
"いこ丸"パークトレイル・ランニング シリーズ2022  第１戦

(as of Jan.,10,2022)

チケット名 レースナンバー 申込者氏名 申込者氏名（カナ） 性別 年齢

1 3戦一括 5周 1 高橋 豊 タカハシ ユタカ 男性 42

2 3戦一括 5周 2 後閑 文子 ゴカン フミコ 女性 60

3 3戦一括 5周 3 及川 法雄 オイカワ ノリオ 男性 44

4 3戦一括 5周 4 松永 涼汰 マツナガ リョウタ 男性 28

5 3戦一括 5周 5 守屋 佑一 モリヤ ユウイチ 男性 33

6 3戦一括 5周 6 山崎 晃 ヤマザキ アキラ 男性 65

7 3戦一括 5周 7 青木 誠 アオキ マコト 男性 52

8 3戦一括 5周 8 久我 隆弘 クガ タカヒロ 男性 64

9 3戦一括 5周 9 CrossX_1

10 3戦一括 5周 10 CrossX_2

11 3戦一括 5周 11 CrossX_3

12 3戦一括 5周 12 CrossX_4

13 3戦一括 5周 13 CrossX_5

14 第１戦５周（10.5ｋｍ） 21 久家 祥子 クガ ショウコ 女性 59

15 第１戦５周（10.5ｋｍ） 22 千葉 修平 チバ シュウヘイ 男性 49

16 第１戦５周（10.5ｋｍ） 23 伊藤 幹樹 イトウ カンジュ 男性 28

17 第１戦５周（10.5ｋｍ） 24 佐藤 亮太 サトウ リョウタ 男性 31

18 第１戦５周（10.5ｋｍ） 25 山口 晃太郎 ヤマグチ コウタロウ 男性 43

19 第１戦５周（10.5ｋｍ） 26 諸戸 聡 モロト サトシ 男性 50

20 第１戦５周（10.5ｋｍ） 27 菅 遼太朗 スガ リョウタロウ 男性 15

21 第１戦５周（10.5ｋｍ） 28 川村 亮介 カワムラ リョウスケ 男性 36

22 第１戦５周（10.5ｋｍ） 29 池内 健人 イケウチ ケント 男性 23

23 第１戦５周（10.5ｋｍ） 30 土屋 卓也 ツチヤ タクヤ 男性 34

24 第１戦５周（10.5ｋｍ） 31 植原 希恵 ウエハラ キエ 女性 26

25 第１戦５周（10.5ｋｍ） 32 松村 俊和 マツムラ トシカズ 男性 42

26 第１戦５周（10.5ｋｍ） 33 露木 雅 ツユキ ヒトシ 男性 34

27 第１戦５周（10.5ｋｍ） 34 渡辺 達也 ワタナベ タツヤ 男性 52

28 第１戦５周（10.5ｋｍ） 35 石田 泰啓 イシダ ヤスヒロ 男性 16

29 第１戦５周（10.5ｋｍ） 36 川島 隆弘 カワシマ タカヒロ 男性 51

30 第１戦５周（10.5ｋｍ） 37 鈴田 祥三 スズタ ショウゾウ 男性 48

31 第１戦５周（10.5ｋｍ） 38 福原 雅朗 フクハラ マサアキ 男性 42

32 第１戦５周（10.5ｋｍ） 39 越膳 英喜 エツゼン ヒデキ 男性 49

33 第１戦５周（10.5ｋｍ） 41 (招待/予備1)

34 第１戦５周（10.5ｋｍ） 42 (招待/予備2)

35 3戦一括 10周 101 西尾 文吾 ニシオ ブンゴ 男性 26

36 3戦一括 10周 102 松田 陽子 マツダ ヨウコ 女性 45

37 3戦一括 10周 103 山本 陽介 ヤマモト ヨウスケ 男性 42

38 3戦一括 10周 104 宮下 正徳 ミヤシタ マサノリ 男性 47

39 3戦一括 10周 105 吉岡 隆 ヨシオカ タカシ 男性 54

40 3戦一括 10周 106 八木 慶太 ヤギ ケイタ 男性 37

41 3戦一括 10周 107 武田 幸久 タケダ ヨシヒサ 男性 46

42 3戦一括 10周 108 上田 泰弘 ウエダ ヤスヒロ 男性 45



(as of Jan.,10,2022)

