
高社山一周35K　AM 8:30 START
No 氏名 フリガナ 性別 所属

501 吉田　将也 ヨシダ マサヤ M

502 竹内　隼 タケウチ ジュン M

503 高瀬　陽平 タカセ ヨウヘイ M

504 上村　崇 ウエムラ タカシ M

505 青木　貴寛 アオキ タカヒロ M

506 矢寺　建示 ヤテラ ケンジ M

507 高荷　直樹 タカニ ナオキ M

508 大竹　雄志 オオタケ ユウシ M

509 酒井　亮輔 サカイ リョウスケ M お仕置き倶楽部

510 中村　渓介 ナカムラ ケイスケ M

511 塚本　伸吾 ツカモト シンゴ M

512 高嶋　聖大 タカシマ マサヒロ M 山本鋭示を癒す会

513 村山　毅 ムラヤマ タケシ M

514 平沢　晋太郎 ヒラサワ シンタロウ M

515 Koike　Yuuichirou コイケ ユウイチロウ M

516 大塚　直斗 オオツカ ナオト M

517 杉本　諭 スギモト サトシ M ノスコーソ

518 岩佐　彰 イワサ アキラ M

519 古野　慎吾 フルノ シンゴ M

520 武末　伸也 タケスエ シンヤ M 超軟ズ

521 平田　明寛 ヒラタ アキヒロ M

522 別府　孝宣 ベップ タカノリ M

523 牧田　圭介 マキタ ケイスケ M

524 荒井　知記 アライ トモキ M

525 大垣　航 オオガキ ワタル M 東京曳舟病院

526 大野　隆史 オオノ タカフミ M
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527 及川　健善 オヨカワ タケヨシ M

528 廣田　圭祐 ヒロタ ケイスケ M

529 小久保　敦史 コクボ アツシ M くまのトレイルランナーズ

530 中村　秀一 ナカムラ シュウイチ M

531 齋藤　真彦 サイトウ マサヒコ M 木島平村社協

532 宮川　賢二 ミヤガワ ケンジ M 積和建設上信越㈱

533 古志　智也 コシ トモヤ M よよらん

534 工藤　俊一 クドウ シュンイチ M

535 佐藤　大紀 サトウ ダイキ M Go up!

536 深田　一彦 フカダ カズヒコ M ちゃんぷ。練

537 清水　裕 シミズ ユタカ M

538 柿澤　大輔 カキザワ ダイスケ M

539 池田　誠 イケダ マコト M

540 渡辺　和志 ワタナベ カズシ M 中央大学探検部OB

541 本藤　寛巳 ホンドウ ヒロミ M ほんどう内装

542 下村　大志 シモムラ ダイシ M オーキッドRC

543 家高　剛宏 ヤダカ タケヒロ M

544 盛島　経太郎 モリシマ ケイタロウ M Team PASSION 石畳

545 町　貴仁 マチ タカヒト M

546 廣瀬　健太郎 ヒロセ ケンタロウ M

547 岡田　裕也 オカダ ユウヤ M 安曇野ゼロ

548 高橋　泰史 タカハシ ヤスシ M 竜太練

549 山田　啓次 ヤマダ ケイジ M

550 山野井　正 ヤマノイ タダシ M

551 松岡　直紀 マツオカ ナオキ M

552 青木　孝行 アオキ タカユキ M

553 太田　直也 オオタ ナオヤ M OR100

554 鳥居　悟 トリイ サトル M

555 田原　利功 タハラ トシノリ M Eighting Athlete Project

556 下松　仁 シモマツ ジン M

557 吉崎　貴夫 ヨシザキ タカオ M

558 君島　真一 キミジマ シンイチ M 古賀志山快速登山部

2021

 2



559 増田　佳輔 マスダ ケイスケ M

560 中村　直弘 ナカムラ ナオヒロ M

561 直井　訂 ナオイ タダシ M シルクロード

562 藤田　英之 フジタ ヒデユキ M

563 山崎　直史 ヤマザキ ナオフミ M

564 新垣　隆太 シンガキ リュウタ M

565 田中　正和 タナカ マサカズ M RBRGTRC

566 鴇巣　智 トキノス サトシ M

567 岡田　博紀 オカダ ヒロキ M

568 高橋　尚樹 タカハシ ナオキ M

569 山川　隆広 ヤマカワ タカヒロ M

570 山本　博一 ヤマモト ヒロカズ M

571 小森　竜一 コモリ リュウイチ M 宇都宮トレラン愛好家の集い

572 有村　剛志 アリムラ タケシ M ちゃんぷ練TRC

573 伊藤　聡 イトウ サトシ M ひばり

574 虎山　一郎 トラヤマ イチロウ M

575 山内　満 ヤマウチ ミツル M

576 青山　昌志 アオヤマ マサシ M

577 池田　勉 イケダ ツトム M

578 仲　健一郎 ナカ ケンイチロウ M

579 長田　秀樹 オサダ ヒデキ M スポキチ

580 田口　和輝 タグチ カズテル M

581 高橋　慎一 タカハシ シンイチ M trippers

582 須釡　亨 スガマ トオル M さいたま走友会

583 石井　慶太 イシイ ケイタ M

584 浅海　路史 アサミ ミチフミ M KPMG

585 中川　健 ナカガワ ケン M

586 山崎　貴宏 ヤマザキ タカヒロ M

587 山田　泰生 ヤマダ ヤスオ M

588 渡辺　知史 ワタナベ トモフミ M

589 松田　央 マツダ ヒロシ M 同好会準備室

590 福良　浩一 フクラ コウイチ M
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591 金子　仁久 カネコ マサヒサ M

