 小関 秀 コセキ トオル 千葉県 50代

175 後藤 新平 ゴトウ シンペイ 東京都 30代

176 小林 大介 コバヤシ ダイスケ 長野県 40代

177 小林 民男 コバヤシ タミオ 長野県 ＳＡＫＵ乱 40代

178 小林 良 コバヤシ リョウ 東京都 高校～29歳

179 高麗 幸大 コマ ユキヒロ 富山県 30代

180 米村 典久 コメムラ ノリヒサ 長野県 40代

181 小森谷 輝夫 コモリヤ テルオ 東京都 50代

182 近藤 俊樹 コンドウ トシキ 愛知県 60歳以上

183 近藤 広樹 コンドウ ヒロキ 神奈川県 30代

184 斎藤 一智 サイトウ カズトモ 栃木県 50代

185 齊藤 秀一 サイトウ ヒデカズ 群馬県 40代

186 斉藤 史明 サイトウ フミアキ 栃木県 40代

187 笹沼 征雄 ササヌマ ユキオ 東京都 40代

188 佐藤 克也 サトウ カツヤ 山梨県 甲州市役所 40代

189 佐藤 航大 サトウ コウダイ 長野県 高校～29歳

190 佐藤 丈塁 サトウ タケル 富山県 高校～29歳

191 佐藤 陽一 サトウ ヨウイチ 長野県 40代

192 塩原 正樹 シオハラ マサキ 長野県 40代

193 篠原 崇 シノハラ タカシ 埼玉県 30代

194 篠原 正 シノハラ タダシ 栃木県 50代

195 清水 雄介 シミズ ユウスケ 長野県 ＺＲＣ 40代

196 下木 翼 シモキ ツバサ 石川県 30代

197 下平 高志 シモダイラ タカシ 東京都 50代

198 下村 和樹 シモムラ カズキ 愛知県 50代

199 庄司 一雄 ショウジ カズオ 富山県 チームポンコツ 60歳以上

200 喰田 弘興 ショクタ ヒロオキ 長野県 30代
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201 鈴木 章円 スズキ アキノブ 富山県 40代

202 鈴木 周平 スズキ シュウヘイ 群馬県 40代

203 鈴木 隆士 スズキ タカシ 長野県 30代

204 清田 広輝 セイタ コウキ 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野 30代

205 関 浩人 セキ ヒロヒト 群馬県 30代

206 関根 肇 セキネ ハジメ 栃木県 アルプス・ハリー 60歳以上

207 五月女 謙一 ソウトメ ケンイチ 千葉県 50代

208 高嶋 聖大 タカシマ マサヒロ 千葉県 木更津発見隊 30代

209 高野 雄市 タカノ ユウイチ 東京都 ＴＦＪトレイル 50代

210 高橋 伸 タカハシ シン 長野県 40代

211 高橋 港 タカハシ ミナト 東京都 ＨａｍｕＲｕｎ 40代

212 高橋 泰史 タカハシ ヤスシ 茨城県 石岡ＴＲＣ 40代

213 高畑 航太 タカハタ コウタ 神奈川県 30代

214 竹内 靖 タケウチ ヤスシ 大阪府 40代

215 竹内 賀規 タケウチ ヨシキ 愛知県 有限会社屋根誠 50代

216 武田 真 タケダ シン 長野県 ハグレグミ 40代

217 田中 正一 タナカ ショウイチ 埼玉県 50代

218 多鍋 彰 タナベ アキラ 富山県 50代

219 玉井 秀樹 タマイ ヒデキ 長野県 40代

220 田巻 和寛 タマキ カズヒロ 新潟県 40代

221 塚田 孝一 ツカダ コウイチ 長野県 アクア 40代

222 塚原 俊朗 ツカハラ トシロウ 山梨県 千春さんを囲む会 40代

223 津田 圭介 ツダ ケイスケ 富山県 40代

224 筒井 康孝 ツツイ ヤスタカ 大阪府 40代

225 手倉森 洋人 テクラモリ ヒロト 東京都 ｓｕｚｕｒａｍｏｒｉ 30代

226 寺内 康人 テラウチ ヤスヒト 東京都 Ｃ．Ａ．ＲＥＡＬ　ＴＯＫＹＯ 30代

227 棟 真太郎 トウ シンタロウ 埼玉県 40代

228 遠山 宏樹 トオヤマ ヒロキ 長野県 オブセヤングチーム 高校～29歳

229 徳武 敏明 トクタケ トシアキ 長野県 50代

230 中嶋 健太郎 ナカジマ ケンタロウ 長野県 信陽機材リース販売 30代

231 中嶋 敏弘 ナカジマ トシヒロ 石川県 ジュピターＲＣ 40代

232 中嶋 保博 ナカジマ ヤスヒロ 埼玉県 40代

233 中曽 俊之 ナカソ トシユキ 富山県 50代

234 中田 剛史 ナカタ タケシ 東京都 樹林の会 40代

235 長平 修一郎 ナガヒラ シュウイチロウ 石川県 40代

236 中村 功 ナカムラ イサオ 長野県 長野市民病院ＲＣ 50代

237 中村 治 ナカムラ オサム 新潟県 50代

238 中屋 宏貴 ナカヤ ヒロキ 東京都 ＯＫＡＤＡＢＡＳＥ　ＴＥＡＭ 高校～29歳

239 中矢 大和 ナカヤ ヤマト 長野県 ＳＡＫＵ乱 高校～29歳

240 中山 慎一 ナカヤマ シンイチ 長野県 50代
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241 那須野 由幸 ナスノ ヨシユキ 群馬県 30代