チケット名 レースナンバー 申込者氏名 申込者氏名（カナ） 性別 年齢

43 3戦一括 10周 109

44 第１戦10周（21ｋｍ） 111 上杉 裕子 ウエスギ ヒロコ 女性 55

45 第１戦10周（21ｋｍ） 112 寺田 智哉 テラダ トモヤ 男性 34

46 第１戦10周（21ｋｍ） 113 河野 雄一郎 コウノ ユウイチロウ 男性 37

47 第１戦10周（21ｋｍ） 114 東條 薫 トウジョウ カオル 女性 64

48 第１戦10周（21ｋｍ） 115 石川 智晴 イシカワ チハル 男性 17

49 第１戦10周（21ｋｍ） 116 福森 慎一 フクモリ シンイチ 男性 49

50 第１戦10周（21ｋｍ） 117 後藤 広幸 ゴトウ ヒロユキ 男性 56

51 第１戦10周（21ｋｍ） 118 酒井 星 サカイ ホシ 男性 48

52 第１戦10周（21ｋｍ） 119 水野 龍浩 ミズノ タツヒロ 男性 45

53 第１戦10周（21ｋｍ） 120 藤本 真 フジモト マコト 男性 54

54 第１戦10周（21ｋｍ） 121 中西 めぐみ ナカニシ メグミ 女性 48

55 第１戦10周（21ｋｍ） 122 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 30

56 第１戦10周（21ｋｍ） 123 東 義輝 アズマ ヨシテル 男性 73

57 第１戦10周（21ｋｍ） 124 楠部 幸路 ナンブ コウジ 男性 35

58 第１戦10周（21ｋｍ） 125 波田野 全 ハタノ ゼン 男性 44

59 第１戦10周（21ｋｍ） 126 阿部 雄大 アベ ユウダイ 男性 17

60 第１戦10周（21ｋｍ） 127 高橋 亜任太 タカハシ アニタ 男性 37

61 第１戦10周（21ｋｍ） 128 橋本 睦美 ハシモト ムツミ 女性 56

62 第１戦10周（21ｋｍ） 129 末光 恵 スエミツ メグミ 女性 47

63 第１戦10周（21ｋｍ） 130 中臺 和典 ナカダイ カズノリ 男性 53

64 第１戦10周（21ｋｍ） 131 佐藤 孝洋 サトウ タカヒロ 男性 49

65 第１戦10周（21ｋｍ） 132 政金 健太郎 マサカネ ケンタロウ 男性 45

66 第１戦10周（21ｋｍ） 133 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 男性 40

67 第１戦10周（21ｋｍ） 134 吉崎 貴夫 ヨシザキ タカオ 男性 46

68 第１戦10周（21ｋｍ） 135 大沼 真也 オオヌマ シンヤ 男性 44

69 第１戦10周（21ｋｍ） 136 鈴木 健吾 スズキ ケンゴ 男性 47

70 第１戦10周（21ｋｍ） 137 杉澤 慎介 スギサワ シンスケ 男性 46

71 第１戦10周（21ｋｍ） 138 神谷 佐知子 カミヤ サチコ 女性 43

72 第１戦10周（21ｋｍ） 139 武部 健一 タケベ ケンイチ 男性 41

73 第１戦10周（21ｋｍ） 140 前田 隆 マエダ タカシ 男性 45

74 第１戦10周（21ｋｍ） 141 浅井 秀治 アサイ ヒデハル 男性 49

75 第１戦10周（21ｋｍ） 142 笹沼 征雄 ササヌマ ユキオ 男性 48

76 第１戦10周（21ｋｍ） 143 堀内 克昌 ホリウチ カツマサ 男性 46

77 第１戦10周（21ｋｍ） 144 奥田 浩也 オクダ ヒロヤ 男性 39

78 第１戦10周（21ｋｍ） 145 石川 勝敏 イシカワ カツトシ 男性 38

79 第１戦10周（21ｋｍ） 146 山崎 隆史 ヤマザキ タカシ 男性 64

80 第１戦10周（21ｋｍ） 147 山口 翔平 ヤマグチ ショウヘイ 男性 32

81 第１戦10周（21ｋｍ） 151 (招待/予備3)

82 第１戦10周（21ｋｍ） 152 (招待/予備4)


