
上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　ロング37km：高校生以上
START： 09:30

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 渡邊　千春 男子50代東京都ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ チーム桃太郎

2 柴崎　篤信 男子40代東京都ｼﾊﾞｻｷ ｱﾂﾉﾌﾞ finetrack

3 浦野　裕之 男子40代長野県ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ salomon/インサイドアウトスキークラブ

4 春木　正 男子60歳以上東京都ﾊﾙｷ ﾀﾀﾞｼ

5 斉木　彰 男子60歳以上東京都ｻｲｷ ｱｷﾗ 渓嶺会

6 小峰　芳明 男子60歳以上神奈川県ｺﾐﾈ ﾖｼｱｷ

7 笠原　幸夫 男子60歳以上新潟県ｶｻﾊﾗ ﾕｷｵ

8 佐野　浩二 男子60歳以上神奈川県ｻﾉ ｺｳｼﾞ

9 布施　正人 男子60歳以上新潟県ﾌｾ ﾏｻﾄ 登嶺留嵐でぶー

10 藤塚　潔 男子60歳以上長野県ﾌｼﾞﾂｶ ｷﾖｼ チームまことちゃん

11 松田　幸政 男子60歳以上愛知県ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾏｻ 虎の穴　東海

12 小林　浩 男子50代埼玉県ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ エスエスケイ

13 村山　正夫 男子50代神奈川県ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｵ

14 小林　秀妃 男子50代東京都ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ TBRC

15 加藤　勇雄 男子50代新潟県ｶﾄｳ ｲｻｵ

16 桑原　正彦 男子50代東京都ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ

17 小椋　美登志 男子50代東京都ｵｸﾞﾗ ﾐﾄｼ

18 高橋　豊 男子50代神奈川県ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ

19 小玉　英生 男子50代千葉県ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ

20 石黒　敏男 男子50代富山県ｲｼｸﾛ ﾄｼｵ

21 布上　滋大 男子50代神奈川県ﾇﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾋﾛ

22 岡沢　幸司 男子50代長野県ｵｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ

23 浅見　直哉 男子50代神奈川県ｱｻﾐ ﾅｵﾔ

24 内藤　正彦 男子50代神奈川県ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 長野高校OB移動班

25 藤井　義仁 男子50代富山県ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾄ

26 齊藤　祐一 男子50代富山県ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

27 金子　仁久 男子50代東京都ｶﾈｺ ﾏｻﾋｻ

28 後藤田　剛史 男子50代東京都ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾀｶｼ ちゃんぷ。練

29 中村　謙介 男子50代東京都ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ ＮＢＮＢＰＪ

30 水野　勝弘 男子50代長野県ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ

31 竹下　仁 男子50代千葉県ﾀｹｼﾀ ﾋﾄｼ

32 高橋　辰哉 男子50代長野県ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ ＩＲＣ

33 光成　聖 男子50代長野県ﾐﾂﾅﾘ ｷﾖｼ

34 伊藤　稔 男子50代千葉県ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ

35 富山　愛隆 男子50代長野県ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

36 堀越　由忠 男子50代埼玉県ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 彩湖ラファール

37 齊藤　忠明 男子50代宮城県ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ

38 星　貴城 男子50代千葉県ﾎｼ ﾀｶｼﾛ 會津

39 中村　貴之 男子50代新潟県ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ

40 浅野　方邦 男子50代埼玉県ｱｻﾉ ﾏｻｸﾆ
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41 小野原　学 男子50代東京都ｵﾉﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ チームケンズ

