
第４回鉢盛山登山マラソン　エントリーリスト

■スカイコース38km　男性 ■スカイコース38km　男性 ■トレイルコース32km　男性 ■ロードコース12km　男性

№ 氏　名 都道府県 № 氏　名 都道府県 № 氏　名 都道府県 № 氏　名 都道府県

001 田中 康広 静岡県 061 滝沢 克己 長野県 301 谷口 徳喜 愛知県 501 山田 順一 静岡県

002 大月 剛 長野県 062 竹内 勇 長野県 302 土田 民雄 石川県 502 小岩井 聡志 長野県

003 藤井 純二 長野県 063 甘利 弘仁 長野県 303 橋本 裕一 埼玉県 503 奥原 達朗 長野県

004 栗木 譲二 長野県 064 喰田 弘興 長野県 304 石原 健二 静岡県 504 深津 章 群馬県

005 岩波 博史 長野県 065 渡辺 健一 愛知県 305 齊藤 祐一 富山県 505 下田 哲也 長野県

006 山本 知巳 長野県 066 武田 真 長野県 306 渡辺 優樹 長野県 506 伊藤 直司 愛知県

007 北原 正寛 長野県 067 藤井 拓也 東京都 307 塩原 潤 長野県 507 原 浩美 長野県

008 小林 直樹 長野県 068 新井 一成 長野県 308 松本 勇次 岐阜県 508 三村 翔一 長野県

009 浜谷 保 静岡県 069 佐々木 跡武 長野県 309 石垣 賢 岐阜県 509 柿木 久典 長野県

010 渋谷 哲夫 埼玉県 070 別府 総平 長野県 310 高橋 寿明 長野県 510 西尾 和久 千葉県

011 永田 隆 長野県 071 蟹井 修三 兵庫県 311 高橋 文雄 長野県 511 神戸 嘉久 長野県

012 植田 賢一 愛知県 072 水上 智志 長野県 312 塩入 央尚 山梨県 512 降幡 悠樹 長野県

013 網倉 博 長野県 073 大石 昭弘 長野県 313 内田 侑輝 静岡県 513 縣 浩 長野県

014 樋口 孝 長野県 074 妹尾 友紀 滋賀県 314 松野 淳司 長野県 514 藤原 昇治 三重県

015 萩原 憲治 長野県 075 小林 保夫 長野県 315 並木 真弓 長野県 515 高橋 彰 長野県

016 後藤 正博 長野県 076 小机 輝尚 東京都 316 清水 忠文 長野県 516 小坂 正志 長野県

017 林 伸樹 埼玉県 077 廣瀬 裕一 山梨県 317 大島 民生 長野県 517 板垣 良 東京都

018 平林 昌憲 愛知県 078 坂本 拓磨 長野県 318 平岡 雅芸 長野県 518 三村 茂 長野県

019 安念 英明 石川県 079 有馬 浩司 長野県 319 角谷 顕人 愛知県 519 内田 明雄 静岡県

020 百瀬 泰伸 長野県 080 山本 たかし 千葉県 320 竹平 雄式 富山県 520 橋本 圭 岐阜県

021 青木 一雄 長野県 081 川畑 信章 愛知県 321 吉田 竜二 神奈川県 521 熊谷 充弘 長野県

022 青木 史典 長野県 082 石原 基宏 長野県 322 吉平 一彦 大阪府 522 志村 敦 長野県

023 足助 祐太 長野県 083 中村 貴之 新潟県 323 吉澤 万水 長野県 523 谷口 泉 長野県

024 矢島 義大 長野県 084 柏原 剛 長野県 324 腰原 康弘 長野県 524 西澤 賢信 長野県

025 下平 義二 愛知県 085 神谷 弘昭 愛知県 325 古畑 和保 長野県 525 佐野 秋仁 長野県

026 牧野 築 岐阜県 086 河野 敦 東京都 326 岩井 友和 長野県 526 大橋 拓也 長野県

