
■男子の部

No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

1 藤澤 明弘 山口県 RinRinRun 54 有田 忍 福岡県 おかげさま

2 榊原 光之 長崎県 timelag 55 福田 哲 佐賀県

3 濱 秀隆 長崎県 地獄のヒーロー 56 和田 正樹 山口県

4 野田 幹夫 福岡県 57 永元 良知 大分県 BORNinUSA

5 林 光平 福岡県 ハヤシヤカリー 58 東 哲也 熊本県

6 坂口 大輔 福岡県 59 平畑 克敏 福岡県

7 丸山 章造 鹿児島県 KNM 60 吉田 龍義 福岡県 ランジョグ九州

8 川本 昇平 長崎県 タイムラグ 61 瀬戸中 宏明 福岡県

9 綾部 優也 福岡県 62 筒井 侑哉 福岡県

10 藤澤 健一 福岡県 63 元田 宣久 福岡県

11 TOMPKINS BENJAMIN 福岡県 64 さかの しんいち 熊本県

12 岩岡 和也 大分県 65 逢坂 謡 福岡県

13 古川 洋一 福岡県 66 後藤 敦 長崎県 長崎新聞ＲＣ

14 斎藤 晃 長崎県 チームふなち 67 小林 和正 福岡県

15 楢崎 広和 福岡県 68 加戸 俊広 福岡県

16 福島 聖司 福岡県 69 湯本 和利 福岡県 49ers

17 飯星 幸利 福岡県 70 島田 保彦 福岡県

18 都留 実 福岡県 71 則松 和人 福岡県

19 梅本 豊 福岡県 72 内田 直邦 福岡県 はれるん福岡

20 大藏 克裕 福岡県 OziTora 73 波多野 哲司 大分県 3分歩こう。

21 立岡 千幸 福岡県 74 板野 辰彦 大分県

22 河村 剛 大分県 75 岡野 克彦 福岡県

23 造士 智大 大分県 76 工藤 勇治 福岡県

24 上總 徹 福岡県 77 井上 健一 福岡県 R×Lプラス

25 今泉 寛 福岡県 78 渡邊 修 福岡県 限界アスリートクラブ

26 田中 祐作 長崎県 長崎新聞ＲＣ 79 増田 康 東京都

27 田代 和之 福岡県 80 榎本 幸大郎 福岡県 鹿に育てられました。

28 大倉野 聡 福岡県 81 大川内 洋介 福岡県 福岡県庁

29 橋本 貴全 愛知県 82 西山 和彦 熊本県

30 川原 幸則 福岡県 83 佐々木 幸弘 福岡県

31 山本 和宏 山口県 84 佐藤 智郁 福岡県

32 見野 祐一 福岡県 85 津留崎 有三 広島県

33 佐藤 慎吾 大分県 86 林田 夕起夫 福岡県

34 小川 浩一郎 福岡県 チーム東公園 87 石川 樹一郎 福岡県 みんなで遊ぼう会

35 沼澤 一久 東京都 88 中村 好宏 福岡県

36 中村 弘文 福岡県 89 平岡 淳一 福岡県 みんなで遊ぼう会

37 亀岡 将照 福岡県 90 今川 誠 福岡県

38 長峰 敏男 長崎県 91 井上 義治 福岡県

39 山本 貴也 福岡県 RANGER 92 花村 謙太 福岡県 さくあさぱぱ

40 徳永 和也 福岡県 93 古場 大樹 大分県 大分市消防局

41 徳野 利幸 愛媛県 東京ハセツネクラブ 94 田中 貴 大分県 大分市消防局

42 永易 量行 神奈川県 95 後藤 篤史 福岡県 海面BASE

43 西嶋 利彦 福岡県 96 古庄 泰三 福岡県

44 浅井 義貴 福岡県 97 岩満 哲也 佐賀県 Ｑ-TRAIL

45 庄司 薫平 福岡県 98 田中 康二 福岡県

46 高津 啓一 福岡県 北九州ウルトラRC 99 浅井 啓司 福岡県 室見川RC

47 篠 達夫 長崎県 100 内田 涼太 大分県

48 本田 健嗣 山口県 しもそう 101 高木 順也 熊本県

49 原田 浩明 福岡県 気まぐれトレイル 102 坂井 威浩 佐賀県

50 山中 亮 福岡県 103 高藤 裕一 山口県 GENKI

51 脇元 隆次 福岡県 SMCフクオカ 104 竪野 勝 広島県

52 河津 攝 熊本県 105 藤本 直季 長崎県

53 平井 利文 福岡県 関門RP 106 岡戸 大樹 長崎県 TMNF

第1回 英彦山峰入り道トレイル　エントリーリスト



