
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

488 平澤　賢市 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁ 11:08:53オーク製作所1
3 西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ 11:12:07patagonia trailrunninng team2

261 大瀬　和文 ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ 11:15:34東海大学病院3
136 小原　将寿 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾄｼ 11:28:04Ｒ　ｆｏｒ　Ｌ4
396 山谷　良登 ﾔﾏﾀﾆ ﾖｼﾄ 11:35:02北澤ぶどう園5
19 大島　拓郎 ｵｵｼﾏ ﾀｸﾛｳ 11:44:39ＵＮＧ新潟6
577 浦野　裕之 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 11:44:58TEAMSALOMON/insideout7
5 相馬　剛 ｿｳﾏ ﾂﾖｼ 11:59:05ＺＥＮ8

325 三浦　誠司 ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ 12:10:14ＲＷＳ9
578 井原　知一 ｲﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 12:10:2310
117 蓮田　孝則 ﾊｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 12:13:11ＲＷＳ11
4 中辻　悠貴 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳｷ 12:25:28patagonia trailrunninng team12

542 別府　浩司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳｼﾞ 12:41:0413
727 藤巻　奈緒美 ﾌｼﾞﾏｷ ﾅｵﾐ 12:45:2114
451 小澤　和彦 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 13:03:28ＭＭナイトラン15
123 原田　卓弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾋﾛ 13:03:47チームＨＫＡ16
441 吉清　一博 ﾖｼｷﾖ ｶｽﾞﾋﾛ 13:12:3417
357 水沢　一 ﾐｽﾞｻﾜ ﾊｼﾞﾒ 13:19:5518
294 堀米　恵 ﾎﾘｺﾞﾒ ｹｲ 13:34:02岡山クラブ19
51 磯部　豊 ｲｿﾍﾞ ﾕﾀｶ 13:35:0820
11 原　公輔 ﾊﾗ ｺｳｽｹ 13:35:59チームターザン21
399 鹿島田　浩二 ｶｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 13:36:31渋谷で走る会22
412 伊東　公洋 ｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 13:40:34フジヤマＴＲＣ23
724 上宮　逸子 ｳｴﾐﾔ ｲﾂｺ 13:40:50patagonia trailrunninng team24
572 小山　祐 ｺﾔﾏ ﾕｳ 13:46:35ﾓﾝﾄﾚｲﾙ・ＭＨＷ/ｲﾝｻｲﾄﾞｱｳﾄ25
158 増田　佳輔 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 13:49:3626
40 中井　健介 ﾅｶｲ ｹﾝｽｹ 13:52:3527
725 高島　由佳子 ﾀｶｼﾏ ﾕｶｺ 13:57:58宴会隊婦人部28
181 佐藤　冬彦 ｻﾄｳ ﾌﾕﾋｺ 14:00:57トレイル鳥羽29
286 高島　伸介 ﾀｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 14:01:3930
116 斎藤　晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 14:11:54石川県庁31
179 近藤　大吾 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 14:12:13大阪市水道局32
165 竹内　正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 14:21:4933
604 佐川　　絵美 ｻｶﾞﾜ ｴﾐ 14:21:57MY STAR34
440 鈴木　崇也 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ 14:27:58負けず嫌い35
690 網蔵　久美子 ｱﾐｸﾗ ｸﾐｺ 14:31:39Cheerst!36
311 腰越　浩二 ｺｼｺﾞｴ ｺｳｼﾞ 14:33:02エルブレス37
185 杉山　眞之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 14:33:14牛込自転車倶楽38
729 宮崎　康子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽｺ 14:36:1439
296 佐藤　渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 14:42:26高速登山家40
6 阿部　弘志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 14:46:07チーム薄皮41

314 越塚　岳広 ｺｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 14:49:18稲毛ＩＴＣ42
335 門田　元 ｶﾄﾞﾀ ｹﾞﾝ 14:49:43戦襷（イクサタスキ）43
174 柏原　宏紀 ｶｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 14:50:08コナカイナナ44
212 島本　卓啓 ｼﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 14:50:5945
87 井上　浩隆 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 14:53:27T346
57 相浦　勇人 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ 14:58:3047
409 寸田　英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 15:00:34チーム100マイル48
222 多田　数進 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 15:01:5749
516 中島　健治 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 15:04:24【マルイラン】50
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

257 田中　圭一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 15:05:0551
236 伊藤　浩輔 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 15:05:58伊藤家52
167 渡辺　康祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 15:06:5453
633 政　正恵 ﾏｻ ﾏｻｴ 15:08:14上州山楽走54
13 梯　大悟 ｶｹﾊｼ ﾀｲｺﾞ 15:11:04たれたれ55
602 岡　さゆり ｵｶ ｻﾕﾘ 15:15:1456
138 岡野　昌治 ｵｶﾉ ｼｮｳｼﾞ 15:15:24ランナ－ズハイ57
601 多田　恵里佳 ﾀﾀﾞ ｴﾘｶ 15:21:44かめとうさぎ58
537 髙木　智史 ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ 15:22:49ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ59
9 渡邊　日朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｳ 15:25:55ｔｅａｍ 100 ｍｉｌｅ60

