
■修験者コース 男子

No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

1 反中 祐介 北海道 Libra Blue Sheep 49 荒木 相善 長崎県 長崎長与AC

2 植木 俊仁 長崎県 50 小川 勇人 長崎県

3 大藏 克裕 福岡県 SCF 51 樋口 究 長崎県 長崎長与AC

4 井手 伸一 大阪府 52 原口 一史 長崎県

5 久保田 直樹 長崎県 53 今吉 祐貴 長崎県

6 島村 健 福岡県 チームたけちん  54 上野 圭 長崎県

7 岡村 正信 福岡県 Eccentric 55 篠 達夫 長崎県

8 日隈 克彦 福岡県 56 坂口 大輔 福岡県

9 百崎 晋平 佐賀県 村山探検隊 57 濱田 孝敏 熊本県

10 松田 翼 熊本県 Outdoor九州 58 中西 幹治 福岡県

11 横山 一樹 長崎県 59 山口 裕康 長崎県 UTMB目指すん会？

12 林 佑一郎 福岡県 ゆとりRC 60 齊藤 孝 佐賀県

13 橋本 斉也 熊本県 61 筒井 侑哉 福岡県

14 片渕 俊彦 佐賀県 KRP 62 西原 知宏 熊本県

15 新留 琢郎 熊本県 熊本てれっと 63 内海 良介 福岡県 YAMAP

16 今村 謙次 佐賀県 村山探検隊 64 大塚 浩史 福岡県 ASTRC

17 重田 憲三 鹿児島県 ShigeQ s49 65 小野 弘宇 福岡県

18 池川 司 長崎県 66 古木 健一 長崎県

19 宮添 秀敏 福岡県 67 上野 哲臣 熊本県

20 荒木 悟 長崎県 68 住吉 大地 佐賀県

21 東 哲也 熊本県 69 池下 和也 鹿児島県

22 清水 隆司 福岡県 70 西尾 泰紀 福岡県

23 川添 晋作 長崎県 川添酢造トレラン部 71 山本 和博 長崎県

24 川添 光蔵 佐賀県 川添酢造トレラン部 72 平本 祐樹 熊本県 玉名ランナーズ

25 村上 幸男 長崎県 73 田中 寛二 佐賀県 がばいキング

26 野田 幹夫 福岡県 74 船蔵 亨太 鹿児島県

27 太田 智大 福岡県 佐賀牛の会 75 植田 浩章 長崎県 JTC

28 岩本 清道 長崎県 76 今里 邦浩 福岡県

29 榎本 幸大郎 福岡県 77 山口 秀彦 長崎県

30 中園 真一郎 福岡県 78 小野 秀樹 熊本県 熊本てれっと

31 徳島 康司 佐賀県 79 大出 たかお 佐賀県

32 小槻 憲吾 長崎県 長崎新聞RC 80 吉田 龍義 福岡県 ランジョグ九州

33 岡本 暁 熊本県 エキセントリック 81 山崎 源太 長崎県

34 前田 渉 福岡県 ゆとりrc 82 服部 秀弘 福岡県

35 今泉 寛 福岡県 83 上野 巧 熊本県 とれっく

36 岩満 哲也 佐賀県 Q-trail 84 村内 裕宜 熊本県

37 岩崎 正明 福岡県 85 大山 賞之 長崎県 第4施設大隊

38 山本 拓郎 大分県 Team-M 86 池田 耕一郎 長崎県

39 山川 智徳 長崎県 87 尾形 豪彦 熊本県

40 氏原 優 長崎県 ウジキン 88 梶山 翔平 長崎県

41 山田 喬太郎 長崎県 ウジキン 89 福原 正夫 福岡県 里人山クラブ

42 山田 竜馬 長崎県 ウジキン 90 倉田 幸一 熊本県 eccentric

43 長峰 敏男 長崎県 91 吉田 智樹 福岡県

44 清家 邦宏 福岡県 92 樋口 雄三 長崎県

45 藏園 輝夫 長崎県 93 岩下 清次 熊本県 スカイトレイル

46 福田 幸生 長崎県 94 中村 孝幸 長崎県

47 黒田 雄太 長崎県 電気屋 95 安部井 聡 熊本県

48 髙森 誠 熊本県 96 野口 英史 佐賀県 村山探検隊



■修験者コース 女子

