
①4月24日（土）南阿蘇ラン
■男子の部
ゼッケンNo. 選手名 フリガナ 2日間エントリー

1 藤本 祐輔 フジモト ユウスケ ●

2 坂本 竜一 サカモト リュウイチ ●

3 中山 潤哉 ナカヤマ ジュンヤ ●

4 東 晃一 ヒガシ コウイチ ●

5 坂本 憲昭 サカモト ノリアキ ●

6 小見 明之 オミ アキユキ ●

7 田尻 真一 タジリ シンイチ ●

8 本田 仁 ホンダ ヒトシ ●

9 細田 義之 ホソダ ヨシユキ ●

10 谷村 潤也 タニムラ ジュンヤ ●

11 中山 智之 ナカヤマ トモユキ ●

12 ⾧尾 学 ナガオ マナブ ●

13 壹岐 龍二 イキ リュウジ ●

14 瀧本 裕之 タキモト ヒロユキ ●

15 田上 徹 タノウエ トオル ●

16 三品 裕也 ミシナ ユウヤ ●

17 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ ●

18 山縣 亮 ヤマガタ リョウ ●

19 宮部 真成 ミヤベ マサナリ ●

20 堀 憲生 ホリ ノリオ ●

21 田中 智彦 タナカ トモヒコ ●

22 箱田 雅也 ハコダ マサヤ ●

23 中森 和樹 ナカモリ カズキ ●

24 浅井 啓司 アサイ ヒロシ ●

25 満木 孝治 ミツキ コウジ ●

26 甲斐 伸治 カイ シンジ ●

27 ⾧友 正和 ナガトモ マサカズ ●

28 坂井 雅也 サカイ マサヤ ●

29 出水 春洋 イズミ ハルヒロ ●

30 京田 圭一郎 キョウデン ケイイチロウ ●

31 山下 雅人 ヤマシタ マサト ●

32 上原 将男 ウエハラ マサオ ●

33 西村 久徳 ニシムラ ヒサノリ ●

34 片渕 俊彦 カタフチ トシヒコ ●

35 松園 書幸 マツゾノ ノブユキ ●

36 村上 博秋 ムラカミ ヒロアキ ●

37 鍋島 保徳 ナベシマ ヤスノリ ●

38 松山 文治 マツヤマ フミハル ●

39 杉原 一成 ●

40 谷嶋 三義 ●

101 村上 友一 ムラカミ ユウイチ
102 八河 博昭 ヤツカワ ヒロアキ
103 浦本 康晴 ウラモト ヤスハル
104 芳坂 真一郎 ヨシザカ シンイチロウ
105 古賀 博孝 コガ ヒロタカ
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①4月24日（土）南阿蘇ラン
■男子の部
ゼッケンNo. 選手名 フリガナ 2日間エントリー