448 岡本　浩周 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾅﾘ 15:26:2161
69 加野　俊介 ｶﾉ ｼｭﾝｽｹ 15:26:48トレイル鳥羽62
166 坂藤　公將 ｻｶﾄｳ ｷﾐﾏｻ 15:32:2363
517 大谷　明 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾗ 15:32:54ＲＷＳ64
141 高井　悟郎 ﾀｶｲ ｺﾞﾛｳ 15:36:15ラントレ関西65
422 寺澤　祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 15:40:19ｅＲＣとかち66
421 渡邊　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 15:40:2267
278 外池　翔太郎 ﾄｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 15:42:1168
341 中込　真太郎 ﾅｶｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 15:42:38チームエルク69
293 堀口　佳秀 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾃﾞ 15:44:21ランフィールド70
195 桴谷　泰之 ｲｶﾀﾆ ﾔｽﾕｷ 15:47:47秦野市役所71
403 清水　智明 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｱｷ 15:48:22株式会社 吉田72
491 伊藤　輝文 ｲﾄｳ ﾃﾙﾌﾐ 15:49:35信州トレマン73
544 下村　雄太 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 15:50:42国際自然ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校74
121 井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 15:52:05芦屋浜AC75
348 鰀目　慶一 ｴﾉﾒ ｹｲｲﾁ 15:56:51ハトスズ76
125 小出　剛史 ｺｲﾃﾞ ﾀｹｼ 15:57:35ＷｉｎｄＲｕｎ77
225 宮島　浩 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 16:01:49石岡ＴＲＣ78
603 鹿島田　真理子 ｶｼﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 16:02:32渋谷で走る会79
106 加藤　元毅 ｶﾄｳ ﾓﾄｷ 16:04:32チームターザン80
132 大出　祥弘 ｵｵﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 16:13:00ｍｅｉｊｉ81
456 鷹巣　真也 ﾀｶｽ ｼﾝﾔ 16:19:32ＭＲＨＣ82
545 大塚　一平 ｵｵﾂｶ ｲｯﾍﾟｲ 16:22:55国際自然ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校83
606 伊藤　冬未 ｲﾄｳ ﾌﾕﾐ 16:23:37伊藤家84
120 小松　広人 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾄ 16:24:0585
230 鍋倉　功次 ﾅﾍﾞｸﾗ ｺｳｼﾞ 16:24:2086
270 長谷川　慎一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 16:26:19オオゼキ87
530 米田　英昭 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 16:28:0288
118 吉田　裕樹 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 16:28:3789
91 佐藤　和人 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 16:28:4390
581 Sean Abbott 16:28:4891
375 樋口　祐介 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 16:29:07チーム薄皮92
495 高森　祐二 ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 16:29:19ラントレ関西93
605 片桐　久美 ｶﾀｷﾞﾘ ｸﾐ 16:30:00野沢 温泉村社協94
137 安川　尊裕 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 16:31:06すぽるちば95
43 柴田　啓介 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 16:32:57ＣＣＳ96
407 田口　亮 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳ 16:33:33裾野走ろう会亀97
275 ブレイ　サイモン ﾌﾞﾚｲ ｻｲﾓﾝ 16:33:5898
410 柴山　学 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 16:35:10ＪＲ東日本新潟99
607 瀬尾　　暢香 ｾｵ ﾉﾌﾞｶ 16:35:56100
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

366 三好　拓人 ﾐﾖｼ ﾀｸﾄ 16:37:42ＢＥＡＣＨ101
239 中村　正宏 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 16:38:08とれもち102
58 由井　伸雄 ﾕｲ ﾉﾌﾞｵ 16:39:34石岡ＴＲＣ103
464 神戸　錬一郎 ｶﾝﾍﾞ ﾚﾝｲﾁﾛｳ 16:42:38104
77 塩生　憲秀 ｼｵﾆｭｳ ｹﾝｼｭｳ 16:44:05チームあかべこ105
8 鴨田　哲彰 ｶﾓﾀ ﾃﾂｱｷ 16:44:52ランフィールド106

541 木村　克己 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 16:46:41MILLET ・2XU107
337 佐藤　秀之 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 16:46:54トレイル鳥羽108
414 後藤　雅実 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ 16:46:54フジヤマＴＲＣ109
16 金子　尊博 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ 16:47:13サムズ★アップ110
551 中村　聡司 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ 16:47:49111
452 伊賀　道成 ｲｶﾞ ﾐﾁﾅﾘ 16:47:49112
653 吉田　楓 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 16:49:12ライカ☆ゴン113
458 谷元　通隆 ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾁﾀｶ 16:52:16ＭＹ☆ＳＴＡＲ114
373 吉田　辰弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 16:54:50粟レンジャー115
383 田澤　智貴 ﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 16:55:51116
340 平木　淳矢 ﾋﾗｷ ｼﾞｭﾝﾔ 16:56:23チームオメガ117
170 地野　新 ﾁﾉ ｱﾗﾀ 16:57:36ＤＡＩＧＯ！！118
436 星野　耕平 ﾎｼﾉ ｺｳﾍｲ 16:58:04119
349 大西　誠 ｵｵﾆｼ ﾏｺﾄ 16:58:57120
418 田中　喜一 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 17:02:01ＮＳＵ121
575 中田　匡俊 ﾅｶﾀ ﾏｻﾄｼ 17:05:04信州トレマン122
339 舘下　智 ﾀﾁｼﾀ ｻﾄﾙ 17:07:25アドレナリン123
369 土路生　忠 ﾄﾛﾌﾞ ﾀﾀﾞｼ 17:11:10ＲＵＮ＋124
472 中俣　敦夫 ﾅｶﾏﾀ ｱﾂｵ 17:13:41125
139 小林　雅裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 17:14:15126
122 鷲津　雅広 ﾜｼﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ 17:14:46ジョンソン127
618 竹内　美香 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ 17:15:07128
318 松葉　正樹 ﾏﾂﾊﾞ ﾏｻｷ 17:15:23ビーコンRC129
309 新澤　英典 ｼﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 17:19:42プーマ130
521 吉井　豊 ﾖｼｲ ﾕﾀｶ 17:20:21ＴＥＡＭ 松永131
539 三浦　健人 ﾐｳﾗ ｹﾝﾄ 17:20:59SOUTH2WEST8132
315 本間　宏志 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 17:22:50133
425 工藤　巧 ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 17:25:32134
350 稲垣　哲雄 ｲﾅｶﾞｷ ﾃﾂｵ 17:31:24135
415 鈴木　靖史 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ 17:32:56フジヤマＴＲＣ136
683 吉村　麻耶 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾔ 17:35:06たまりば137
333 眞田　史行 ｻﾅﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ 17:36:40138
336 浅野　貴生 ｱｻﾉ ﾀｶｷ 17:37:40郵便局139
351 高畑　信吾 ﾀｶﾊﾀ ｼﾝｺﾞ 17:38:12ランオアダイ140
470 松本　貴宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 17:39:08すぱばむ141
560 古平　剛史 ｺﾀﾞｲﾗ ﾂﾖｼ 17:39:35KTF142
18 高橋　直志 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 17:41:56大広マラソン部143
171 河野　剛成 ｶﾜﾉ ﾖｼﾉﾘ 17:42:21144
445 増成　訓之 ﾏｽﾅﾘ ﾉﾘﾕｷ 17:43:33145
295 村山　靖志 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼ 17:45:58146
34 中野　淳 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 17:46:43147
362 恵川　裕行 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 17:51:11シャカリキ148
556 田村　文一 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｶｽﾞ 17:52:38Team SUNPLAY149
673 杭田　みのり ｸｲﾀ ﾐﾉﾘ 17:53:26150
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