42 宇山　陽太 男子50代新潟県ｳﾔﾏ ﾖｳﾀ

43 木村　博明 男子50代東京都ｷﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

44 小野　貴志 男子50代神奈川県ｵﾉ ﾀｶｼ 樂走組

45 市倉　豊 男子50代東京都ｲﾁｸﾗ ﾕﾀｶ

46 藤原　隆雄 男子50代神奈川県ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｵ

47 戸矢崎　茂 男子50代東京都ﾄﾔｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ

48 富永　尚秀 男子50代新潟県ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ

49 吉原　健一 男子50代新潟県ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

50 丸山　優 男子50代新潟県ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾙ うすらラン部

51 相葉　行男 男子50代埼玉県ｱｲﾊﾞ ﾕｷｵ

52 高橋　尚樹 男子50代東京都ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ

53 川澄　隆章 男子50代新潟県ｶﾜｽﾐ ﾀｶｱｷ JJJ

54 牛木　英一郎 男子50代新潟県ｳｼｷ ｴｲｲﾁﾛｳ JJJ

55 森田　俊明 男子40代神奈川県ﾓﾘﾀ ﾄｼｱｷ ソニーランニングクラブ

56 石黒　淳仁 男子40代新潟県ｲｼｸﾞﾛ ｱﾂﾋﾄ

57 鬼頭　知宏 男子40代新潟県ｷﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ

58 高橋　力 男子40代富山県ﾀｶﾊｼ ﾘｷ

59 岡村　敬之 男子40代新潟県ｵｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ AJ群馬

60 小高　浩靖 男子40代千葉県ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾔｽ ちゃんぷ練

61 二見　晃司 男子40代神奈川県ﾌﾀﾐ ｺｳｼﾞ

62 小松　礼典 男子40代神奈川県ｺﾏﾂ ﾕｷﾉﾘ

63 平澤　達彦 男子40代新潟県ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾋｺ

64 黒瀬　孝和 男子40代埼玉県ｸﾛｾ ﾀｶｶｽﾞ 7trails

65 細貝　一也 男子40代新潟県ﾎｿｶｲ ｶｽﾞﾔ

66 佐藤　雅弘 男子40代新潟県ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

67 武藤　光司 男子40代長野県ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ

68 野中　仁 男子40代大阪府ﾉﾅｶ ｼﾞﾝ UMRC

69 川畑　隆 男子40代東京都ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｶｼ ちゃんぷ練

70 高橋　泰史 男子40代茨城県ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ

71 小島　和之 男子40代神奈川県ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ

72 福家　朋 男子40代東京都ﾌｹ ﾄﾓ

73 山田　隆一 男子40代東京都ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

74 辻本　和道 男子40代千葉県ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ

75 高橋　裕之 男子40代東京都ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ

76 中西　健一郎 男子40代千葉県ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ

77 三輪　芳和 男子40代新潟県ﾐﾜ ﾖｼｶｽﾞ 上越市地域おこし協力隊

78 伊藤　安彦 男子40代埼玉県ｲﾄｳ ﾔｽﾋｺ

79 大川　亮 男子40代長野県ｵｵｶﾜ ﾘｮｳ

80 高須　紀樹 男子40代神奈川県ﾀｶｽ ﾄｼｷ
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81 相羽　大輔 男子40代石川県ｱｲﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宴会隊

82 高谷　仁 男子40代埼玉県ﾀｶﾔ ﾋﾄｼ

83 菱山　毅 男子40代群馬県ﾋｼﾔﾏ ﾂﾖｼ にゃんもく村

84 池田　泰之 男子40代新潟県ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾕｷ

85 木村　哲也 男子40代富山県ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ

86 児嶋　大明 男子40代東京都ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

87 室川　真一 男子40代新潟県ﾑﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ

88 田中　博幸 男子40代新潟県ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ

89 柴田　綾 男子40代東京都ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ

90 小林　直樹 男子40代神奈川県ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

91 樋口　太郎 男子40代新潟県ﾋｸﾞﾁ ﾀﾛｳ ゴム君

92 田中　雄輔 男子40代新潟県ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

93 永井　政行 男子40代埼玉県ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ

94 西村　真悟 男子40代長野県ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ magic tune