No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

107 竹尾 友佑 長崎県 160 吉玉 圭蔵 熊本県 エディオン

108 小松崎 鉄雄 長崎県 161 角 裕之 鹿児島県

109 飯山 俊成 福岡県 162 佐野 敏哉 神奈川県 金比羅オネオネ

110 中原 宏史郎 福岡県 163 高嶋 俊成 山口県

111 村内 裕宜 熊本県 164 森谷 聰一 福岡県 SMCLUB

112 判田 誠太 大分県 山伏 165 上村 圭介 熊本県 トレイルスキンヘッズ

113 古賀 勝弘 佐賀県 杵藤地区消防本部 166 太刀掛 司 広島県

114 木村 健一 熊本県 167 瀬田 航己 福岡県 首二陸

115 木村 佳樹 大分県 168 河野 浩誠 大分県

116 雪竹 高弘 福岡県 169 中神 黎 宮崎県

117 定方 弘文 長崎県 ランジョグ九州・沖縄 170 青木 隆 大分県

118 忠願寺 貴博 大分県 171 中島 弘喜 福岡県

119 東別府  剛 福岡県 172 長澤 泰輔 福岡県 まどかRC

120 川添 直樹 福岡県 NAS 姪浜 173 三原 輝久 大分県 ベビメタ山岳部延岡

121 渡辺 二郎 福岡県 飯能ヤマノススメ連合 174 中田 茂伸 福岡県

122 和田 真典 福岡県 175 栄 弘一 福岡県

123 東藤 正幸 大分県 176 黒岩 乙水 東京都 チーム100マイル

124 西原 知宏 熊本県 177 長谷川 潤 福岡県

125 山上 浩二 福岡県 178 坂上 健太郎 福岡県 ふーでぃーず

126 三宅 賢 福岡県 179 江越 利夫 福岡県

127 春田 真也 福岡県 180 山中 建志 広島県

128 浦本 秀志 熊本県 181 藤冨 慎一 福岡県

129 河村 貴行 福岡県 ITOマラニックラブ 182 臼井 雅俊 福岡県

130 山本 拓郎 大分県 183 鈴木 勝己 福岡県 日本生命

131 坂本 卓也 福岡県 184 長友 正和 宮崎県 延岡郵便局

132 大庭 信吾 福岡県 大庭自動車 185 井上 智久 福岡県

133 平山 亮 福岡県 湯布院ハンモックAC 186 徳留 詢也 鹿児島県 霧島トレラン自炊部

134 大塚 浩史 福岡県 宝満山

135 矢野 輝幸 大分県 冨迫青壮年 ■女子の部

136 小野 弘宇 福岡県 No. 名前 都道府県 所属

137 田井中 純 福岡県 201 坂井 真弓 福岡県

138 布田 雄司 熊本県 202 信国 敦子 福岡県 スクバロ☆

139 濱田 孝敏 熊本県 203 早稲田 奈都子 福岡県

140 大場 和久 福岡県 MRほんりく 204 中園 由紀 福岡県

141 向井 久貴 兵庫県 205 石井 陽子 熊本県 とれっく

142 髙森 誠 熊本県 206 江頭 郁子 福岡県

143 村上 徹 岡山県 207 伊藤 菜緒 福岡県

144 八木 翼 熊本県 208 高津 美佳 福岡県 北九州ウルトラRC

145 折野 克己 大分県 TRAQ 209 奥田 千恵 山口県

146 大森 亮介 大分県 210 齋藤 恵 福岡県 Q-trail

147 金丸 仁 福岡県 211 原田 たえこ 福岡県

148 三池 浩介 福岡県 ladder 212 椿谷 百合恵 福岡県

149 櫻井 修 大分県 213 井口 りほ 福岡県

150 原田 卓弘 北海道 マムート北海道 214 野村 叶枝 福岡県

151 平野 哲史 福岡県 215 隈 美千子 福岡県

152 近藤 政幸 福岡県 アンブレラ 216 田中 ぱんぴもん 福岡県

153 北村 健二 大阪府 217 金子 由夏 福岡県

154 山内 幸輝 福岡県 チームたれぞう 218 藤村 雅子 山口県

155 河邉 林太郎 福岡県 219 中尾 恵 福岡県

156 日高 友美 大分県 ボックル登山部 220 松岡 和美 熊本県

157 中村 雅徳 山口県 221 堀田 志帆 広島県

158 廣瀬 英也 福岡県 222 田中 明子 福岡県

159 三坂 洋輔 福岡県