616 香田　由里子 ｺｳﾀﾞ ﾕﾘｺ 17:55:14151
98 須山　幸一郎 ｽﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 17:55:39152
385 田頭　吉峰 ﾀｶﾞｼﾗ ﾖｼﾀｶ 17:56:07マルガリータの風153
78 北澤　宏之 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 17:56:56信州トレマン154
194 井上　聡 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 17:58:28青春スポーツ155
232 下川　貴臣 ｼﾓｶﾜ ﾀｶｵﾐ 17:59:41チーズラーメン156
244 竹林　博行 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 17:59:47Ｂ２Ｒ157
355 林　俊泰 ﾊﾔｼ ﾄｼﾔｽ 18:00:00158
143 安藤　大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 18:00:08トレラン大阪159
567 下条　広行 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 18:02:18信州トレマン160
24 本多　英晴 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 18:02:38161
23 高橋　宏二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 18:04:02162
119 福井　哲平 ﾌｸｲ ﾃｯﾍﾟｲ 18:05:40163
368 小松　大雄 ｺﾏﾂ ﾀｹｵ 18:06:07戸塚おたく164
84 平野　義昭 ﾋﾗﾉ ﾖｼｱｷ 18:08:05165
305 神谷　和典 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 18:08:05166
510 前田　政俊 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 18:08:45AC・TOO167
95 松田　正臣 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 18:08:55トレイル鳥羽168
205 熊谷　武徳 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾉﾘ 18:09:11フェザーＡＣ169
64 吉田　洋 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 18:09:30170
486 奥林　務 ｵｸﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 18:09:44171
523 西巻　良吉 ﾆｼﾏｷ ﾘｮｳｷﾁ 18:10:59ＴＥＡＭ 松永172
511 高橋　弘毅 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 18:11:47前橋トレラン部173
628 宮崎　美智子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾁｺ 18:12:21ＴＥＡＭ▲山猫174
438 丸　明弘 ﾏﾙ ｱｷﾋﾛ 18:12:23スカホイ175
175 岸本　知久 ｷｼﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ 18:13:06ＭＲＨ176
263 杉浦　立志 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾂｼ 18:13:26いちごオレ177
306 山本　昌史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 18:13:45Ｂ２Ｒ178
473 山口　恒平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 18:13:50179
453 植木　浩行 ｳｴｷ ﾋﾛﾕｷ 18:13:56180
75 大桐　崇道 ｵｵｷﾞﾘ ﾀｶﾐﾁ 18:14:14181
319 市毛　恒一 ｲﾁｹﾞ ｺｳｲﾁ 18:15:20水戸石川走友会182
499 近藤　　茂樹 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ 18:15:43がん研有明183
112 大野　毅 ｵｵﾉ ﾀｹｼ 18:16:09184
153 最上　将秀 ﾓｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 18:16:16心折れ部185
142 津田　将弘 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 18:16:28ちーむ酒呑み186
104 金児　猛 ｶﾈｺ ﾀｹｼ 18:17:28ＮＴＴ西日本187
384 鈴木　秀雄 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 18:18:36アミノ長野188
299 鶴間　俊春 ﾂﾙﾏ ﾄｼﾊﾙ 18:19:30サルデレラ189
152 今宮　出雲 ｲﾏﾐﾔ ｲｽﾞﾓ 18:20:19フジヤマＴＲＣ190
356 田中　正一 ﾀﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ 18:22:42191
12 三島　雅樹 ﾐｼﾏ ﾏｻｷ 18:23:34豆腐メンタル192
492 清水　千春 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ 18:23:52ｄoroboys!dorogirls!193
156 高橋　洋之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 18:25:55194
180 宗形　賢 ﾑﾅｶﾀ ｹﾝ 18:26:05新橋ＳＬクラブ195
638 鴨下　菜穂 ｶﾓｼﾀ ﾅﾎ 18:28:35ランフィールド196
343 篠原　沢雄 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸｵ 18:28:56篠原歯科医院197
298 廣瀬　敏明 ﾋﾛｾ ﾄｼｱｷ 18:29:25双葉商店198
609 田渕　百合 ﾀﾌﾞﾁ ﾕﾘ 18:29:57鴨川走友会199
231 山口　晋介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 18:30:24200
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