95 松居　友平 男子40代東京都ﾏﾂｲ ﾕｳﾍｲ

96 平井　岳史 男子40代神奈川県ﾋﾗｲ ﾀｹｼ

97 松井　重之 男子40代新潟県ﾏﾂｲ ｼｹﾞﾕｷ ゴム君

98 堀口　鉄太郎 男子40代東京都ﾎﾘｸﾞﾁ ﾃﾂﾀﾛｳ

99 岡田　耕作 男子40代新潟県ｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ ノスコーソ

100 中村　秀一 男子40代新潟県ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ

101 谷本　憲太郎 男子40代愛知県ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

102 沼野　寛 男子40代東京都ﾇﾏﾉ ｶﾝ 無所属

103 大野　弘貴 男子40代東京都ｵｵﾉ ﾋﾛｷ

104 高野　達 男子40代神奈川県ﾀｶﾉ ﾀﾂｼ ＨＢＡＲＣ

105 三枝　真樹 男子40代石川県ｻｲｸﾞｻ ﾏｻｷ

106 池亀　剛史 男子40代新潟県ｲｹｶﾞﾒ ﾂﾖｼ

107 冨樫　潤 男子40代埼玉県ﾄｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ

108 松田　博幸 男子40代新潟県ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

109 佐藤　洋 男子40代新潟県ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

110 辻　亮祐 男子40代神奈川県ﾂｼﾞ ﾘｮｳｽｹ

111 遠藤　和幸 男子40代新潟県ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ

112 首藤　恭兵 男子40代愛知県ｼｭﾄﾞｳ ｷｮｳﾍｲ

113 江口　貴宏 男子40代新潟県ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

114 及川　健善 男子40代東京都ｵﾖｶﾜ ﾀｹﾖｼ

115 大崎　将也 男子40代新潟県ｵｵｻｷ ﾏｻﾔ

116 黒田　幸弘 男子40代千葉県ｸﾛﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

117 荒川　純 男子39歳以下埼玉県ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ ちゃんぷ練

118 山口　直紀 男子39歳以下新潟県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ ＳＢＳ中越ＲＣ

119 下木　翼 男子39歳以下石川県ｼﾓｷ ﾂﾊﾞｻ

120 別府　総平 男子39歳以下長野県ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ
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121 渡邉　啓 男子39歳以下東京都ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗｸ

122 高橋　保敬 男子39歳以下静岡県ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾀｶ

123 黒岩　高志 男子39歳以下長野県ｸﾛｲﾜ ﾀｶｼ

124 市川　史郎 男子39歳以下長野県ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ

125 樫尾　直樹 男子39歳以下埼玉県ｶｼｵ ﾅｵｷ

126 松浦　篤 男子39歳以下東京都ﾏﾂｳﾗ ｱﾂｼ

127 児玉　健 男子39歳以下東京都ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ SIGN TRAIL

128 和田　俊則 男子39歳以下千葉県ﾜﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ

129 吉村　健佑 男子39歳以下栃木県ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｽｹ Team 100 mile

130 前嶋　達也 男子39歳以下神奈川県ﾏｴｼﾏ ﾀﾂﾔ

131 直海　翔太 男子39歳以下埼玉県ﾅｵｳﾐ ｼｮｳﾀ

132 高木　健太郎 男子39歳以下東京都ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

133 牧野　竜一 男子39歳以下東京都ﾏｷﾉ ﾘｭｳｲﾁ

134 日高　光 男子39歳以下長野県ﾋﾀﾞｶ ﾋｶﾙ

135 伊達　貴幸 男子39歳以下東京都ﾀﾞﾃ ﾀｶﾕｷ

136 藤田　直毅 男子39歳以下茨城県ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｷ ちゃんぷ練TRC

137 齊藤　祥吾 男子39歳以下新潟県ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

138 王　楓 男子39歳以下長野県ｵｳ ﾌｳ

139 南出　真魚 男子39歳以下東京都ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾏｵ

140 菊地　亮 男子39歳以下埼玉県ｷｸﾁ ｱｷﾗ なし

141 伊藤　恒平 男子39歳以下長野県ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ

142 寺内　康人 男子39歳以下東京都ﾃﾗｳﾁ ﾔｽﾋﾄ レアル東京

143 番場　俊行 男子39歳以下新潟県ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾄｼﾕｷ

144 明日　和也 男子39歳以下埼玉県ｱｹﾋﾞ ｶｽﾞﾔ

145 林　真名歩 男子39歳以下新潟県ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ

146 森　亮太 男子39歳以下長野県ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

147 山崎　祐弥 男子39歳以下新潟県ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 目標順位は参加者の上位10%

148 尾嶋　一也 男子39歳以下新潟県ｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ

149 廣川　拓巳 男子39歳以下新潟県ﾋﾛｶﾜ ﾀｸﾐ モランボン

150 Burtz　Louis 男子39歳以下新潟県ﾌﾞﾙﾂ ﾙｲ Tokyo Trail Running

151 菊地　勝昭 男子39歳以下東京都ｷｸﾁ ｶﾂｱｷ sign trail

152 竹田　啓太 男子39歳以下新潟県ﾀｹﾀﾞ ｹｲﾀ

153 脇屋　海渡 男子39歳以下神奈川県ﾜｷﾔ ｶｲﾄ ＨＢＡＲＣ

154 若松　洋平 男子39歳以下新潟県ﾜｶﾏﾂ ﾖｳﾍｲ

155 村田　諒 男子39歳以下長野県ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ANSWER4

156 竹内　隼 男子39歳以下長野県ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝ

157 井田　達郎 男子39歳以下新潟県ｲﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

158 川口　真 男子39歳以下東京都ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ RBRG

159 遠山　宏樹 男子39歳以下長野県ﾄｵﾔﾏ ﾋﾛｷ オブセヤングチーム

160 藤本　光志 男子39歳以下神奈川県ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ
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161 今井　俊介 男子39歳以下福島県ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ

162 佐藤　航大 男子39歳以下長野県ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

163 山崎　大輔 男子39歳以下静岡県ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

164 花田　海 男子39歳以下新潟県ﾊﾅﾀﾞ ｶｲ

165 清宮　輝一 男子39歳以下千葉県ｾｲﾐﾔ ｺｳｲﾁ



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　ロング37km：高校生以上
START： 09:30

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

201 酒井　悦子 女子60歳以上長野県ｻｶｲ ｴﾂｺ チームのこのこ

202 東條　薫 女子60歳以上神奈川県ﾄｳｼﾞｮｳ ｶｵﾙ

203 小峰　典子 女子60歳以上神奈川県ｺﾐﾈ ﾉﾘｺ

204 篠原　幸代 女子60歳以上東京都ｼﾉﾊﾗ ﾕｷﾖ

205 伊藤　礼子 女子50代新潟県ｲﾄｳ ﾚｲｺ 豊栄走友会

206 小椋　理恵 女子50代東京都ｵｸﾞﾗ ﾏｻｴ

207 実藤　裕子 女子50代神奈川県ｻﾈﾌｼﾞ ﾕｳｺ

208 小沼　めぐみ 女子50代東京都ｵﾇﾏ ﾒｸﾞﾐ

209 小林　妙子 女子50代神奈川県ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｴｺ

210 後藤田　知子 女子50代東京都ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾄﾓｺ ちゃんぷ。練

211 森　美佐子 女子50代東京都ﾓﾘ ﾐｻｺ NBNBPJ

212 谷岡　治美 女子50代東京都ﾀﾆｵｶ ﾊﾙﾐ

213 吉井　陽子 女子50代東京都ﾖｼｲ ﾖｳｺ

214 小川　菜津子 女子50代長野県ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 長野マラソンクラブ