No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

97 中山 浩一 福岡県 201 谷脇 由紀 福岡県

98 野口 大器 長崎県 チームバゼロ 202 今川 賢美 福岡県 はしるしまい

99 一瀬 昭寛 長崎県 203 臼杵 麻美 福岡県

100 永原 龍夫 長崎県 204 信国 敦子 福岡県 スクバロ☆

101 宮尾 誠 京都府 205 渡部 真紀子 宮崎県

102 高橋 優 長崎県 206 福田 奈保美 福岡県

103 波多野 哲司 大分県 3分歩こう。 207 齋藤 恵 福岡県 Q-trail

104 中川 勝憲 長崎県 チームFREE 208 緒方 恵 福岡県

105 田才 英行 大分県 209 隈 美千子 福岡県

106 中村 宏一郎 長崎県 210 相川 深冬 長崎県

107 尾上 宏文 熊本県 211 金山 優希子 長崎県 諫早理数館

108 東原 宏章 長崎県 212 岡 美緒 佐賀県

109 村田 香 熊本県 213 大塚 ひろみ 鹿児島県 BBH倶楽部

110 武田 隼人 長崎県 214 泊 孝子 鹿児島県

111 眞木 亮輔 長崎県 215 古賀 詩織 佐賀県 山舐め三姉妹

112 鈴木 豊人 福岡県 リアクト 216 坂井 真弓 福岡県

113 日高 友美 大分県  ボックル登山部 217 帆秋 みはる 佐賀県 ゆる部

114 中島 弘喜 福岡県 218 久保 寛美 佐賀県 唐津クロススポーツ

115 寺田 元 長崎県 バゼロ 219 岩佐 昌子 福岡県

116 松林 龍之介 長崎県 220 大坪 智子 福岡県

117 宮上 拓也 長崎県

118 飯尾 篤史 福岡県

119 上田 健 長崎県

120 中川 一郎 熊本県

121 岩永 広貴 長崎県 がけっぷちTC

122 藤本 友博 長崎県

123 川俣 克也 熊本県

124 小松崎 鉄雄 長崎県 TRC

125 岡戸 大樹 長崎県 東京海上日動

126 竹尾 友佑 長崎県

127 木村 健一 熊本県

128 駒井 令 福岡県

129 御厨 勝也 福岡県

130 帆秋 圭司 佐賀県 ゆる部（補）

131 池田 忠義 長崎県

132 原田 拓人 兵庫県

133 岩佐 敏 福岡県

134 清原 宏一 佐賀県

135 古賀 勝弘 佐賀県 杵藤地区消防本部

136 古賀 浩一 福岡県 ジョクトリップ

137 水谷 雄貴 熊本県

138 飯田 泰祐 福岡県

139 西村 勲 福岡県

140 村上 湧飛 長崎県

141 河野 太志朗 熊本県 スカイヴィレッジ

142 瀬田 航己 福岡県 首二陸



■フォレストコース 男子

No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

301 岡田 茂裕 - ムラサキスポーツ 349 太田 弘巳 熊本県 おやまの仲間

302 中牟田 健二 - ムラサキスポーツ 350 荒川 貴浩 熊本県 かみあまトレラン部

303 柴田 裕司 - ムラサキスポーツ 351 茂 邦彦 長崎県

304 住尾 雄司 福岡県 スーパーマンクラブ 352 中山 恭一 佐賀県

305 本田 元人 長崎県 長崎山岳会 353 松本 健吾 長崎県

306 濱田 裕也 長崎県 354 岡 浩之 長崎県

307 古賀 敏朗 長崎県 355 山口 勝人 長崎県

308 岸 弘之 佐賀県 SUMCO 356 井手 真 福岡県 ふくろうの会

309 服部 裕也 福岡県 357 ト トウ 長崎県 長崎県新中華人協会

310 陣野 迅 長崎県 358 冨樫 克也 長崎県

311 西村 仁志 長崎県 たけまつ保育園 359 枝吉 直喜 佐賀県