106 久富 浩介 ヒサトミ コウスケ
107 牧寺 俊明 マキデラ トシアキ
108 郷 良尚 ゴウ ヨシヒサ
109 塚本 浩一 ツカモト コウイチ
110 上村 美博 ウエムラ ヨシヒロ
111 坂梨 修二 サカナシ シュウジ
112 木村 信人 キムラ ノブト
113 伊藤 喜春 イトウ ヨシハル
114 石田 昌護 イシダ ショウゴ
115 佐藤 和彦 サトウ カズヒコ
116 吉川 亮 ヨシカワ リョウ
117 住吉 武雄 スミヨシ タケオ
118 中山 慎治 ナカヤマ シンジ
119 中村 正徳 ナカムラ マサノリ
120 鮫島 功継 サメシマ ヨシツグ
121 小柳 利宏 コヤナギ トシヒロ
122 清水 豪 シミズ タケシ
123 木庭 翔一郎 コバ ショウイチロウ
124 佐藤 宏貴 サトウ ヒロタカ
125 菊若 龍一 キクワカ リュウイチ
126 田中 忠光 タナカ タダミツ
127 坂本 寛寿 サカモト ヒロヒサ
128 野元 翔太郎 ノモト ショウタロウ
129 可児 天治 カニ テンジ
130 赤星 公浩 アカホシ キミヒロ
131 石元 光弘 イシモト ミツヒロ
132 桑原 貴洋 クワハラ タカヒロ
133 猪口 耕成 イノクチ コウセイ
134 ⾧谷川 伸一 ハセガワ シンイチ
135 串野 栄次 グシノ エイジ
136 高濱 隆宏 タカハマ タカヒロ
137 大宅 良輔 オオヤ リョウスケ
138 的野 晴如 マトノ ハルヨシ
139 ⾧ 隆昭 チョウ タカアキ
140 平田 肇 ヒラタ ハジメ
141 山本 和宏 ヤマモト カズヒロ
142 後藤 勉 ゴトウ ツトム
143 犬童 昭洋 インドウ アキヒロ
144 高木 隆明 タカギ タカアキ
145 内田 晋吾 ウチダ シンゴ
146 豊田 浩三 トヨダ コウゾウ
147 平岡 大輔 ヒラオカ ダイスケ
148 三島 幸宏 ミシマ ユキヒロ
149 本木 真二 モトキ シンジ
150 小田 貴史 オダ タカフミ
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■男子の部
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151 岡野 雄一 オカノ ユウイチ
152 古庄 宏次 フルショウ コウジ
153 渡邉 裕之 ワタナベ ヒロユキ
154 井上 信哉 イノウエ シンヤ
155 福島 諭 フクシマ サトシ
156 坂本 知芳 サカモト トモヨシ
157 鎮西 武文 チンゼイ タケフミ
158 原 大祐 ハラ ダイスケ
159 田中 寛人 タナカ ノリヒト
160 西田 清一 ニシダ セイイチ
161 小宮 英治 コミヤ エイジ
162 藤川 博史 フジカワ ヒロシ
163 重浦 憲一郎 シゲウラ ケンイチロウ
164 吉田 龍義 ヨシダ タツヨシ
165 天明 敏行 テンミョウ トシユキ
166 畭 友洋 ハリ トモヒロ
167 藤川 信久 フジカワ ノブヒサ
168 早川 幸秀 ハヤカワ ユキヒデ
169 阪口 隆利 サカグチ タカトシ
170 尼崎 一樹 アマガサキ カズキ
171 村田 直 ムラタ スナオ
172 ⿁島 政春 キジマ マサハル
173 永井 敦 ナガイ アツシ
174 木村 佳樹 キムラ ヨシキ
175 栗巣 吉文 クリス ヨシフミ
176 髙森 誠 タカモリ マコト
177 永田 博志 ナガタ ヒロシ
178 渕上 博明 フチガミ ヒロアキ
179 大田黒 隆裕 オオタグロ タカヒロ
180 小原 啓揮 オハラ ヒロキ
181 児島 哲二 コジマ テツジ
182 瀬戸 基 セト モトキ
183 姫野 孝幸 ヒメノ タカユキ
184 田中 政隆 タナカ マサタカ
185 佐藤 大和 サトウ ヤマト
186 矢次 泰明 ヤツギ ヤスアキ
187 徳渕 慎也 トクブチ シンヤ
188 本間 智希 ホンマ トモキ
189 栗原 慎治 クリハラ シンジ
190 西 一貴 ニシ カズタカ
191 白石 幸一 シライシ コウイチ
192 新木 公一 アラキ コウイチ
193 前田 美千男 マエダ ミチオ
194 濱田 洋輔 ハマダ ヨウスケ
195 富田 実夫 トミタ ジツオ
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196 由良 慶二郎 ユラ ケイジロウ
197 波江野 賢 ハエノ マサル
198 木下 政高 キノシタ マサタカ
199 永守 国行 ナガモリ クニユキ
200 永守 国俊 ナガモリ クニトシ
201 平川 大計 ヒラカワ ヒロカズ
202 足立 栄介 アダチ エイスケ
203 ⾧友 一彦 ナガトモ カズヒコ
204 黒田 徳久 クロダ ノリヒサ
205 杉本 翔太 スギモト ショウタ
206 島田 政吉 シマダ マサキチ
207 板井 爽平 イタイ ソウヘイ
208 下村 和義 シモムラ カズノリ
209 豊田 重樹 トヨタ゛ シケ゛キ
210 矢野 嘉徳 ヤノ ヨシノリ
211 松隈 俊幸 マツクマ トシユキ
212 益永 一幸 マスナガ カズユキ
213 佐竹 伸也 サタケ シンヤ
214 松村 和季 マツムラ カズキ
215 伊藤 敬一郎 イトウ ケイイチロウ
216 来海 祐樹 キマチ ユウキ
217 丸野 真一
218 城 康夫
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①4月24日（土）南阿蘇ラン
■女子の部
ゼッケンNo. 選手名 フリガナ 2日間エントリー