242 名畑 徹 ナバタ トオル 東京都 40代

243 成沢 斉 ナルサワ ツヨシ 長野県 40代

244 野﨑 拓人 ノザキ タクト 群馬県 30代

245 橋 貴正 ハシ タカマサ 富山県 射水マラソンクラブ 40代

246 橋立 理 ハシダテ オサム 新潟県 40代

247 長谷川 重良 ハセガワ シゲヨシ 山梨県 忍野村 30代

248 羽生田 覚 ハニュウダ サトル 長野県 中島製作所 50代

249 濱名 寛幸 ハマナ ヒロユキ 新潟県 イオンリテール 40代

250 早井 史人 ハヤイ フミト 埼玉県 イオン 40代

251 林 弘 ハヤシ ヒロム 長野県 脚尽會 40代

252 原 利昭 ハラ トシアキ 長野県 50代

253 原山 浩輔 ハラヤマ コウスケ 長野県 エヴァーグリーン 30代

254 日高 光 ヒダカ ヒカル 長野県 30代

255 廣瀬 将弥 ヒロセ マサヤ 山梨県 40代

256 福田 健二 フクダ ケンジ 栃木県 30代

257 藤井 勝善 フジイ カツヨシ 愛知県 60歳以上

258 藤井 健司 フジイ ケンジ 山梨県 横河電機 60歳以上

259 藤井 智 フジイ サトシ 長野県 50代

260 藤澤 徳美 フジサワ ナルミ 長野県 八十二銀行 50代

261 藤田 稔 フジタ ミノル 富山県 50代

262 不破 茂道 フワ シゲミチ 長野県 有峰会 50代

263 坊井 洋介 ボウイ ヨウスケ 千葉県 食べっこ倶楽部 40代

264 星 樹 ホシ タツキ 東京都 30代

265 星野 雅史 ホシノ マサシ 東京都 50代

266 細貝 一也 ホソカイ カズヤ 新潟県 40代

267 細村 恭平 ホソムラ キョウヘイ 埼玉県 30代

268 堀内 宏道 ホリウチ ヒロミチ 長野県 40代

269 前田 豊志 マエダ トヨシ 富山県 60歳以上

270 牧 純一 マキ ジュンイチ 愛知県 友愛治療院 50代

271 牧瀬 健斗 マキセ ケント 東京都 30代

272 牧野 築 マキノ キズキ 岐阜県 50代

273 増田 充浩 マスダ ミツヒロ 静岡県 深蒸しっ茶 40代

274 町 貴仁 マチ タカヒト 静岡県 40代

275 松田 博幸 マツダ ヒロユキ 新潟県 40代

276 松原 茂樹 マツバラ シゲキ 茨城県 50代

277 松本 岳 マツモト ガク 神奈川県 湘南ランフィジオ 40代

278 丸山 智明 マルヤマ トモアキ 長野県 丸山ぶどう園 30代

279 三秋 学 ミアキ マナブ 埼玉県 40代

280 水野 勝弘 ミズノ カツヒロ 長野県 50代
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281 宮嵜 哲 ミヤザキ テツ 長野県 長野銀行 40代

282 宮澤 努 ミヤザワ ツトム 静岡県 新富士病院 50代

283 向田 真一 ムカイダ シンイチ 岐阜県 飛騨山岳会 60歳以上

284 村山 毅 ムラヤマ タケシ 長野県 30代

285 室川 真一 ムロカワ シンイチ 新潟県 ＴＲＣ 40代

286 室崎 一朗 ムロザキ イチロウ 石川県 ジュピターランニングクラブ 40代

287 八木 大輔 ヤギ ダイスケ 静岡県 山援隊 50代

288 矢口 照彦 ヤグチ テルヒコ 神奈川県 50代

289 矢頭 伸也 ヤトウ シンヤ 愛知県 40代

290 柳原 靖人 ヤナギハラ ヤスト 東京都 ランビッツ 40代

291 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ 新潟県 （株）シンヨー 40代

292 山口 雄輝 ヤマグチ ユウキ 東京都 ＲＥＷＩＬＤ 30代

293 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ 埼玉県 40代

294 山田 幹根 ヤマダ ミキネ 東京都 ＫＦＣ　ＯＩＡＧＥ 60歳以上

295 山辺 重敏 ヤマベ シゲトシ 長野県 60歳以上

296 山室 英貴 ヤマムロ ヒデタカ 長野県 40代

297 山本 悌 ヤマモト ダイ 東京都 30代

298 山本 隼巳 ヤマモト ハヤミ 長野県 松消 30代

299 山本 博一 ヤマモト ヒロカズ 長野県 40代

300 横山 晋哉 ヨコヤマ シンヤ 長野県 30代

301 吉井 昭裕 ヨシイ アキヒロ 埼玉県 小川オヤジーズ 50代

302 吉澤 健太 ヨシザワ ケンタ 長野県 三洋グラビア 高校～29歳

303 吉田 英晃 ヨシダ ヒデアキ 愛知県 40代

304 吉野 誠 ヨシノ マコト 富山県 ＴＣｐＮ 50代

305 依田 修治 ヨダ シュウジ 長野県 40代

306 若宮 篤志 ワカミヤ アツシ 東京都 50代

307 渡邉 雄秀 ワタナベ タケヒデ 長野県 30代

308 渡辺 毅 ワタナベ ツヨシ 長野県 ＪＡ長野八ケ岳 50代

２０２２．８．２７ ＳＴＡＲＴ ９：００～

須坂米子大瀑布スカイレース
ＥＮＴＲＹ ＬＩＳＴ 【ロング３０ｋｍ男子】