312 西村 健一 長崎県 360 尾石 哲 熊本県 上天草トレラン部

313 末藤 英司 長崎県 361 赤岩 圭一 長崎県  

314 松永 孝幸 福岡県 362 濱口 貴幸 長崎県

315 原 孝一朗 佐賀県 363 坂元 剛 長崎県

316 吉竹 陽介 佐賀県 佐賀リハビリ病院 364 市来 勇人 長崎県 team_UNZEN

317 石田 紘樹 長崎県 365 石川 大介 長崎県 SJ Runoma

318 小川 幸太郎 長崎県 交友会 366 久保 邦治 長崎県

319 阿志賀 公一 福岡県 VIKING 367 鶴田 真吾 長崎県 ウジキン

320 塚原 栄志郎 長崎県 368 伊藤 健一 長崎県 ウジキン

321 古賀 正則 熊本県 369 山脇 諒一 長崎県 ウジキン

322 西田 真人 福岡県 FTC 370 松尾 賢史 長崎県 KMFT

323 由良 真 福岡県 371 楠本 隆記 長崎県

324 田渕 聡 長崎県 372 岡本 和幸 長崎県 長崎市消防局

325 塚元 雄大 福岡県 373 大久保 貴史 長崎県

326 相田 憲二 長崎県 374 松永 輔 熊本県

327 中田 哲夫 長崎県 375 古川 太一 福岡県

328 入江 康幸 長崎県 376 吉田 一望 長崎県

329 泉田 健一 福岡県 377 安河内 高利 福岡県 たらたら

330 岡本 悠希 福岡県 OUTDOOR九州 378 小松 剛 長崎県

331 向 史郎 長崎県 共新DeN 379 小松 直樹 長崎県

332 山口 瑶一朗 福岡県 有田ユナイテッド 380 柏原 史弥 長崎県 KMFT

333 安東 大輔 福岡県 OUTDOOR九州 381 橋口 靖大 長崎県 MRCチームFREE

334 山本 晋吾 熊本県 OUT DOOR九州 382 井上 拓 東京都

335 山崎 博樹 福岡県 志免町商工会 383 北島 孝哉 長崎県

336 井上 悠介 長崎県 384 原田 康治 熊本県 水俣総合医療センター

337 松尾 優 長崎県 385 渡辺 拓也 熊本県

338 山崎 正博 長崎県 386 森本 祐介 長崎県

339 横井 敦 長崎県 387 狩野 邦敏 長崎県

340 片井野 舜毅 長崎県 388 茂刈 昭宏 長崎県 開成学園奇天烈駅伝部

341 土井 大史 佐賀県 389 谷口 亮 佐賀県

342 浦中 勝美 長崎県 390 坂井 威浩 佐賀県

343 長下 芳寿 長崎県 タイムアップ 391 薬師寺 結希 長崎県

344 田中 肇 長崎県 海自佐世保 392 平古場 祐三 長崎県 トレラン部

345 竹下 茂之 長崎県 393 松尾 佳祐 長崎県 トレラン部

346 治金 学 長崎県 394 藤山 隆雄 佐賀県

347 穴井 隆二 熊本県 395 馬場 昭一 長崎県 いつもの会

348 二川 浩司 香川県 讃岐やいの會 396 金子 真二 長崎県



No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

397 松井 純一 長崎県 445 野村 直久 熊本県

398 伊藤 純 長崎県 446 内山 淳一朗 熊本県 ガリガリプロジェクト

399 木下 功史 熊本県 竜北倶楽部 447 冨永 幸洋 長崎県

400 犬塚 竜之介 長崎県 448 鳥羽 強 長崎県

401 松岡 晃 長崎県 備蓄ランナーズ 449 中尾 大輝 長崎県 有波里会

402 杉見 創 長崎県 450 巴山 雄史 福岡県

403 並川 彦浩 長崎県 451 片渕 一暢 福岡県 STRINGS

404 末永 忠大 長崎県 452 福島 裕樹 長崎県 KMFT

405 永石 滋 長崎県 453 廣戸 義人 長崎県 水曜日の夜RC

406 早稲田 稔 長崎県 454 光野 敬彦 佐賀県 佐賀リハ