51 飯田 妙子 イイダ タエコ ●

52 阿部 美香 アベ ミカ ●

301 村田 知子 ムラタ トモコ
302 吉井 めぐみ ヨシイ メグミ
303 坂井 千春 サカイ チハル
304 渡辺 ひろみ ワタナベ ヒロミ
305 岡本 彩美 オカモト サユミ
306 本田 恵美 ホンダ エミ
307 村上 彩香 ムラカミ アヤカ
308 菅野 やよい カンノ ヤヨイ
309 岩田 桂子 イワタ ケイコ
310 村山 悠子 ムラヤマ ユウコ
311 ⾧瀬 結花 ナガセ ユカ
312 山賀 操 ヤマガ ミサオ
313 青山 洋子 アオヤマ ヨウコ
314 奥田 めぐみ オクダ メグミ
315 岩村 聖華 イワムラ セイカ
316 久保田 愛子 クボタ アイコ
317 竹中 圭子 タケナカ ケイコ
318 ⾧野 葉子 ナガノ ヨウコ
319 吉住 真希 ヨシズミ マキ
320 松村 いずみ マツムラ イズミ
321 堤 澄子
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②4月25日（日）北阿蘇ラン
■男子の部
ゼッケンNo. 選手名 フリガナ 2日間エントリー

