
年齢 Tシャツ ダムカレー注文数

（大会当日） サイズ （オプション）

小学生高学年 女子 安達 水 アダチ スイ 女性 11 東京都 XS 1 新宿区立落合第四小学校

小学生高学年 男子 向　奏輔 ムカイ　ソウスケ 男性 11 埼玉県 S 1

中学生 男子 安達 天 アダチ テン 男性 13 東京都 S 1 新宿区立落合第四小学校

中学生 男子 佐藤　和貴 サトウ　カズキ 男性 13 埼玉県 XS

20代 男子 松崎 崇志 マツザキ タカシ 男性 28 千葉県 M 1 オリエンティア軍団

20代 女子 宮川　京子 ミヤガワ　キョウコ 女性 28 神奈川県 M

20代 女子 斎藤　裕紀 サイトウ　ユキ 女性 29 東京都 M 1

30代 男子 石原　佳樹 イシハラ　ヨシキ 男性 30 群馬県 L

30代 男子 山田 武士 ヤマダ タケシ 男性 31 千葉県 L

30代 男子 辻村 修 ツジムラ オサム 男性 35 埼玉県 L 1 別所沼SMILEランニングクラブ

30代 男子 菊池 孝之 キクチ タカユキ 男性 36 栃木県 M

30代 男子 大島 佑樹 オオシマ ユウキ 男性 37 栃木県 M 2 JST栃木

30代 男子 鈴木 寛人 スズキ ヒロト 男性 37 栃木県 M T-HVACS

30代 男子 佐々木 洵 ササキ マコト 男性 37 新潟県 M Rize AC

30代 男子 渡辺 聡 ワタナベ サトシ 男性 38 新潟県 S 1

30代 男子 茶谷 和彦 チャタニ カズヒコ 男性 39 愛知県 M 1 愛知陸協

40代 男子 北川 慎司 キタガワ シンジ 男性 40 栃木県 M 1 T-HVAC

40代 男子 岩田 直樹 イワタ ナオキ 男性 40 栃木県 L 1

40代 男子 横田 渉 ヨコタ ワタル 男性 41 埼玉県 S 1

40代 男子 宇賀神 一郎 ウガジン イチロウ 男性 43 栃木県 S

40代 男子 向　達也 ムカイ　タツヤ 男性 43 埼玉県 M 1

40代 男子 山下　敦久 ヤマシタ　アツヒサ 男性 47 兵庫県 M 1

40代 男子 安達 晃彦 アダチ アキヒコ 男性 48 東京都 M 1

40代 男子 佐藤　正幸 サトウ　マサユキ 男性 48 埼玉県 M 1

40代 男子 福森 慎一 フクモリ シンイチ 男性 49 千葉県 S

40代 女子 尾崎 聡子 オザキ サトコ 女性 43 埼玉県 S けとっこＲＣ－Ｚ

40代 女子 高橋 美恵 タカハシ ミエ 女性 49 新潟県 S チーム朝日山

50代以上 男子 田島 忠之 タジマ タダユキ 男性 52 群馬県 S 1

50代以上 男子 佐藤 厚 サトウ アツシ 男性 52 埼玉県 S 1

50代以上 男子 尾崎 克洋 オザキ カツヒロ 男性 54 埼玉県 M けとっこＲＣ－Ｚ

50代以上 男子 高橋 哲 タカハシ サトシ 男性 54 新潟県 M

50代以上 男子 丸山　哲史 マルヤマ　テツシ 男性 56 群馬県 L

50代以上 男子 山崎 保光 ヤマザキ ヤスミツ 男性 58 新潟県 L

50代以上 男子 五島 一浩 ゴシマ カズヒロ 男性 59 広島県 S

50代以上 男子 小林 修二 コバヤシ シュウジ 男性 66 群馬県 M 小林修二事務所
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小学生低学年 男子 磯崎 京士郎 イソザキ キョウシロウ 男性 7 神奈川県 XS SWAC横浜