027 小坂 勝 長野県 087 清水 正也 長野県 327 古谷 泰重 山口県 527 加藤 耕司 長野県

028 福島 和利 長野県 088 森 亮太 長野県 328 横田 倫政 東京都 528 加藤 和則 長野県

029 草野 智徳 長野県 089 丸島 康義 東京都 329 小林 樹雄 大阪府 529 渡辺 俊 長野県

030 三角 道夫 京都府 090 内藤 和大 長野県 330 小林 正次 長野県 530 中村 嘉和 長野県

031 田島 高志 岐阜県 091 栗林 真人 千葉県 ■トレイルコース32km　女性 531 高谷 裕治 長野県

032 大住 和弘 千葉県 092 秋庭 和博 愛知県 № 氏　名 都道府県 532 丸山 英生 長野県

033 鈴木 大樹 愛知県 093 中西 功 三重県 401 羽多野 美映 長野県 533 青木 正 長野県

034 清水 和幸 長野県 094 住友 善一 兵庫県 402 青木 周子 長野県 534 田畑 真一郎 石川県

035 宇賀田 伸彦 長野県 095 小西 宏明 大阪府 403 ﾑｰﾝ ｽﾃﾌｧﾆｰ 長野県 535 藤沢 優一 長野県

036 井元 工治 静岡県 096 田島 智之 埼玉県 404 廣田 仁美 大阪府 536 塩原 良一 長野県

037 向田 真一 岐阜県 097 竹原 直矢 神奈川県 405 杉田 由衣子 神奈川県 537 上條 修 長野県

038 石田 仁文 愛知県 098 宮田 弥 東京都 406 山内 菜摘 静岡県 538 神田 尚斗 静岡県

039 関崎 直樹 長野県 099 石原 拓巳 神奈川県 539 阿部 浩二 長野県

040 安福 正太郎 三重県 100 佐々 祥太 長野県 540 久保田 章弘 長野県

041 水野 富夫 静岡県 101 長塚 健一 神奈川県 541 高野 忠臣 長野県

042 川島 隆弘 神奈川県 102 峰岸 照幸 東京都 542 久保田 興輝 長野県

043 村松 昭彦 愛知県 103 吉野 栄 千葉県 543 宮澤 賢史 長野県

044 桃井 則美 長野県 104 清水 修 東京都 544 石原 誠一 長野県

045 上島 邦彦 長野県 105 湯口 彰 長野県 545 西郷 忠雄 長野県

046 宮嵜 哲 長野県 ■スカイコース38km　女性 546 村井 隆之 長野県

047 石原 賢一 長野県 № 氏　名 都道府県 547 石井 友彬 長野県

048 百瀬 信吾 長野県 201 櫻井 美樹 山梨県 548 細川 隆太郎 長野県

049 谷口 悠二 長野県 202 小林 佐和子 長野県 ■ロードコース12km　女性

050 平見 実 石川県 203 吉住 友里 山梨県 № 氏　名 都道府県

051 上條 雅敏 長野県 204 大羽 智恵美 愛知県 601 深津 明美 群馬県

052 千見寺 宏実 長野県 205 坪田 純子 長野県 602 市川 葵 長野県

053 鈴木 努 長野県 206 中瀬 由香 神奈川県 603 寺島 夏奈 長野県

054 花岡 俊男 長野県 207 内藤 千枝 愛知県 604 竹入 恵美子 長野県

055 久保 雅信 長野県 208 佐々木 直美 長野県 605 王 晴 長野県

056 佐藤 公則 長野県 209 酒井 悦子 長野県 606 小川 黎 長野県

057 東出 幸大 福井県 210 阿部 まり子 千葉県 607 宮澤 花奈実 東京都

058 倉澤 祐一 長野県 211 水野 多恵 岐阜県

059 加藤 裕一郎 東京都 212 浦野 綾子 千葉県

060 中原 隆裕 長野県 213 阿波崎 はるな 愛知県