215 春日　恵理子 女子50代東京都ｶｽｶﾞ ｴﾘｺ

216 戸矢崎　孝子 女子50代東京都ﾄﾔｻﾞｷ ﾀｶｺ 野草の会

217 今野　理恵 女子50代宮城県ｺﾝﾉ ﾘｴ

218 石川　絵まり 女子50代神奈川県ｲｼｶﾜ ｴﾏﾘ

219 北岡　知子 女子50代東京都ｷﾀｵｶ ﾄﾓｺ OLENO

220 木川　真理子 女子50代東京都ｷｶﾞﾜ ﾏﾘｺ

221 西木　佐代子 女子40代神奈川県ﾆｼｷ ｻﾖｺ

222 牟田口　玲奈 女子40代神奈川県ﾑﾀｸﾞﾁ ﾚﾅ

223 平林　愛 女子40代神奈川県ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲ

224 浅井　美奈子 女子40代東京都ｱｻｲ ﾐﾅｺ LDA-RC

225 中田　淳子 女子40代東京都ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ

226 野中　有美 女子40代大阪府ﾉﾅｶ ｱﾐ UMRC

227 立澤　理恵 女子40代長野県ﾀﾂｻﾞﾜ ﾘｴ NBNBPJ

228 橋本　美佳 女子40代福岡県ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ

229 池田　奈津美 女子40代新潟県ｲｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ

230 浅野　菜穂子 女子40代東京都ｱｻﾉ ﾅｵｺ

231 原川　ひろこ 女子40代東京都ﾊﾗｶﾜ ﾋﾛｺ

232 今井　久美子 女子40代長野県ｲﾏｲ ｸﾐｺ

233 田中　聖子 女子40代新潟県ﾀﾅｶ ｼｮｳｺ

234 鈴木　尚子 女子40代神奈川県ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ

235 佐藤　直美 女子40代静岡県ｻﾄｳ ﾅｵﾐ

236 秦　光史 女子40代長野県ﾊﾀ ﾋﾛﾐ magic tune

237 志賀　郁子 女子40代東京都ｼｶﾞ ｲｸｺ

238 森尻　亮子 女子40代新潟県ﾓﾘｼﾞﾘ ﾘｮｳｺ

239 永木　明日美 女子40代東京都ﾅｶﾞｷ ｱｽﾐ

240 伊達　京子 女子40代東京都ﾀﾞﾃ ｷｮｳｺ



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　ロング37km：高校生以上
START： 09:30

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

241 内山　昌美 女子40代神奈川県ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾐ

242 江野本　樹里 女子40代富山県ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾘ

243 橋本　育恵 女子40代東京都ﾊｼﾓﾄ ｲｸｴ

244 片岡　千尋 女子40代石川県ｶﾀｵｶ ﾁﾋﾛ

245 藤川　愛 女子39歳以下東京都ﾌｼﾞｶﾜ ｱｲ 愛の山

246 鎌倉　明子 女子39歳以下東京都ｶﾏｸﾗ ｱｷｺ

247 松岡　光代 女子39歳以下長野県ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾖ

248 牧田　有沙 女子39歳以下愛知県ﾏｷﾀ ｱﾘｻ

249 篠宮　茜 女子39歳以下埼玉県ｼﾉﾐﾔ ｱｶﾈ

250 新坂　志保里 女子39歳以下新潟県ｼﾝｻｶ ｼﾎﾘ Tokyo Trail Running

251 伊藤　尚 女子39歳以下東京都ｲﾄｳ ﾅｵ BRC

252 市川　理紗 女子39歳以下埼玉県ｲﾁｶﾜ ﾘｻ

253 藤井　詩子 女子39歳以下長野県ﾌｼﾞｲ ｳﾀｺ

254 西代　萌衣 女子39歳以下長野県ﾆｼｼﾛ ﾒｲ 長野県立大学

255 柳井　芙幸 女子39歳以下新潟県ﾔﾅｲ ﾌﾕｷ

256 大石　遥 女子39歳以下新潟県ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ 静岡OLクラブ



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　ショート14km：中学生以上
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No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

301 林　清唯 男子60歳以上富山県ﾊﾔｼ ｷﾖﾀﾀﾞ

302 田中　延男 男子60歳以上長野県ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｵ

303 藤井　健司 男子60歳以上山梨県ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 横河電機

304 原田　純太郎 男子60歳以上神奈川県ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 森村アスリート

305 横田　幸英 男子60歳以上神奈川県ﾖｺﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 森村アスリートクラブ