148 宇野　正 ｳﾉ ﾀﾀﾞｼ 18:32:18ラストサムライ201
30 吉田　紀明 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 18:34:01お山倶楽部202
482 白銀　卓久 ｼﾛｶﾞﾈ ﾀｸﾋｻ 18:34:30203
49 十時　義明 ﾄﾄｷ ﾖｼｱｷ 18:36:26ＢＥＡＣＨ204
10 戸田　忠志 ﾄﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 18:37:35ＷｉｎｄＲｕｎ205
327 本田　貴之 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 18:37:35ウインドラン206
372 谷中　正利 ﾔﾅｶ ﾏｻﾄｼ 18:39:16ランオアダイ207
25 佐藤　洋介 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 18:39:28208
702 岡　由紀 ｵｶ ﾕｷ 18:39:55209
547 新原　翔大 ｼﾝﾊﾞﾙ ｼｮｳﾀ 18:40:55パタゴニア210
365 丸野　龍志 ﾏﾙﾉ ﾘｭｳｼﾞ 18:41:29ちゃりらん屋211
287 廣瀬　勝 ﾋﾛｾ ﾏｻﾙ 18:41:40●ＨＥО●212
639 高島　麻衣子 ﾀｶｼﾏ ﾏｲｺ 18:42:24213
390 竹友　慶 ﾀｹﾄﾓ ｹｲ 18:43:45負けず嫌い214
206 合田　泰明 ｺﾞｳﾀﾞ ﾔｽｱｷ 18:45:16スタコラ山岳部215
485 城所　龍文 ｷﾄﾞｺﾛ ﾘｭｳﾔ 18:45:55テレビ新潟216
284 吉永　達生 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀﾂｵ 18:46:40217
471 瀬ノ口　輝紀 ｾﾉｸﾁ ﾃﾙｷ 18:47:06日本野人の会218
666 池田　千夏 ｲｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ 18:47:58ちーむねこ219
515 板垣　春樹 ｲﾀｶﾞｷ ﾊﾙｷ 18:52:35220
346 宮本　徹 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｵﾙ 18:53:53221
476 横山　茂樹 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞｷ 18:54:30モノスキーＲＣ222
585 丸山　達也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 18:55:01223
546 荒川　浩一 ｱﾗｶﾜ ｺｳｲﾁ 18:55:13Run Field224
37 中川　勇 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｻﾑ 18:57:32チーム菊谷225
221 丸山　哲英 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂﾋﾃﾞ 18:57:52レッドロケッツ226
133 鈴木　芳人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 18:59:33227
443 伊藤　聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 19:00:03ちーむねこ228
376 金川　治義 ｶﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾖｼ 19:02:03229
197 氏家　準一 ｳｼﾞｲｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 19:02:31石岡ＴＲＣ230
434 吉村　祐亮 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 19:07:11たまりば231
671 湯浅　綾子 ﾕｱｻ ｱﾔｺ 19:07:35月まで走ろう会232
493 中川　正巳 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 19:08:13ＴＥＡＭ 松永233
35 西山　洋之 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 19:08:20ＤＡＩＧＯ！！234
620 石井　明子 ｲｼｲ ｱｷｺ 19:08:21ＤＡＩＧＯ！！235
282 上ノ郷谷　太一 ｶﾐﾉｺﾞｳﾔ ﾀｲﾁ 19:08:28236
144 上田　和之 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 19:09:26237
435 児玉　義弘 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 19:10:44238
686 石川　絵まり ｲｼｶﾜ ｴﾏﾘ 19:11:41月まで走ろう会239
241 市原　通人 ｲﾁﾊﾗ ﾐﾁﾋﾄ 19:12:03Ｔ＋ＡＣ240
387 佐々木　竜太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ 19:12:09佐々木JAPAN241
386 大浦　之博 ｵｵｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 19:12:19Ｎａｄｉ242
719 西田　守子 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾘｺ 19:12:44243
552 齋木　直樹 ｻｲｷ ﾅｵｷ 19:13:09244
347 八木　真 ﾔｷﾞ ﾏｺﾄ 19:13:42245
131 後藤　啓介 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 19:13:49三菱電機246
258 田辺　義貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 19:14:15京都陸上競技会247
86 酒井　星 ｻｶｲ ﾎｼ 19:15:31Ｒunning Cobra248
186 沖村　一満 ｵｷﾑﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 19:18:08249
173 三浦　賢 ﾐｳﾗ ﾏｻﾙ 19:20:44Ｒun-DmC250
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

41 田中　真也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 19:21:00佐々木JAPAN251
47 丸山　悠介 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｽｹ 19:22:58Ｋｙｏｔｏ Ｍount Chop!252
381 福井　航己 ﾌｸｲ ｺｳｷ 19:23:28青山学院大学253
416 小林　信治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 19:24:35中野市水泳部254
377 稲村　淳 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 19:26:06255
79 齊藤　洋平 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 19:27:01佐々木JAPAN256
462 志村　達善 ｼﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 19:27:14マイスター257
168 伊藤　渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 19:27:34いちごオレ258
237 小笠原　宏 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ 19:29:08短パン学園259
331 綿貫　功 ﾜﾀﾇｷ ｲｻｵ 19:29:15260
145 伊藤　宜紀 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 19:29:27261
76 小瀬川　正尚 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 19:29:28ＦＤＨ262
324 天本　徳浩 ｱﾏﾓﾄ ﾄｸﾋﾛ 19:30:31熊本とれっく263
255 郡山　総平 ｺｵﾘﾔﾏ ｿｳﾍｲ 19:32:49264
29 杉山　宏和 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 19:34:21神戸市陸協265
570 細井　文裕 ﾎｿｲ ﾌﾐﾋﾛ 19:35:13266
266 丸橋　浩 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾋﾛｼ 19:35:46上州ＴＲ学会267
301 山本　誠 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ 19:35:58268
60 平郡　志樹 ﾍｸﾞﾘ ﾓﾄｷ 19:36:35269
549 服部　賢治 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｼﾞ 19:36:45270
89 谷橋　秀彦 ﾀﾆﾊｼ ﾋﾃﾞﾋｺ 19:38:53ＳＯＵＬ271
274 岡村　祐介 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 19:41:19佐々木JAPAN272
81 神野　秀人 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾃﾞﾄ 19:41:30273
110 藤本　隆二 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 19:42:25274
528 熊田　慶司 ｸﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 19:43:49ＢＥＡＣＨ275
198 三宅　基治 ﾐﾔｹ ﾓﾄﾊﾙ 19:44:52276
220 日比　初紀 ﾋﾋﾞ ﾊﾂｷ 19:45:02協立総合病院277
20 石川　勝也 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 19:45:38熊谷総合病院278
54 平井　桂月 ﾋﾗｲ ｹｲｹﾞﾂ 19:45:50279
657 小松原　清子 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖｺ 19:46:51新宿陸上部280
177 小林　基益 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｴｷ 19:47:23281
344 槙　大翔 ﾏｷ ﾋﾛｶ 19:50:00282
100 小池　宏明 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ 19:51:03ふくしまＴＲＣ283
68 池崎　新 ｲｹｻﾞｷ ｱﾗﾀ 19:51:48ＵＲＩＢＯ284
272 安藤　一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 19:52:21トレイル鳥羽285
455 脇坂　秀樹 ﾜｷｻﾞｶ ﾋﾃﾞｷ 19:52:56286
36 仙田　結 ｾﾝﾀﾞ ﾕｲ 19:54:54287
668 恩田　直美 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 19:57:34ランフィールド288
659 甲斐　愛子 ｶｲ ｱｲｺ 19:59:13TEAM　松永289
619 森川　しのぶ ﾓﾘｶﾜ ｼﾉﾌﾞ 19:59:47ズットランＡＣ290
276 永澤　信悟 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝｺﾞ 20:01:07とれもち291
533 深沢　裕樹 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 20:04:25京都陸協292
94 木村　隆二 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 20:06:45ＲＬＪ293
489 中垣　敏文 ﾅｶｶﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 20:07:20隊長とクマちゃん294
277 本谷　晃嗣 ﾓﾄﾔ ｺｳｼﾞ 20:14:36とれもち295
183 鉄林　陽介 ﾃﾂﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 20:17:24梵骨ランナーズ296
329 須永　高生 ｽﾅｶﾞ ﾀｶｵ 20:18:51297
247 加藤　大介 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 20:21:22298
553 佐々木　均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 20:21:26ザ･スペース299
63 大越　大 ｵｵｺｼ ﾀﾞｲ 20:22:45300
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