592 後藤田　剛史 ゴトウダ タカシ M ちやんぷ練

593 佐々　享 サッサ トオル M

594 山田　宏 ヤマダ ヒロシ M トーエネック

595 杉森　英敏 スギモリ ヒデトシ M

596 森本　秀義 モリモト ヒデヨシ M トリッパーズ

597 桜井　利行 サクライ トシユキ M

598 山寺　信昭 ヤマデラ ノブアキ M ジュピターRC

599 神部　恭久 ジンブ ヤスヒサ M

600 平塚　伸 ヒラツカ ノボル M

601 鈴木　精一 スズキ セイイチ M おたちゃんの父

602 中山　隆広 ナカヤマ タカヒロ M ランニングマン

603 田中　宏 タナカ ヒロシ M 無名山塾

604 宮本　紳平 ミヤモト シンペイ M

605 才野木　実 サイノキ ミノル M

606 塩田　聡史 シオタ サトシ M

607 伊藤　利彦 イトウ トシヒコ M カントリーモーニング

608 青木　浩二 アオキ コウジ M アジェクト

609 柴崎篤信 シバサキ アツノブ M finetrack 

610 土田 優樹 ツチダ ユウキ M オン・ジャパン

611 永井　左千夫 ナガイ サチオ M シーエナジー

701 鍋田　ひなの ナベタ ヒナノ F ホノマラ

702 塚本　優衣 ツカモト ユイ F

703 嶋崎　友香 シマサキ ユカ F

704 北村　麻由佳 キタムラ マユカ F

705 倉田　優子 クラタ ユウコ F STRIDE LAB

706 澤柳　友里 サワヤナギ ユリ F

707 倉橋　美紗子 クラハシ ミサコ F

708 鈴木　利佳 スズキ リカ F

709 池亀　美穂 イケガメ ミホ F

710 松岡　光代 マツオカ ミツヨ F

711 髙田　友希 タカダ ユキ F
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712 菅原　君子 スガワラ キミコ F

713 西村　はるみ ニシムラ ハルミ F チームイタグレ

714 池田　佐保子 イケダ サホコ F

715 伊達　京子 ダテ キョウコ F Insideout

716 髙橋　奈津美 タカハシ ナツミ F

717 依田　紀美 ヨダ キミ F

718 安保　真紀子 アンボ マキコ F

719 伊藤　蘭 イトウ ラン F RWS

720 佐々木　詔子 ササキ ショウコ F

721 三浦　佐知子 ミウラ サチコ F ガンバフンバ

722 小野　ちはる オノ チハル F

723 小林　佳珠子 コバヤシ カズコ F

724 酒谷　佐和子 サカタニ サワコ F

725 佐々木　寿江 ササキ ヒサエ F Wednesday

726 児島　幸子 コジマ サチコ F

727 田口　陽子 タグチ ヨウコ F

728 藤村　聡子 フジムラ サトコ F ひだまり山荘トレラン部

729 住田　千穂 スミダ チホ F

730 後藤　貴子 ゴトウ タカコ F

731 佐藤　悦子 サトウ エツコ F 長田練

732 山門　めぐみ ヤマカド メグミ F

733 赤松　香緒里 アカマツ カオリ F

734 大野　陽子 オオノ ヨウコ F 美走ランニングクラブ

735 中田　淳子 ナカタ ジュンコ F

736 大村　友紀子 オオムラ ユキコ F ちゃんぷ練TRC

737 志水　真美 シミズ マミ F しまみみず

738 七田　みどり シチダ ミドリ F ひだまり山荘トレラン部

739 西木　佐代子 ニシキ サヨコ F

740 秋吉　妙子 アキヨシ タエコ F おろち

741 橋本　尚子 ハシモト ヒサコ F 青梅トレラン部

742 高山　美穂 タカヤマ ミホ F

743 近藤　潔盈 コンドウ キイン F
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744 藤原　みき フジハラ ミキ F

745 加藤　久枝 カトウ ヒサエ F くうすけ

746 苅谷　真紀子 カリヤ マキコ F ひだまり山荘トレラン部

747 小林　妙子 コバヤシ タエコ F

748 生松　ゆかり オイマツ ユカリ F 南蛮連合

749 後藤田　知子 ゴトウダ トモコ F ちゃんぷ。練

750 佐藤　智恵子 サトウ チエコ F

751 山田　由美子 ヤマダ ユミコ F 水口メソッド

752 田沢　美加 タザワ ミカ F

753 佐々木　絵里 ササキ エリ F

754 高松　恵美 タカマツ メグミ F

755 高田　里花 タカタ リカ F

756 山室　千里 ヤマムロ チサト F

757 篠原　幸代 シノハラ ユキヨ F

758 折戸　小百合 オリト サユリ F 石川県庁RC.

759 石川　操 イシカワ ミサオ F Fun Trails

760 倉持　晶子 クラモチ アキコ F

761 堀　珠美 ホリ タマミ F

762 関　仁美 セキ ヒトミ F

763 森川　尚美 モリカワ ナオミ F ガンバフンバ

764 中村　美也子 ナカムラ ミヤコ F ひだまり山荘

765 畑本 恵里 ハタモト エリ F finetrack

766 前原靖子 マエハラ ヤスコ F On
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