306 春日　尚義 男子50代東京都ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ

307 高橋　哲 男子50代新潟県ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

308 板屋　雅巳 男子50代新潟県ｲﾀﾔ ﾏｻﾐ 寺泊陸上クラブ

309 棚橋　勉 男子50代新潟県ﾀﾅﾊｼ ﾂﾄﾑ O-MEI-SYU.TT

310 神田　栄樹 男子50代長野県ｶﾝﾀﾞ ｻｶｷ

311 野崎　高光 男子50代長野県ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾐﾂ ＪＥＣ

312 長谷川　義和 男子50代新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ

313 橋本　唯一 男子50代新潟県ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

314 鶴巻　忠昭 男子50代新潟県ﾂﾙﾏｷ ﾀﾀﾞｱｷ

315 岩澤　勝 男子50代新潟県ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾙ

316 宮島　雄樹 男子50代新潟県ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 株式会社NTC

317 出井　仁 男子50代埼玉県ｲﾃﾞｲ ﾋﾄｼ ＨＡＣ

318 永島　喜則 男子50代長野県ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ Team KGS

319 松嶋　正充 男子50代新潟県ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾐﾂ

320 前田　友行 男子50代神奈川県ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

321 櫻井　幸宏 男子50代新潟県ｻｸﾗｲ ﾕｷﾋﾛ

322 井上　哲 男子50代新潟県ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ

323 西村　健一 男子50代東京都ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

324 井上　真吾 男子50代群馬県ｲﾉｳｴ ｼﾝｺﾞ チームS＆S

325 濱中　猛 男子50代東京都ﾊﾏﾅｶ ﾀｹｼ Trippers

326 秋野　利文 男子40代新潟県ｱｷﾉ ﾄｼﾌﾐ 長田練新潟

327 片桐　公彦 男子40代新潟県ｶﾀｷﾞﾘ ｷﾐﾋｺ

328 古谷　英人 男子40代長野県ﾌﾙﾔ ﾋﾃﾞﾄ ＦＵＪＩのーき

329 沓澤　修平 男子40代東京都ｸﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ

330 小谷　幸一 男子40代東京都ｺﾀﾆ ｺｳｲﾁ HBA RC

331 森尻　洋介 男子40代新潟県ﾓﾘｼﾞﾘ ﾖｳｽｹ

332 鶴見　英斉 男子40代埼玉県ﾂﾙﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ サムズアップ

333 竹葉　良太郎 男子40代東京都ﾀｹﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

334 飯島　雄二 男子40代神奈川県ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ

335 臼田　健太郎 男子40代神奈川県ｳｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

336 土屋　俊夫 男子40代東京都ﾋｼﾞﾔ ﾄｼｵ

337 庄子　太一 男子40代千葉県ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾁ

338 山口　直樹 男子40代新潟県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ （株）シンヨー

339 近藤　茂之 男子40代神奈川県ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾕｷ

340 岡田　泰治 男子40代新潟県ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ ホシザキ



上越妙高エクスプレストレイル
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No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

341 松居　友平 男子40代東京都ﾏﾂｲ ﾕｳﾍｲ

342 岡田　勝己 男子40代新潟県ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾐ

343 丸山　洋一 男子40代新潟県ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳｲﾁ

344 山川　慎一 男子40代新潟県ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁ

345 小林　俊介 男子40代新潟県ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ MTRC

346 内川　博喜 男子40代長野県ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ りきちゃんず

347 中島　祐樹 男子40代新潟県ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

348 川畑　浩大 男子40代東京都ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ FunTrails

349 荒井　圭二 男子40代新潟県ｱﾗｲ ｹｲｼﾞ

350 斉藤　泰 男子40代神奈川県ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ

351 久保　尊広 男子40代長野県ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ

352 半田　英之 男子40代長野県ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 八十二銀行

353 山路　雄太 男子39歳以下東京都ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ

354 伊藤　寛人 男子39歳以下埼玉県ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 恵美容室

355 菅野　文宣 男子39歳以下新潟県ｶﾝﾉ ﾌﾐﾖｼ

356 三ヶ月　亘彦 男子39歳以下新潟県ﾐｶﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ

357 武井　英志 男子39歳以下長野県ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 信州トレイルマウンテン

358 白浜　友博 男子39歳以下新潟県ｼﾗﾊﾏ ﾄﾓﾋﾛ

359 佐藤　晋也 男子39歳以下石川県ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

360 中山　雄一 男子39歳以下東京都ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

361 首藤　亘 男子39歳以下埼玉県ｼｭﾄｳ ﾜﾀﾙ

362 梶山　修司 男子39歳以下新潟県ｶｼﾞﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ jjj

363 江川　碧樹 男子39歳以下埼玉県ｴｶﾞﾜ ｱｵｷ

364 松本　秀明 男子39歳以下長野県ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 信州トレマン

365 打矢　友宏 男子39歳以下新潟県ｳﾁﾔ ﾄﾓﾋﾛ

366 小堺　里志 男子39歳以下新潟県ｺｻﾞｶｲ ｻﾄｼ

367 森谷　夏樹 男子39歳以下埼玉県ﾓﾘﾔ ﾅﾂｷ 森村アスリート部

368 稲葉　通隆 男子39歳以下神奈川県ｲﾅﾊﾞ ﾐﾁﾀｶ

369 清水　辰則 男子39歳以下新潟県ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾉﾘ

370 杉浦　寿之 男子39歳以下東京都ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻﾕｷ

371 金井　光一 男子39歳以下東京都ｶﾅｲ ｺｳｲﾁ

372 神田　真司 男子39歳以下富山県ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

373 渡辺　司 男子39歳以下長野県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ

374 深澤　晃太 男子39歳以下東京都ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ

375 伊崎　克利 男子39歳以下新潟県ｲｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

376 武田　雄貴 男子39歳以下新潟県ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ JSK

377 高畠　淳 男子39歳以下東京都ﾀｶﾊﾀ ｼﾞｭﾝ

378 小西　純平 男子39歳以下東京都ｺﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

379 畔上　涼介 男子39歳以下新潟県ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ

380 朝来　皓二郎 男子39歳以下神奈川県ｱｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ
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381 藤木　悠平 男子39歳以下長野県ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中野市陸協