17 高橋　慶 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 20:24:00301
432 小松　陽祐 ｺﾏﾂ ﾖｳｽｹ 20:31:30ＭＭナイトラン302
326 伊藤　耕介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 20:36:15超トラ303
564 余野　祐人 ﾖﾉ ﾕｳﾄ 20:44:42304
189 尾本　泰輔 ｵﾓﾄ ﾀｲｽｹ 20:53:25ＲＷＳ305
684 遠藤　雅子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ 21:12:22Team☆M306
345 野田　治男 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｵ 21:45:03トレイル鳥羽307
1 貝瀬　淳 ｶｲｾ ｼﾞｭﾝ （ 9:10:07）フジトレイル308

323 井関　雄治 ｲｾｷ ﾕｳｼﾞ （14:54:25）ラントレ関西309
661 加納　明子 ｶﾉｳ ｱｷｺ （15:44:54）千駄木パンクス310
48 須藤　健二 ｽﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ （15:45:05）NST311
155 真田　優一 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ （15:57:22）シルバーランナーズ312
187 深澤　学 ﾌｶｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ （15:57:22）フジヤマＴＲＣ312
209 澤田　門弥 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾝﾔ （15:57:22）乾杯部312
260 石島　圭 ｲｼｼﾞﾏ ｹｲ （15:57:22）アドラーブル312
358 岩澤　雅浩 ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾋﾛ （15:57:22）312
393 大島　一展 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ （15:57:22）稚内ＴＲＣ稚養312
395 佐藤　達 ｻﾄｳ ﾀﾂ （15:57:22）ＨＴＲＣ312
402 小野寺　厚博 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾂﾋﾛ （15:57:22）チームかもめ312
429 上松　潔 ｳｴﾏﾂ ｷﾖｼ （15:57:22）フジヤマＴＲＣ312
442 鈴木　正樹 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ （15:57:22）ＭＹＳＴＡＲ312
465 池田　譲 ｲｹﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ （15:57:22）312
503 吉田　聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ （15:57:22）リリィさんFC312
562 小林　孝浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ （15:57:22）北信濃トレイルフリークス312
573 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ （15:57:22）312
584 関口　陽一郎 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ （15:57:22）312
611 川井　朋子 ｶﾜｲ ﾄﾓｺ （15:57:22）ＩＢＵＫＩ312
697 竹本　佳世子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾖｺ （15:57:22）フジヤマＴＲＣ312
718 佐藤　順子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ （15:57:50）アートスポーツ329
360 宮尾　誠 ﾐﾔｵ ﾏｺﾄ （15:57:54）330
640 徳岡　由美 ﾄｸｵｶ ﾕﾐ （15:58:22）京都炭山修行走331
307 吉田　靖 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ （15:58:56）Ｂ２Ｒ332
380 高橋　一仁 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ （15:59:08）333
408 松澤　兼行 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾈﾕｷ （15:59:33）334
645 佐々木　新子 ｻｻｷ ｼﾝｺ （16:01:37）335
251 杉浦　征人 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾄ （16:01:38）裸足ＲＣ336
714 高西　弘美 ﾀｶﾆｼ ﾋﾛﾐ （16:02:36）337
253 西澤　真司 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ （16:03:50）チーム真司338
608 白岩　久美 ｼﾗｲﾜ ｸﾐ （16:04:39）339
229 川村　行治 ｶﾜﾑﾗ ﾕｷﾊﾙ （16:05:46）チガジョグ340
188 竹籔　博規 ﾀｹﾔﾌﾞ ﾋﾛｷ （16:06:05）341
439 下口谷　和真 ｼﾓｸﾞﾁﾔ ｶｽﾞﾏ （16:06:06）グッチーズ342
670 石原　久美 ｲｼﾊﾗ ｸﾐ （16:06:14）鴨川走友会343
650 伊藤　蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ （16:07:49）ＲＷＳ344
83 山田　広 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ （16:08:12）345
172 大石　伸之 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞﾕｷ （16:08:36）346
74 広瀬　裕治 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ （16:08:55）厚木荻野走友会347
59 安達　隆明 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｱｷ （16:09:05）ＴＥＡＭ松永348
538 多田　圭佑 ﾀﾀﾞ ｹｲｽｹ （16:10:09）ｱｳﾄﾄﾞｱｰｽﾞｺﾝﾊﾟｽ349
678 井上　満美 ｲﾉｳｴ ﾏﾐ （16:12:03）チームとりけも350
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

