
参加者名簿（ミドル男子）

ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属

101 富山 健晴 トミヤマ タケハル チーム木木木

102 井出 和範 イデ カズノリ ハートビュー

103 杉山 裕史 スギヤマ ヒロシ 矢板ＲＣ

104 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト ザ・キジトラズ

105 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ 東京陸上競技協会

106 熊倉 研二 クマクラ ケンジ 宇都宮業務隊

107 猪俣 哲哉 イノマタ テツヤ 空色スペース合同会社

108 大林 悟 オオバヤシ サトル 古賀志山快速登山部

109 清田 広輝 セイタ コウキ ＳＣ丹沢秦野

110 大足 成男 オオアシ シゲオ 栃木陸上競技協会

111 神原 文和 カンバラ フミカズ 上州山楽走

112 野口 武史 ノグチ タケシ

113 戸恒 亮一 トツネ リョウイチ ドリトレ

114 津久井 賢 ツクイ ケン

115 川崎 義孝 カワサキ ヨシタカ ＳＫＹＮＩＮＪＡ

116 中條 康雄 チュウジョウ ヤスオ

117 柳 穣治 ヤナギ ジョウジ 栃木陸上競技会

118 富永 裕二 トミナガ ユウジ ハイタッチＣ

119 岡部 良叙 オカベ ヨシノブ 日立おおみか

120 熊田 勝市 クマダ カツイチ はあとびいと

121 木村 哲也 キムラ テツヤ 太田走友会

122 柏瀬 智之 カシワセ トモユキ ヨーユーラボ

123 大竹 徹哉 オオタケ テツヤ 高萩走友会

124 斎藤 一智 サイトウ カズトモ

125 大平 賢治 オオヒラ ヨシハル ＩＴＲＣ

126 岡田 恒夫 オカダ ツネオ 茨城陸上競技協会

127 戸井田 淳史 トイダ アツシ ＵＣＯＲＣ

128 境 雅高 サカイ マサタカ 古河走友会

129 鈴木 努 スズキ ツトム 日立ハイテク

130 黒川 裕朗 クロカワ ヒロアキ 鹿沼健康走ろう会

131 松川 直人 マツカワ ナオト フルトーンズ

132 松浦 竜太 マツウラ リュウタ

133 柴田 彰夫 シバタ アキオ ビッグツリー

134 岡田 力 オカダ ツトム ＡＳＲＣ

135 角田 正明 ツノダ マサアキ 猪突猛進

136 清藤 俊介 セイトウ シュンスケ

137 師岡 和也 モロオカ カズヤ ＳｕｎｎｙＳｉｄｅ

138 加藤 裕一郎 カトウ ユウイチロウ 東京陸上競技協会
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139 長 達也 チョウ タツヤ ワイグルマラソン部

140 渡邉 太一郎 ワタナベ タイチロウ 週末ライド

141 田口 圭一 タグチ ケイイチ JFEスチール

142 薄井 猛生 ウスイ タケオ 宇都宮トレラン愛好家の集い

143 高尾 佳宏 タカオ ヨシヒロ 秘密のデカちゃんは石立鉄男

144 福田 一道 フクダ カズミチ

145 星野 真也 ホシノ シンヤ 茨城マスターズ

146 須藤 達也 スドウ タツヤ

147 松山 義秀 マツヤマ ヨシヒデ ランジョグ

148 鈴木 遼 スズキ リョウ

149 岩沢 勇夫 イワサワ イサオ

150 大島 隆宏 オオシマ タカヒロ

151 成田 耕一 ナリタ コウイチ ＭＲＣ

152 河上 昌夫 カワカミ マサオ

153 井出 直 イデ スナオ

154 森島 大静 モリシマ ヒロシズ

155 関谷 多加志 セキヤ タカシ

156 清水 孝行 シミズ タカユキ 千葉陸上競技協会

157 田村 宜也 タムラ タカヤ エスリンズ

158 潮田 克弥 ウシオダ カツヤ

159 金子 智幸 カネコ トモユキ レオン自動機

160 阿部 稔 アベ ミノル

161 根村 俊哉 ネムラ トシヤ

162 吹上 慎治 フキアゲ シンジ 矢板ＲＣ

163 菊池 哲 キクチ サトシ バヤ・コン・ディオス

164 福井 健 フクイ タケシ

165 海野 陽平 ウミノ ヨウヘイ

166 七海 和寿 ナナウミ カズトシ 宇都宮トレラン愛好家の集い

167 古関 啓太郎 コセキ ケイタロウ

168 根目沢 博 ネメザワ ヒロシ 日立市

169 岡田 明紀 オカダ アキトシ

170 遠藤 喜敬 エンドウ ヨシタカ チーム週末ライド

171 武井 潤 タケイ ジュン ＩＧ茨城

172 若林 良知 ワカバヤシ ヨシトモ 宇都宮トレラン愛好家の集い

173 平川 亮 ヒラカワ リョウ ◆弥勒菩薩◆

174 伊藤 俊幸 イトウ トシユキ ストライドラブランナーズ

175 渡辺 勝浩 ワタナベ カツヒロ

176 渡辺 桂一 ワタナベ ケイイチ
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177 狐塚 由幸 キツネヅカ ヨシユキ

