
参加者名簿（ショート男子）

ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属

1001 鈴木 誠 スズキ マコト

1002 星 貴城 ホシ タカシロ 會津の男

1003 立川 幸太 タチカワ コウタ カメの登山

1004 平野 昌宏 ヒラノ マサヒロ リフレスポーツ

1005 仲山 直 ナカヤマ タダシ 栃木陸協

1006 葭葉 剛士 ヨシバ タケシ ナカニシ

1007 若田部 卓 ワカタベ スグル 佐野狂人会

1008 橋本 貴志 ハシモト タカシ

1009 高橋 恒平 タカハシ コウヘイ 湯沢雄勝陸上競技協会

1010 百瀬 優 モモセ マサル パトスラグビークラブ

1011 原田 雄太 ハラダ ユウタ 栃木陸協

1012 袴田 正巳 ハカマタ マサミ チームみしま

1013 阿部 耕太郎 アベ コウタロウ

1014 笠原 大聖 カサハラ タイセイ 住友電装帰宅部

1015 内田 邦昭 ウチダ クニアキ

1016 海老根 博樹 エビネ ヒロキ

1017 坂谷 武 サカヤ タケシ 駿ＴＲＣ

1018 冨田 真 トミダ マコト

1019 愛川 誠二 アイカワ セイジ 横浜ＡＣ

1020 山口 仁 ヤマグチ ヒトシ 東京陸上競技協会

1021 大村 敦 オオムラ アツシ 東部台陸上部

1022 蔵屋 剣士 クラヤ ケンシ チーム　アルクマ

1023 阿部 翔太 アベ ショウタ

1024 野澤 良久 ノザワ ヨシヒサ チオビタドリンク

1025 黄木 伸一 オウキ シンイチ 那須塩原市役所

1026 毛塚 卓哉 ケヅカ タクヤ

1027 齋藤 純一 サイトウ ジュンイチ

1028 福田 智紀 フクダ トモキ 宇都宮トレラン愛好家の集い

1029 田谷 良太 タヤ リョウタ

1030 星野 将史 ホシノ マサフミ

1031 廣谷 明彦 ヒロヤ アキヒコ 鹿沼健康走ろう会

1032 押野 優汰 オシノ ユウタ テイエステック

1033 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 大塚製薬株式会社

1034 小林 正和 コバヤシ マサカズ 鹿沼市森林組合

1035 大橋 克章 オオハシ カツアキ

1036 黒坂 実 クロサカ ミノル 矢板ＲＣ

1037 三宅 徳之 ミヤケ ノリユキ

1038 和田 秀樹 ワダ ヒデキ 矢板ＲＣ
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1039 古橋 由崇 フルハシ ヨシタカ

1040 吉見 洋平 ヨシミ ヨウヘイ

1041 嶋林 英敏 シマバヤシ ヒデトシ 石岡ＴＲＣ

1042 小峯 芳則 コミネ ヨシノリ 鴻巣たのしく走る会

1043 柳谷 丈夫 ヤナギヤ タケオ 矢板ランニングクラブ

1044 中嶋 太一郎 ナカジマ タイチロウ パト関東

1045 前澤 健一郎 マエザワ ケンイチロウ

1046 大橋 俊夫 オオハシ トシオ ボディブラボー

1047 藤澤 敦 フジサワ アツシ 思川チーム大芦＠鹿島

1048 丸山 哲史 マルヤマ テツシ

1049 大島 義夫 オオシマ ヨシオ 葛生アスリート

1050 遠藤 司 エンドウ ツカサ

1051 菅又 道男 スガマタ ミチオ 宇都宮トレラン愛好家の集い

1052 奥山 勝晃 オクヤマ カツアキ ビール人間

1053 古室 松美 コムロ ショウミ ＭＯＤ

1054 深堀 泰成 フカボリ ヤスシゲ ＨＡ０２

1055 綱川 峡司 ツナカワ キョウジ

1056 金成 翔史 カナリ ショウジ

1057 荒井 幸次郎 アライ コウジロウ

1058 小平 弘之 コダイラ ヒロユキ （有）小平技建　風人会

1059 奥澤 茂 オクザワ シゲル 葛生アスリート

1060 並木 健 ナミキ ケン 富士フィルムＢＩＪ

1061 鈴木 淳 スズキ ジュン RUNWEB

1062 横山 秀俊 ヨコヤマ ヒデトシ 二宮ＲＣ

1063 柿沼 純 カキヌマ ジュン

1064 守屋 文明 モリヤ フミアキ

1065 鈴木 茂夫 スズキ シゲオ

1066 川村 肇 カワムラ ハジメ 二宮ＲＣ

1067 根岸 茂康 ネギシ シゲヤス グリーンヒルズ２１

1068 高松 竜一 タカマツ リュウイチ 萬屋

1069 鈴木 誠 スズキ マコト Ｄクラ

1070 斉藤 史明 サイトウ フミアキ

1071 星野 住夫 ホシノ スミオ 鹿沼健康走ろう会

1072 植木 英雄 ウエキ ヒデオ

1073 横須賀 哲也 ヨコスカ テツヤ

1074 早野 哲朗 ハヤノ テツオ 京葉オリエンテーリングクラブ

1075 橋本 智輝 ハシモト トモキ

1076 中田 泰人 ナカタ ヤスト
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1077 大森 勇生 オオモリ ハヤオ カナエ