635 北村　美佳 ｷﾀﾑﾗ ﾐｶ （16:12:46）ＲＷＳ351
391 高坂　昌信 ｺｳｻｶ ﾏｻﾉﾌﾞ （16:13:46）チームとりけも352
292 曽田　英司 ｿﾀﾞ ｴｲｼﾞ （16:13:59）ＡＴＡ十条353
674 枳穀　尚美 ｷｺｸ ﾅｵﾐ （16:14:15）354
449 仲川　浩史 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ （16:15:18）僕のありったけ355
424 濱田　孝治 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ （16:16:40）Ｄ．Ｒ．ＡＣ356
467 西尾　清 ﾆｼｵ ｷﾖｼ （16:17:46）トラベルＤＢ357
394 小林　康正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾏｻ （16:18:11）横浜中央走友会358
631 水野　裕子 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｺ （16:18:19）359
726 宮尾　登志子 ﾐﾔｵ ﾄｼｺ （16:18:25）信州トレイルマウンテン360
102 米山　喜章 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｼｱｷ （16:18:42）361
226 渡辺　哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ （16:19:28）ＦＵＮＣＯＭＥ362
433 井上　猛裕 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾋﾛ （16:20:09）363
124 中村　伸一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ （16:20:54）多摩川クラブ364
207 田中　健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ （16:21:45）Ｂ２Ｒ365
637 勝田　春奈 ｶﾂﾀ ﾊﾙﾅ （16:22:49）心折れ部366
96 根本　卓 ﾈﾓﾄ ｽｸﾞﾙ （16:22:57）367
271 菊池　伸明 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｱｷ （16:24:50）368
291 保谷　武 ﾎﾔ ﾀｹｼ （16:24:50）★ほやたけし★369
200 藤田　敏之 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ （16:24:54）370
129 高橋　達之 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾕｷ （16:25:00）昭島昭和の森371
235 前田　敦行 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾕｷ （16:25:02）トレラン大阪372
240 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ （16:25:05）ＷＩＮＤＲＵＮ373
300 三竹　英一郎 ﾐﾀｹ ｴｲｲﾁﾛｳ （16:25:17）オッティモ374
463 吉村　友秀 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ （16:25:19）ちむけん375
525 高西　昇司 ﾀｶﾆｼ ｼｮｳｼﾞ （16:25:35）376
32 境　勉 ｻｶｲ ﾂﾄﾑ （16:26:57）ランフィールド377
687 西岡　裕子 ﾆｼｵｶ ﾕｳｺ （16:27:00）心折れ部378
487 丸山　亮 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ （16:27:04）379
397 関屋　宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ （16:27:27）380
423 鵜澤　聡 ｳｻﾞﾜ ｻﾄｼ （16:28:29）381
334 谷口　祐樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ （16:31:02）NICHIA382
374 中居　進 ﾅｶｲ ｽｽﾑ （16:31:19）383
109 安中　健治 ｱﾝﾅｶ ｹﾝｼﾞ （16:33:03）384
312 南澤　嘉栄 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾖｼｴｲ （16:33:06）チーム康吉385
26 古賀　英蔵 ｺｶﾞ ｴｲｿﾞｳ （16:34:16）双日酔走岳部386
655 秋房　麻理 ｱｷﾌｻ ﾏﾘ （16:34:57）ラントレ関西387
157 千葉　信也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ （16:35:10）388
33 河野　大輔 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｽｹ （16:35:26）389
262 村井　浩展 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ （16:35:40）390
647 千葉　織江 ﾁﾊﾞ ｵﾘｴ （16:35:54）Ｔeam socosoco391
191 田中　秀治 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ （16:36:56）ＧＵＭＰＳ392
371 平塚　伸一郎 ﾋﾗﾂｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ （16:37:00）ＡＮＡ393
62 佐藤　俊樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ （16:37:05）394
679 永長　真奈美 ｴｲﾅｶﾞ ﾏﾅﾐ （16:37:12）395
242 渡辺　健志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ （16:37:53）チームＺＥＲＯ396
615 大橋　清美 ｵｵﾊｼ ｷﾖﾐ （16:38:05）心折れ部397
723 後藤　満美 ｺﾞﾄｳ ﾏﾐ （16:38:50）心折れ部398
249 阪田　泰一 ｻｶﾀ ﾔｽｶｽﾞ （16:38:54）アミノＩＮ富山399
630 山村　有 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳ （16:38:54）400
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

70 田中　浩明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ （16:39:45）こあしす山民会401
73 向田　真一 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ （16:40:01）飛騨山岳会402
361 荒井　謙吾 ｱﾗｲ ｹﾝｺﾞ （16:40:03）信州トレマン403
693 井藤　陽子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ （16:41:41）404
214 田所　貴光 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀｶﾐﾂ （16:41:58）茨城ジョガーズ405
21 喜多羅　滋夫 ｷﾀﾗ ｼｹﾞｵ （16:41:59）月まで走ろう会406
520 吉岡　裕雄 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｵ （16:42:43）日本歯科大学新潟陸上競技407
39 伊藤　幸雄 ｲﾄｳ ﾕｷｵ （16:44:43）ダイジョウ部408
317 風間　洋寿 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾋｻ （16:44:46）すぽるちば409
53 奈須　孝哲 ﾅｽ ﾀｶｱｷ （16:46:23）チームＮＡＳＵ410
701 長久保　潤子 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ （16:46:33）cheerst!411
654 江川　雅美 ｴｶﾞﾜ ﾏｻﾐ （16:46:41）チームオメガ412
430 千原　郁正 ﾁﾊﾗ ｲｸﾏｻ （16:46:44）ＩＢＵＫＩ413
107 楠元　俊英 ｸｽﾓﾄ ﾄｼﾋﾃﾞ （16:46:50）414
437 在川　武志 ｻﾞｲｶﾜ ﾀｹｼ （16:46:52）TEAM229415
161 山形　元 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ （16:46:56）416
617 桐畑　まりこ ｷﾘﾊﾀ ﾏﾘｺ （16:47:01）智隊417
114 大竹　良一 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳｲﾁ （16:47:02）418
554 中山　幾雄 ﾅｶﾔﾏ ｲｸｵ （16:47:04）ザ･スペース419
526 松尾　健一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ （16:47:08）摩耶山警備隊420
196 岡　至明 ｵｶ ﾖｼｱｷ （16:47:47）ＴＥＡＭ松永421
646 渡辺　知子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ （16:47:57）フジヤマＴＲＣ422
224 伊藤　直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ （16:48:31）いっとん423
233 世川　徹 ｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ （16:48:33）424
675 上野　洋子 ｳｴﾉ ﾖｳｺ （16:48:39）425
704 寺田　恭子 ﾃﾗﾀﾞ ｷｮｳｺ （16:49:31）cheerst!426
290 宮下　浩一 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｲﾁ （16:50:37）ｅＡ神奈川427
580 Michael Ambrosio （16:51:25）428
164 松島　倫明 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾁｱｷ （16:51:27）トレイル鳥羽429
692 木内　裕子 ｷｳﾁ ﾕｳｺ （16:51:33）ラントレ関西430
478 藏野　裕介 ｸﾗﾉ ﾕｳｽｹ （16:51:37）431
405 小谷　邦彦 ｺﾀﾆ ｸﾆﾋｺ （16:52:05）432
426 池田　正樹 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ （16:52:36）ＷＲＣ433
518 河田　真吾 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝｺﾞ （16:52:39）TEAM松永434
313 齋藤　伸也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ （16:52:57）東京陸協435
466 加藤　孝之 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ （16:54:26）東京スイーツ436
612 伊達　京子 ﾀﾞﾃ ｷｮｳｺ （16:55:03）437
42 直鳥　裕樹 ﾅｵﾄﾘ ﾕｳｷ （16:55:57）チガジョグ438
269 江口　尚宏 ｴｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ （16:56:03）439
715 東田　ひろ子 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾋﾛｺ （16:57:51）440
457 森下　義典 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾉﾘ （16:59:11）こあしす山民会441
574 臼井　正昭 ｳｽｲ ﾏｻｱｷ （17:00:29）信州トレマン442
498 内山　千尋 ｳﾁﾔﾏ ﾁﾋﾛ （17:00:30）信州トレマン443
252 荒井　淳一 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ （17:00:40）444
504 池田　岳紡 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾂﾑ （17:00:51）445
400 白石　敦 ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ （17:00:57）ＴＥＡＭＩＲＤ446
625 小野　純子 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｺ （17:01:34）447
80 永田　大 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲ （17:01:35）448
698 萬代　和美 ﾏﾝﾀﾞｲ ｶｽﾞﾐ （17:01:36）ＲＷＳ449
65 沖　聡 ｵｷ ｻﾄｼ （17:01:39）450
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