178 山田 遼太郎 ヤマダ リョウタロウ

179 平岩 義生 ヒライワ ヨシオ

180 立川 貴之 タチカワ タカユキ

181 宮脇 弘徳 ミヤワキ ヒロノリ ゆるラン会

182 渡辺 健太郎 ワタナベ ケンタロウ 走る練習

183 長谷川 淳悟 ハセガワ ジュンゴ

184 杉本 信司 スギモト シンジ

185 西平 竜太郎 ニシヒラ リュウタロウ

186 香川 禎明 カガワ ヨシアキ 森守クラブ

187 白戸 俊男 ハクト トシオ 千住金属工業

188 秋山 幸男 アキヤマ ユキオ

189 小林 勇 コバヤシ イサム 美土里ＴＲＣ

190 川本 剛 カワモト タケシ

191 山井 崇嗣 ヤマイ タカツグ

192 木下 新作 キノシタ シンサク

193 中村 浩司 ナカムラ コウジ

194 礒 和徳 イソ カズノリ 小野金型製作所

195 金井 信哉 カナイ シンヤ

196 坂井 一雄 サカイ カズオ ＳＷＲＣ

197 三ツ橋 茂雄 ミツハシ シゲオ

198 渡邉 積 ワタナベ ツモル ｅＡ茨城

199 古峯 隆宏 コミネ タカヒロ

200 上原 一公 ウエハラ カズヒロ ＳＣＰＭ　ＲＣ

201 能登 義和 ノト ヨシカズ 風

202 鈴木 隆文 スズキ タカブミ

203 清水 大輔 シミズ ダイスケ

204 井上 聡 イノウエ サトシ

205 渡会 翼 ワタライ ツバサ

206 真嶋 秀尚 マジマ ヨシナオ

207 田角 拓 タツノ ヒロム

208 中村 隆治 ナカムラ リュウジ

209 髙橋 亮 タカハシ マコト

210 宇賀神 一郎 ウガジン イチロウ 宇都宮トレラン愛好家の集い

211 須永 晃行 スナガ アキユキ ダウハウ

212 福田 健造 フクダ ケンゾウ 秘湯倶楽部

213 福田 順一 フクダ ジュンイチ 弾丸トレラン部

214 小坂 信幸 コサカ ノブユキ
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215 澤田 幹夫 サワダ ミキオ

216 菊池 基之 キクチ モトユキ ｔｅａｍ　ＱＵＥＳＴ

217 荒田 憲臣 アラタ ノリオミ

218 中澤 聡 ナカザワ サトシ

219 森谷 博幸 モリヤ ヒロユキ

220 柳澤 毅 ヤナギサワ タケシ

221 竹中 勝美 タケナカ カツミ

222 下山 知宏 シモヤマ トモヒロ

223 佐藤 誠一 サトウ セイイチ

224 若田部 彰 ワカタベ アキラ ココランナーズ

225 石橋 俊宏 イシバシ トシヒロ

226 藤井 光国 フジイ ミツクニ はな・もも・クラブ

227 福田 淳 フクタ アツシ

228 松澤 瑞樹 マツザワ ミズキ ＪＲ田中道場

229 鈴木 稔也 スズキ トシヤ 品川ゾンビＲＣ

230 中山 航 ナカヤマ コウ 株式会社奥田製作所

231 山崎 康之 ヤマザキ ヤスユキ 鈴柚クラブ

232 五十嵐 誠功 イガラシ トモノリ 宇都宮トレラン愛好家の集い

233 金子 裕一 カネコ ユウイチ

234 矢野 善教 ヤノ ヨシノリ 歩人

235 軽部 慎吾 カルベ シンゴ

236 高野 敦 タカノ アツシ

237 落合 哲也 オチアイ テツヤ

238 彦坂 靖之 ヒコサカ ヤスユキ ミョウゴウＲＣ

239 塚本 賀則 ツカモト ヨシノリ ONETOKYORC

240 川口 太郎 カワグチ タロウ 越生ぐるぐる

241 林 啓 ハヤシ ケイ

242 森田 拓之 モリタ ヒロユキ

243 福田 雄太 フクダ ユウタ 佐川急便
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