1078 岡 孝尚 オカ タカヒサ

1079 田中 浩平 タナカ コウヘイ

1080 西山 忠志 ニシヤマ タダシ

1081 蛭田 玲央 ヒルタ レオ

1082 原 耕平 ハラ コウヘイ

1083 飯川 勝也 イイカワ カツヤ

1084 梅津 宏 ウメツ ヒロシ

1085 広畠 正生 ヒロハタ マサオ クラブR2東日本

1086 朝比奈 崇芳 アサヒナ タカヨシ

1087 大嶌 正也 オオシマ マサヤ 柏の葉パークラン

1088 丸山 公章 マルヤマ ヒロアキ

1089 山中 祐人 ヤマナカ マサト

1090 宮崎 伸二 ミヤザキ シンジ

1091 下藤 勘二 シタフジ カンジ

1092 山崎 裕希 ヤマザキ ユウキ

1093 春日 尚義 カスガ ナオヨシ

1094 野口 章一 ノグチ ショウイチ 瓜づランナーズ

1095 杉山 司 スギヤマ ツカサ

1096 鈴木 秀和 スズキ ヒデカズ

1097 深井 友市 フカイ トモイチ 埼玉陸上競技協会

1098 永島 孝 ナガシマ タカシ 栃車区ＲＣ

1099 高橋 貴幸 タカハシ タカユキ

1100 三室 稔夫 ミムロ トシオ

1101 郡司 裕之 クンジ ヒロユキ みやのもりＲＣ

1102 石川 雅司 イシカワ マサシ

1103 深谷 和久 フカヤ カズヒサ

1104 難波 勝 ナンバ マサル

1105 瀧田 正和 タキタ マサカズ

1106 高崎 智範 タカサキ トモノリ

1107 亀山 遼平 カメヤマ リョウヘイ

1108 赤石 峻伍 アカイシ シュンゴ

1109 古木 勝紀 フルキ カツノリ フランクアンドモリス

1110 和田 泰宏 ワダ ヤスヒロ

1111 永山 宏幸 エイヤマ ヒロユキ 島根のパイセン

1112 江口 悠太 エグチ ユウタ

1113 武藤 幸男 ムトウ サチオ 栃の葉ＲＣ

1114 植木 清治 ウエキ セイジ
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1115 秋山 優太 アキヤマ ユウタ

1116 中島 孝規 ナカジマ タカノリ ＫＩＲＹＵＳＫＹ４８１

1117 木山 康隆 キヤマ ヤスタカ ランナーズ栃木

1118 相馬 寿則 ソウマ ヒサノリ

1119 相馬 俊輔 ソウマ シュンスケ

1120 大島 勉 オオシマ ツトム

1121 清水 貴之 シミズ タカユキ

1122 木村 良久 キムラ ヨシヒサ

1123 中根 豊 ナカネ ユタカ 石岡ＴＲＣ

1124 加藤 裕治 カトウ ユウジ ＨＴＫ７０

1125 早川 安行 ハヤカワ ヤスユキ らんらんツクバ

1126 元井 亨 モトイ トオル

1127 加藤 正彦 カトウ マサヒコ さいたま走翔

1128 室井 操 ムロイ ミサオ

1129 大芦 ひとし オオアシ ヒトシ

1130 蛭田 哲 ヒルタ サトシ

1131 藤井 好夫 フジイ ヨシオ

1132 豊田 幸裕 トヨタ ユキヒロ えりざっぷ

1133 鈴木 俊行 スズキ トシユキ 遠藤走友会

1134 石山 和史 イシヤマ カズヒト

1135 植木 孝典 ウエキ タカノリ ＯＲＴ

1136 児玉 啓海 コダマ ヒロウミ 東京

1137 緑川 順市 ミドリカワ ジュンイチ

1138 山本 雄大 ヤマモト ユウダイ

1139 根岸 哲生 ネギシ テツオ

1140 松本 喜一 マツモト キイチ

1141 金巻 憲尚 カネマキ ノリタカ

1142 今泉 昌和 イマイズミ マサカズ

1143 今井 栄 イマイ サカエ おうらフレンズ

1144 亀谷 統一 カメヤ ツネイチ ＱＵＥＳＴ

1145 上澤 均 ウエサワ ヒトシ

1146 漆嶋 義男 ウルシマ ヨシオ

1147 関口 和正 セキグチ カズマサ 和楽走友会

1148 中野 隆廣 ナカノ タカヒロ ＭＦＰ＆ｎｓｉ

1149 弥栄 裕己 ミエ ヒロキ

1150 髙橋 岳志 タカハシ タケシ 遠藤走遊会

1151 富田 舜 トミタ シュン 川崎トライアスロンクラブ

1152 市川 友弘 イチカワ トモヒロ
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1153 前橋 剛 マエバシ ツヨシ