283 伊藤　大悟 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ （17:02:23）トレイル鳥羽451
632 黒岩　友紀 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ （17:02:45）452
215 渡辺　隆之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ （17:03:51）ＡＶＲＣ神奈川453
234 佐藤　大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞｭ （17:03:56）ＤＡＩＧＯ！！454
522 橋本　唯一 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ （17:04:20）ＤＡＩＧＯ！！455
460 伊東　総一郎 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ （17:04:24）456
658 元辻　英惠 ﾓﾄﾂｼﾞ ﾊﾅｴ （17:04:41）457
696 文野　綾子 ﾌﾐﾉ ｱﾔｺ （17:04:50）458
634 谷本　智子 ﾀﾆﾓﾄ ﾄﾓｺ （17:05:10）トレイル鳥羽459
228 前田　恵司 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｼﾞ （17:05:51）460
419 水谷　彰吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ （17:06:11）江別市立病院461
50 鈴木　誠之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ （17:07:37）セコメディック462
548 伊藤　博志 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ （17:07:45）patagonia463
280 野田　正雄 ﾉﾀﾞ ﾏｻｵ （17:09:14）短パン学園464
431 高橋　秀徳 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ （17:10:41）心折れ部465
474 菊池　基之 ｷｸﾁ ﾓﾄﾕｷ （17:10:43）ＱＵＥＳＴ466
115 小池　健 ｺｲｹ ﾀｹｼ （17:10:59）467
330 坪井　誠 ﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ （17:11:52）めばるＲＣ468
256 生島　徹 ｲｸｼﾏ ﾄｵﾙ （17:11:53）少路おやじの会469
527 岡部　克則 ｵｶﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ （17:11:58）470
364 大山　俊洋 ｵｵﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ （17:12:15）471
479 芳賀　亮 ﾊｶﾞ ﾘｮｳ （17:12:18）472
667 福山　清美 ﾌｸﾔﾏ ｷﾖﾐ （17:12:21）走翔473
52 菊池　正幸 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ （17:13:26）ＴＥＡＭ８４０474
461 齊藤　祐哉 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ （17:14:08）475
644 平林　博美 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ （17:15:14）ＭＵＳＵＢＩ476
710 大橋　礼子 ｵｵﾊｼ ﾚｲｺ （17:16:43）ＳＨＩＲＯＫＩ☆477
38 長井　良介 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｽｹ （17:16:46）478
446 山本　裕文 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ （17:18:14）京都トライアスロンクラブ479
259 高橋　政則 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ （17:18:53）480
497 田口　博伸 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ （17:18:57）Team VIE DE FRANCE481
308 奥山　賢治 ｵｸﾔﾏ ｹﾝｼﾞ （17:19:29）こあしす山民会482
250 田見　雅彦 ﾀﾐ ﾏｻﾋｺ （17:22:47）Team☆M483
135 小澤　盛夫 ｵｻﾞﾜ ﾓﾘｵ （17:22:54）484
582 Philip Tye （17:23:38）485
566 高島　敏光 ﾀｶｼﾏ ﾄｼﾐﾂ （17:25:04）宴会隊486
502 林　高則 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ （17:25:13）487
550 加藤　卓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ （17:26:25）488
151 井上　剛 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ （17:26:27）丸の内馬丘山部489
213 古山　康夫 ﾌﾙﾔﾏ ﾔｽｵ （17:28:37）野田ＲＣ490
99 大野　晃正 ｵｵﾉ ｱｷﾏｻ （17:29:16）PaaGo WoRkS491
28 佐野　耕太郎 ｻﾉ ｺｳﾀﾛｳ （17:30:49）492
108 小林　雄志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ （17:31:17）ＫＫＣ　ＲＣ493
264 柳　龍輝 ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｷ （17:31:24）コンタクトオフ494
660 鈴木　磨美 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ （17:31:25）漆黒495
642 黒瀬　まゆみ ｸﾛｾ ﾏﾕﾐ （17:31:27）九州爆走女496
691 高橋　久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ （17:31:59）U-TANCLUB497
694 石原　めぐみ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ （17:32:02）ラントレ関西498
509 南村　哲司 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ （17:32:53）はなはなAC499
184 藤井　貴矢 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾔ （17:33:19）500
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属
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男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