1 藤本 祐輔 フジモト ユウスケ ●

2 坂本 竜一 サカモト リュウイチ ●

3 中山 潤哉 ナカヤマ ジュンヤ ●

4 東 晃一 ヒガシ コウイチ ●

5 坂本 憲昭 サカモト ノリアキ ●

6 小見 明之 オミ アキユキ ●

7 田尻 真一 タジリ シンイチ ●

8 本田 仁 ホンダ ヒトシ ●

9 細田 義之 ホソダ ヨシユキ ●

10 谷村 潤也 タニムラ ジュンヤ ●

11 中山 智之 ナカヤマ トモユキ ●

12 ⾧尾 学 ナガオ マナブ ●

13 壹岐 龍二 イキ リュウジ ●

14 瀧本 裕之 タキモト ヒロユキ ●

15 田上 徹 タノウエ トオル ●

16 三品 裕也 ミシナ ユウヤ ●

17 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ ●

18 山縣 亮 ヤマガタ リョウ ●

19 宮部 真成 ミヤベ マサナリ ●

20 堀 憲生 ホリ ノリオ ●

21 田中 智彦 タナカ トモヒコ ●

22 箱田 雅也 ハコダ マサヤ ●

23 中森 和樹 ナカモリ カズキ ●

24 浅井 啓司 アサイ ヒロシ ●

25 満木 孝治 ミツキ コウジ ●

26 甲斐 伸治 カイ シンジ ●

27 ⾧友 正和 ナガトモ マサカズ ●

28 坂井 雅也 サカイ マサヤ ●

29 出水 春洋 イズミ ハルヒロ ●

30 京田 圭一郎 キョウデン ケイイチロウ ●

31 山下 雅人 ヤマシタ マサト ●

32 上原 将男 ウエハラ マサオ ●

33 西村 久徳 ニシムラ ヒサノリ ●

34 片渕 俊彦 カタフチ トシヒコ ●

35 松園 書幸 マツゾノ ノブユキ ●

36 村上 博秋 ムラカミ ヒロアキ ●

37 鍋島 保徳 ナベシマ ヤスノリ ●

38 松山 文治 マツヤマ フミハル ●

39 杉原 一成 ●

40 谷嶋 三義 ●

401 大保 明広 ダイホ アキヒロ
402 山本 武史 ヤマモト タケシ
403 野田 幹也 ノダ ミキヤ
404 穴井 隆二 アナイ リュウジ
405 村上 元気 ムラカミ ゲンキ
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406 山部 哲範 ヤマベ テツノリ
407 佐藤 充 サトウ ミツル
408 橋本 斉也 ハシモト セイヤ
409 坂井 隆文 サカイ タカフミ
410 本田 城光 ホンダ ジョウコウ
411 蔵森 貴士 クラモリ タカシ
412 石井 克久 イシイ カツヒサ
413 吉田 義美 ヨシダ ヨシミ
414 林 尚倫 ハヤシ ナオミチ
415 並川 彦浩 ナミカワ ヨシヒロ
416 上野 竜也 ウエノ タツヤ
417 外戸口 省太 ケトグチ ショウタ
418 前村 孝和 マエムラ タカカズ
419 日高 健治 ヒダカ ケンジ
420 渡邉 信介 ワタナベ シンスケ
421 村枝 稔 ムラエダ ミノル
422 森崎 由貴 モリサキ ヨシタカ
423 川口 和彦 カワグチ カズヒコ
424 ⿁塚 智行 オニツカ トモユキ
425 上原 竜一 ウエハラ リュウイチ
426 岩男 拓 イワオ タク
427 小川 慎一郎 オガワ シンイチロウ
428 秋元 一樹 アキモト カズキ
429 和田 浩平 ワダ コウヘイ
430 仲野 浩章 ナカノ ヒロアキ
431 森 優希 モリ ユウキ
432 定房 敏明 サダフサ トシアキ
433 中村 慎一 ナカムラ シンイチ
434 冨田 祐介 トミタ ユウスケ
435 荒川 知春 アラカワ トモハル
436 菊池 竜也 キクチ タツヤ
437 山脇 佑斗 ヤマワキ ユウト
438 足立 真澄 アダチ マスミ
440 石井 稔 イシイ ミノル
441 古閑 健晃 コガ タケアキ
442 吉田 浩太 ヨシダ コウタ
443 甲斐 弘高 カイ ヒロタカ
444 橋本 和久 ハシモト カズヒサ
445 山口 雅嗣 ヤマグチ マサツグ
446 美濃 尚人 ミノウ ナオト
447 滋井 邦晃 シゲイ クニアキ
448 橋本 武憲 ハシモト タケノリ
449 澁谷 洋太郎 シブヤ ヨウタロウ
450 田平 拓也 タヒラ タクヤ
451 吉岡 祐誠 ヨシオカ ユウセイ
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452 宮津 将伍 ミヤヅ ショウゴ
453 二子石 諒斗 フタゴイシ リョウト
454 二宮 誠司 ニノミヤ セイジ
455 釘岡 適良 クギオカ テキラ
456 富松 和章 トミマツ カズアキ
457 久保山 悟 クボヤマ サトル
458 若宮 誠 ワカミヤ マコト
459 松岡 貴博 マツオカ タカヒロ
460 浜田 伸一 ハマダ シンイチ
461 安達 卓之 アダチ タクユキ
462 東田 宏二 ヒガシダ コウジ
463 中嶋 裕貴 ナカシマ ユウキ
464 黒田 実 クロダ ミノル
465 山下 暁彦 ヤマシタ アキヒコ
466 古木 秀卓 フルキ シュウタク
467 林田 任史 ハヤシダ ヒデフミ
468 引地 勇二 ヒキチ ユウジ
469 前田 直也 マエダ ナオヤ
470 比嘉 寛
471 岡村 理史
472 森林 武児
473 三宅 弘通
474 岡﨑 尚人



②4月25日（日）北阿蘇ラン
■女子の部
ゼッケンNo. 選手名 フリガナ 2日間エントリー

51 飯田 妙子 イイダ タエコ ●
52 阿部 美香 アベ ミカ ●
501 城 沙織 ジョウ サオリ
502 岩下 明 イワシタ アカリ
503 内野 美里子 ウチノ ミサコ
504 上野 友紀 ウエノ ユキ
505 佐川 嘉代子 サガワ カヨコ
506 萩原 智子 ハギワラ トモコ
507 神崎 陽子 カンザキ ヨウコ
508 川又 遥 カワマタ ハルカ
509 内田 朱音 ウチダ アカネ
510 山野 菜穂 ヤマノ　ナホ
511 前渕 まなみ マエブチ　マナミ
512 田畑 美和子 タバタ　ミワコ
513 山田 弥生 ヤマダ　ヤヨイ
514 二子石 真紀 フタゴイシ　マキ
515 橋本 よしみ ハシモト　ヨシミ
516 田口 美樹 タグチ　ミキ
517 宮本 優子 ミヤモト　ユウコ
518 板井 志歩 イタイ　シホ
519 宮本 あかね ミヤモト　アカネ
520 木原 晴美 キハラ ハルミ
521 種場 純子 タネバ ジュンコ
522 草原 三千香
523 所崎 代里香 トコロザキ ヨリカ
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