1154 山本 哲久 ヤマモト テツヒサ

1155 多田 正直 タダ マサナオ

1156 菊池 陽一郎 キクチ ヨウイチロウ

1157 井上 潤 イノウエ ジュン 上州落語研究会

1158 岩城 克典 イワキ カツノリ 岩城畳店

1159 吉田 竜介 ヨシダ リュウスケ

1160 伊藤 誠 イトウ マコト ヘルメッツＲＣ

1161 橋本 文章 ハシモト フミアキ

1162 浅野 雅司 アサノ マサシ

1163 藤井 健司 フジイ ケンジ ヘルメッツ

1164 森 裕之 モリ ヒロユキ フランクアンドモリス

1165 中村 宏 ナカムラ ヒロシ

1166 福嶋 栄 フクシマ サカエ

1167 池澤 康 イケザワ ヤスシ

1168 斉藤 克仁 サイトウ カツヒト

1169 鈴木 哲也 スズキ テツヤ 大塚製薬

1170 森田 孝道 モリタ タカミチ

1171 瀬々 寛視 セセ ヒロミ

1172 柿坂 将之 カキサカ ショウノ テイ・エス　テック

1173 赤木 康人 アカギ ヤスト

1174 玉木 寛之 タマキ ヒロユキ

1175 中山 正啓 ナカヤマ マサヒロ 遠藤走遊会

1176 中島 俊光 ナカジマ トシミツ 木泉

1177 中條 幹夫 ナカジョウ ミキオ

1178 柏崎 治正 カシワザキ ハルマサ

1179 小林 俊介 コバヤシ シュンスケ

1180 土方 益広 ヒジカタ マスヒロ

1181 藤田 洋栄 フジタ ヒロエイ 今市スキー協会

1182 高田 一成 タカダ カズナリ おっさんずラン

1183 池田 昌英 イケダ マサヒデ 弾丸トレラン部

1184 星 樹 ホシ タツキ ＢＳＪ

1185 井島 貴哉 イジマ タカヤ

1186 田中 洋輔 タナカ ヨウスケ

1187 上村 竜 カミムラ リュウ

1188 加藤 真一 カトウ シンイチ 弾丸トレラン部

1189 小柴 黎斗 コシバ レイト

1190 渡辺 高広 ワタナベ タカヒロ
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1191 木間塚 渡 キマツカ ワタル

1192 青木 修平 アオキ シュウヘイ

1193 一柳 達也 イチヤナギ タツヤ

1194 蓬田 雅人 ヨモギダ マサト

1195 木村 貴弘 キムラ タカヒロ

1196 大塚 学 オオツカ マナブ

1197 川内 國雄 カワウチ クニオ

1198 吉田 春雄 ヨシダ ハルオ 快走一人旅

1199 渡辺 圭一 ワタナベ ケイイチ

1200 荒川 達 アラカワ トオル

1201 青田 貞利 アオタ サダトシ 笹川なずな工房

1202 津野田 卓 ツノダ タカシ

1203 平野 久彦 ヒラノ ヒサヒコ アドバンスプラン

1204 柳原 慎太郎 ヤナギハラ シンタロウ

1205 細谷 強 ホソヤ ツヨシ 神長園芸

1206 広沢 隆志 ヒロサワ タカシ

1207 新江 恵市 アラエ ケイイチ 栃木百名山制覇者

1208 横山 義三 ヨコヤマ ヨシゾウ 日本一周アルグ

1209 福田 卓也 フクダ タクヤ

1210 若宮 篤志 ワカミヤ アツシ

1211 矢野 正雄 ヤノ マサオ

1212 植田 幸作 ウエダ コウサク

1213 岩壁 哲也 イワカベ テツヤ 一礼畳工業

1214 橿渕 光広 カシブチ ミツヒロ

1215 武内 健太 タケウチ ケンタ

1216 柴田 陽一郎 シバタ ヨウイチロウ

1217 戸田 浩二 トダ コウジ

1218 石沢 瑶 イシザワ ヨウ

1219 橋爪 郁哉 ハシヅメ フミヤ
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