643 簗瀬　智美 ﾔﾅｾ ﾄﾓﾐ （17:33:35）501
238 加藤　陽造 ｶﾄｳ ﾖｳｿﾞｳ （17:33:42）★★ＦＲＣ★★502
484 勝村　航治 ｶﾂﾑﾗ ｺｳｼﾞ （17:33:45）アネシス503
46 増田　康 ﾏｽﾀﾞ ｺｳ （17:33:47）ダブルス504
279 柳原　尚史 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ （17:33:50）505
97 滝澤　栄介 ﾀｷｻﾞﾜ ｴｲｽｹ （17:34:01）株式会社　吉田506
378 片野　雅彦 ｶﾀﾉ ﾏｻﾋｺ （17:35:18）愛媛三戦士507
218 尾崎　修一 ｵｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ （17:35:34）508
382 曽根　太一 ｿﾈ ﾀｲﾁ （17:37:02）509
392 中嶋　隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳ （17:38:03）ニクブ510
44 森川　智由 ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾕｷ （17:39:57）511
219 小林　威宣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾉﾌﾞ （17:40:01）512
480 相澤　広記 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｷ （17:40:33）ＳＥＶＯ513
555 安積　功高 ｱﾂﾞﾐ ﾖｼﾀｶ （17:41:36）ザ･スペース514
370 塩崎　慶一郎 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ （17:41:45）515
352 橘田　哲也 ｷｯﾀ ﾃﾂﾔ （17:44:37）ＤＲＣ516
664 坂井　仁美 ｻｶｲ ﾋﾄﾐ （17:45:25）517
92 西河　知也 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾔ （17:46:46）セコメディック518
469 田守　順一朗 ﾀﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ （17:46:52）タモリマッサー519
672 越後貫　成美 ｵｺﾞﾇｷ ﾅﾙﾐ （17:49:13）加波一族520
716 田村　晃子 ﾀﾑﾗ ｱｷｺ （17:49:49）☆一人組521
332 木戸　智行 ｷﾄﾞ ﾄﾓﾕｷ （17:50:02）しろくま522
210 田中　康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ （17:50:15）世田谷クミン523
404 リダケール　アラ ﾘﾀﾞｹｰﾙ ｱﾗﾝ （17:52:01）短パン学園524
178 山下　幸佑 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ （17:52:42）525
101 冨田　有祐 ﾄﾐﾀﾞ ﾕｳｽｹ （17:52:43）526
149 佐藤　英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ （17:53:08）527
268 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ （17:53:20）528
316 小笠原　士郎 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾛｳ （17:54:00）529
338 岩崎　敏昭 ｲﾜｻｷ ﾄｼｱｷ （17:54:24）530
61 福田　英則 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ （17:56:45）京都税理士ＲＣ531
45 牧田　圭介 ﾏｷﾀ ｹｲｽｹ （17:58:06）Morimura Bros．，532
663 佐々木　奈津子 ｻｻｷ ﾅﾂｺ （17:58:53）533
22 山本　敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ （17:58:54）534
150 篠原　真 ｼﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ （17:59:26）535
428 佐々木　裕行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ （17:59:41）ＴＥＡＭ２２９536
524 長嶋　良男 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ （17:59:44）ＴＥＡＭ 松永537
160 小玉　聡 ｺﾀﾞﾏ ｻﾄｼ （17:59:59）538
720 森　美奈子 ﾓﾘ ﾐﾅｺ （18:00:01）539
154 加々島　雄治 ｶｶﾞｼﾏ ﾕｳｼﾞ （18:00:08）ＲＷＳ540
93 北野　俊太郎 ｷﾀﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ （18:00:41）541
103 峯川　貴博 ﾐﾈｶﾜ ﾀｶﾋﾛ （18:04:38）542
514 高津　修 ﾀｶﾂ ｵｻﾑ （18:04:42）TRAIL GUMPS543
459 竹島　正道 ﾀｹｼﾏ ﾏｻﾐﾁ （18:04:43）フォーミュラ１544
728 土田　相子 ﾂﾁﾀﾞ ｱｲｺ （18:04:47）545
626 佐伯　紀和 ｻｲｷ ｷﾜ （18:05:42）マラソン完走Ｃ546
649 川原　真由美 ｶﾜﾊﾗ ﾏﾕﾐ （18:05:44）547
208 津川　智明 ﾂｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ （18:05:56）Ｂ２Ｒ548
700 倉堀　早苗 ｸﾗﾎﾘ ｻﾅｴ （18:06:16）短パン学園549
254 古村　雅幸 ﾌﾙﾑﾗ ﾏｻﾕｷ （18:06:20）おやべＲＣ550
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録所属

信越五岳トレイルランニングレース2013 2013年9月15-16日

男女総合　【フィニッシュ】
※台風接近に伴う特別措置のため、
制限時間内に8A（第3関門）に到達
した選手は完走とみなします。

321 阪上　守人 ｻｶｳｴ ﾓﾘﾄ （18:07:34）551
682 秦　恭子 ﾊﾀ ｷｮｳｺ （18:07:49）いちごオレ552
622 和田　礼子 ﾜﾀﾞ ﾚｲｺ （18:10:25）553
722 熊田　陽子 ｸﾏﾀﾞ ﾖｳｺ （18:11:35）554
281 須藤　啓明 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ （18:11:50）555
302 竹内　泰郎 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ （18:12:13）556
85 川上　幹雄 ｶﾜｶﾐ ﾐｷｵ （18:13:12）信州トレマン557
444 安藤　淳禎 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾖｼ （18:13:16）558
27 津田　宗男 ﾂﾀﾞ ﾑﾈｵ （18:16:57）チームみんみん559
610 小田切　かおり ｵﾀｷﾞﾘ ｶｵﾘ （18:17:18）ＩＢＵＫＩ560
130 浅田　圭一 ｱｻﾀﾞ ｹｲｲﾁ （18:17:19）ＩＢＵＫＩ561
475 幡木　靖裕 ﾊﾀｷﾞ ﾔｽﾋﾛ （18:17:34）あふろ道562
248 松田　道弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ （18:18:34）ＡＶＲＣ千葉563
583 Shane Knowler （18:19:18）564
636 中村　さつき ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ （18:20:18）ＭＹ☆ＳＴＡＲ565
689 中島　英摩 ﾅｶｼﾞﾏ ｴﾏ （18:20:41）566
246 鳴川　宜邦 ﾅﾙｶﾜ ﾖｼｸﾆ （18:21:49）567
353 桑原　豊 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾀｶ （18:23:12）568
379 佐野　正 ｻﾉ ﾏｻｼ （18:24:03）PaaGo WoRkS569
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