382 藤野　魁斗 男子39歳以下東京都ﾌｼﾞﾉ ｶｲﾄ

383 渋谷　俊貴 男子39歳以下新潟県ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｷ

384 藤本　巧佑 男子39歳以下新潟県ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ チームしらもん

385 中村　敦也 男子39歳以下新潟県ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾔ

386 星　允貴 男子39歳以下新潟県ﾎｼ ﾏｻｷ

387 水澤　優介 男子39歳以下東京都ﾐｽﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ

388 河野　洋輔 男子39歳以下群馬県ｺｳﾉ ﾖｳｽｹ 沖電気工業

389 小野原　駿 男子39歳以下東京都ｵﾉﾊﾗ ｼｭﾝ

390 鈴木　拓磨 男子39歳以下長野県ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ

391 竹葉　隆之介 男子39歳以下東京都ﾀｹﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

392 霜鳥　晃士郎 男子39歳以下新潟県ｼﾓﾄﾘ ｺｳｼﾛｳ
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401 後閑　文子 女子60歳以上東京都ｺﾞｶﾝ ﾌﾐｺ

402 石井　雅子 女子50代神奈川県ｲｼｲ ﾏｻｺ

403 久保田　美穂子 女子50代東京都ｸﾎﾞﾀ ﾐﾎｺ

404 渡邉　サチコ 女子50代神奈川県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ BEACH葉山