407 出口 智 長崎県 455 古賀 英蔵 福岡県

408 五反田 克彦 長崎県 長崎新聞RC 456 小松 寿一 長崎県 チームねこぞう

409 小林 龍平 長崎県 松永鋳造所 457 野中 崇士 熊本県

410 渡邉 信介 福岡県 若木台RC 458 原田 義光 長崎県

411 山内 一史 長崎県 山内住建 459 柴田 智 長崎県

412 谷 賢太朗 福岡県 ゆとりRC 460 平畑 克敏 福岡県

413 松永 洋一 長崎県 461 西 紘希 佐賀県 佐賀リハ

414 山口 雅嗣 長崎県 462 野口 博徳 長崎県

415 久保 昌昭 長崎県 楓WRC 463 岩崎 純一 福岡県

416 松田 隼平 長崎県 なし 464 北川 将司 長崎県

417 阿野 博行 長崎県 楓ＷＲＣ 465 豊福 義人 長崎県

418 内橋 和芳 佐賀県 水曜トライアル 466 森本 健太郎 長崎県 紙谷クラブ

419 川浪 正典 長崎県 467 田中 澄彦 長崎県

420 貞方 勇也 長崎県 468 林田 正一郎 長崎県

421 小森 亮 長崎県 まるお製作所RC 469 福島 聖司 福岡県

422 横井 智記 長崎県 燃一研 470 山下 慎一 福岡県 チーム愛

423 権藤 秀則 福岡県 471 山中 潔 福岡県

424 豊田 重樹 福岡県 472 阿比留 顕 長崎県

425 小野 直毅 長崎県 473 平田 智暉 長崎県

426 狩野 常徳 佐賀県 474 田中 幸紀 福岡県

427 平川 吉輝 長崎県 475 佐伯 敏之 熊本県

428 田口 雄也 福岡県 STRC 476 福迫 亮太 福岡県

429 西牟田 稔 長崎県 477 田尻 守拡 福岡県

430 前田 基彦 佐賀県 478 荒木 裕太 長崎県

431 荒木 賢一 長崎県 479 武藤 郁実 福岡県

432 楢橋 信一 福岡県 480 高田 龍之介 長崎県

433 福島 啓太郎 長崎県 481 冨田 龍之介 長崎県

434 井村 護 長崎県 482 假屋 洋介 大阪府

435 髙島 哲也 長崎県 483 北村 貴寿 長崎県

436 水口 健創 福岡県 Q-trail

437 西嶋 利彦 福岡県

438 松本 康平 福岡県

439 林田 夕起夫 福岡県 パワーハウス無限

440 福田 新一 長崎県 佐世保山岳会

441 佐々木 竜也 長崎県 佐世保山岳会

442 江越 利夫 福岡県

443 大坪 勇大 長崎県

444 東島 直生 佐賀県



■フォレストコース 女子

No. 名前 都道府県 所属 No. 名前 都道府県 所属

501 原田 空 福岡県 516 上田 泰子 長崎県

502 椛島 幸子 福岡県 大川三潴医師会 517 東 聖佳 福岡県

503 宮原 亜莉沙 長崎県 トレラン部 518 阿部 美香 福岡県

504 飯田 妙子 熊本県 519 川合 郁美 長崎県

505 大江 美鈴 福岡県 520 入舩 志歩 福岡県

506 中村 早希 長崎県 521 久保田 愛子 佐賀県

507 八木 恭子 佐賀県 522 山津 めぐみ 福岡県

508 和田 智美 福岡県 523 内山 信子 長崎県 ビーライン長崎

509 香野 幸子 福岡県 524 矢上 信恵 長崎県 ビーラインまらそん部

510 川崎 里香 佐賀県 525 谷平 香織 熊本県

511 今村 巳穂 佐賀県 526 上戸 幸子 長崎県 水曜日の夜

512 小椋 もにか 長崎県 MRC SASEBO 527 安藤 葉子 長崎県

513 荒巻 阿美 福岡県 528 菅原 愛 福岡県

514 西野 佳代子 長崎県 楓WRC 529 川端 みあと 長崎県

515 古田 景子 福岡県 YAMAARASHI