405 植木　朗子 女子50代神奈川県ｳｴｷ ｱｷｺ

406 三井　洋子 女子50代東京都ﾐﾂｲ ﾖｳｺ

407 黒沼　有紀 女子50代東京都ｸﾛﾇﾏ ﾕｷ

408 西村　和美 女子50代埼玉県ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾐ カナガワRC

409 岩澤　利子 女子50代新潟県ｲﾜｻﾜ ﾄｼｺ

410 青木　智江子 女子50代新潟県ｱｵｷ ﾁｴｺ

411 小林　あけみ 女子40代長野県ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ

412 片島　美香 女子40代東京都ｶﾀｼﾏ ﾐｶ

413 川下　奈美 女子40代東京都ｶﾜｼﾓ ﾅﾐ さんぱんランニングくらぶ

414 中西　友子 女子40代千葉県ﾅｶﾆｼ ﾄﾓｺ

415 松橋　麻里 女子40代新潟県ﾏﾂﾊｼ ﾏﾘ

416 石川　亜矢子 女子40代神奈川県ｲｼｶﾜ ｱﾔｺ

417 坂本　華 女子40代東京都ｻｶﾓﾄ ﾊﾅ

418 高牟礼　光代 女子40代東京都ﾀｶﾑﾚ ﾐﾂﾖ

419 大澤　美代子 女子40代神奈川県ｵｵｻﾜ ﾐﾖｺ

420 飯塚　日登美 女子40代神奈川県ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾄﾐ

421 橋本　里美 女子40代長野県ﾊｼﾓﾄ ｻﾄﾐ

422 碓井　綾 女子40代富山県ｳｽｲ ｱﾔ

423 飯塚　昌子 女子40代東京都ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｺ

424 浦嶋　弘実 女子40代富山県ｳﾗｼﾏ ﾋﾛﾐ

425 猪又　由香 女子40代新潟県ｲﾉﾏﾀ ﾕｶ

426 伊藤　藍子 女子40代静岡県ｲﾄｳ ｱｲｺ

427 池田　祐子 女子40代長野県ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ

428 山保　美香 女子40代新潟県ﾔﾏﾎ ﾐｶ

429 南　里佳 女子40代鹿児島県ﾐﾅﾐ ﾘｶ

430 櫻澤　枝里香 女子39歳以下東京都ｻｸﾗｻﾞﾜ ｴﾘｶ

431 宮地　あゆみ 女子39歳以下新潟県ﾐﾔﾁ ｱﾕﾐ

432 上野　良子 女子39歳以下東京都ｳｴﾉ ﾘｮｳｺ

433 南出　好恵 女子39歳以下東京都ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾖｼｴ

434 平野　薫 女子39歳以下神奈川県ﾋﾗﾉ ｶｵﾙ

435 藤田　枝里子 女子39歳以下茨城県ﾌｼﾞﾀ ｴﾘｺ

436 杉浦　茜 女子39歳以下東京都ｽｷﾞｳﾗ ｱｶﾈ

437 朝来　茉依香 女子39歳以下神奈川県ｱｻｷ ﾏｲｶ

438 平間　尚夏 女子39歳以下東京都ﾋﾗﾏ ｼｮｳｶ

439 菊地　里菜 女子39歳以下東京都ｷｸﾁ ﾘﾅ

440 新井　陽菜 女子39歳以下群馬県ｱﾗｲ ﾋﾅ



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　ショート14km：中学生以上
START： 11:00

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

441 清水　朋美 女子39歳以下新潟県ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ

442 山田　桃子 女子39歳以下長野県ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 木島平中学校

443 齊木　愛音 女子39歳以下新潟県ｻｲｷ ﾏｵ 妙高中学校



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　小学生 1〜2年
START： 09:40

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1001 山川　大喜 1・2年生男子新潟県ﾔﾏｶﾜ ﾀｲｷ 妙高高原南小学校

1002 田坂　陽登 1・2年生男子長野県ﾀｻｶ ﾊﾙﾄ

1003 松田　悠也 1・2年生男子新潟県ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾔ

1004 山本　夏向 1・2年生男子長野県ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ 山ノ内西

1005 浦野　健登 1・2年生男子長野県ｳﾗﾉ ｹﾝﾄ 木島小学校

1006 村松　新太 1・2年生男子新潟県ﾑﾗﾏﾂ ｱﾗﾀ 直江津南小学校

1007 菊地　玲美 1・2年生女子埼玉県ｷｸﾁ ﾚﾐ

1008 田中　紗和 1・2年生女子新潟県ﾀﾅｶ ｻﾜ 新井小学校

1009 小田切　舞莉夏 1・2年生女子長野県ｵﾀｷﾞﾘ ﾏﾘｶ 戸狩小学校

1010 坂田　莉彩 1・2年生女子長野県ｻｶﾀ ﾘｻ 山ノ内南小学校



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　小学生 3〜4年
START： 09:40

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1011 牧田　孝介 3・4年生男子愛知県ﾏｷﾀ ｺｳｽｹ 森村アスリート

1012 横尾　歩翔 3・4年生男子新潟県ﾖｺｵ ｱﾙﾄ 新井小学校

1013 田中　丈太郎 3・4年生男子新潟県ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 新井小学校

1014 松田　彬丈 3・4年生男子新潟県ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

1015 萩原　和真 3・4年生男子長野県ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ ブラドラキッズ

1016 伊賀　優斗 3・4年生男子長野県ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 木島小学校

1017 白浜　友惺 3・4年生男子新潟県ｼﾗﾊﾏ ﾕｳｾｲ

1018 山岸　羚 3・4年生男子新潟県ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ

1019 松澤　大和 3・4年生男子長野県ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小谷小学校

1020 萩原　理央 3・4年生女子長野県ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ ブラドラキッズ

1021 岡田　美璃 3・4年生女子新潟県ｵｶﾀﾞ ﾐﾘ 妙高高原南小学校

1022 小田切　柑奈 3・4年生女子長野県ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾅ 戸狩小学校

1023 五十嵐　あかり 3・4年生女子新潟県ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾘ 下早川小学校

1024 小境　栞和 3・4年生女子長野県ｺｻﾞｶｲ ｶﾝﾅ 戸狩小学校

1025 坂田　美来 3・4年生女子長野県ｻｶﾀ ﾐｸ 山ノ内南小学校



上越妙高エクスプレストレイル

2022年10月29日開催

スタートリスト　小学生 5〜6年
START： 09:40

No. 氏　名 カテゴリ県名ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1026 山岸　翔 5・6年生男子新潟県ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳ

1027 村松　莉央 5・6年生女子新潟県ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 直江津南小学校

1028 石田　心優 5・6年生女子新潟県ｲｼﾀﾞ ﾐﾕ 新井ジュニア

1029 五十嵐　桃花 5・6年生女子新潟県ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓｶ 下早川小学校

1030 岡田　結 5・6年生女子新潟県ｵｶﾀﾞ ﾕｲ

1031 金井　凰世 5・6年生女子長野県ｶﾅｲ ｵｳｾ 山ノ内西小