小学生低学年 男子 長谷川 弦樹 ハセガワ ゲンキ 男性 7 群馬県 XS

小学生低学年 男子 横山 樹 ヨコヤマ イツキ 男性 8 群馬県 M 水上小学校

小学生中学年 男子 東 柊馬 ヒガシ シュウマ 男性 8 石川県 S TRアスリートクラブ

小学生中学年 男子 渡辺 弥音 ワタナベ ミオト 男性 8 群馬県 S 水上小学校

小学生中学年 男子 林　大耀 ハヤシ　タイヨウ 男性 8 群馬県 XS 1 グリーンＫＴ

小学生中学年 男子 高木 廉太朗 タカギ レンタロウ 男性 9 群馬県 XS 伊勢崎市立あずま南小学校

小学生中学年 男子 金子 鉄 カネコ テツ 男性 9 群馬県 XS 水上小学校

小学生中学年 男子 長谷川 碧葉 ハセガワ アオバ 男性 10 群馬県 XS

小学生中学年 女子 岡田 マリア オカダ マリア 女性 8 群馬県 XS 2 吉岡町明治小学校

小学生中学年 女子 上杉 奈央 ウエスギ ナオ 女性 8 東京都 XS towerrunningtokyo

小学生中学年 女子 田口 夏稀 タグチ ナツキ 女性 8 埼玉県 XS 小針北小学校

小学生中学年 女子 小野 陽夏莉 オノ ヒカリ 女性 9 群馬県 S 1 みなかみ町立古馬牧小学校

小学生高学年 男子 西ノ村 斗愛 ニシノムラ トア 男性 10 群馬県 S 水上小学校

小学生高学年 男子 渡辺 弥月 ワタナベ ミツキ 男性 10 群馬県 S 水上小学校

小学生高学年 男子 鈴木 優斗 スズキ ユウト 男性 11 群馬県 S 水上小学校

小学生高学年 男子 徳田 悠希 トクダ ユウキ 男性 11 石川県 S TRアスリートクラブ

小学生高学年 男子 東 橙志 ヒガシ トウシ 男性 11 石川県 M TRアスリートクラブ

小学生高学年 男子 井浦 遼 イウラ リョウ 男性 11 群馬県 M みなかみ町立　古馬牧小学校

小学生高学年 男子 林　優成 ハヤシ　ユウセイ 男性 11 群馬県 S 1 グリーンＫＴ

小学生高学年 男子 渋谷 錬磨 シブヤ レンマ 男性 12 群馬県 XS 榛東北小学校

小学生高学年 女子 森本 和花 モリモト ホノカ 女性 10 群馬県 XS 水上も

小学生高学年 女子 田村 環奈 タムラ カンナ 女性 11 群馬県 XS 上州山楽走

小学生高学年 女子 伊藤 煌 イトウ キラ 女性 11 埼玉県 S 1 熊谷市立成田小

小学生高学年 女子 横山 雪 ヨコヤマ ユキ 女性 11 群馬県 S 水上小学校

中学生 男子 磯崎 蓮凌 イソザキ レンヤ 男性 12 神奈川県 S 3 SWAC横浜

中学生 男子 澤田 鷹玖 サワダ タカヒサ 男性 12 石川県 L TRアスリートクラブ

中学生 男子 海老澤 颯人 エビサワ ハヤト 男性 12 茨城県 M

中学生 男子 唐澤 行 カラサワ コウ 男性 12 茨城県 M

中学生 男子 西ノ村 悠真 ニシノムラ ユウマ 男性 12 群馬県 S 3 水上小学校

中学生 男子 澤田 顕慎 サワダ アキノリ 男性 13 石川県 LL TRアスリートクラブ

中学生 男子 林　大翔 ハヤシ　ヒロト 男性 13 群馬県 L 1 グリーンＫＴ

中学生 男子 井浦 勇人 イウラ ハヤト 男性 14 群馬県 L 2 みなかみ町立　月夜野中学校

中学生 男子 大貫 廉 オオヌキ レン 男性 14 群馬県 S

中学生 男子 中野 凌輔 ナカノ リョウスケ 男性 14 石川県 L 石川県 TRアスリートクラブ

中学生 女子 石井 小晴 イシイ コハル 女性 12 群馬県 S みなかみ町立水上小学校 水上スキークラブ

中学生 女子 田口 倖菜 タグチ ユキナ 女性 12 埼玉県 XS 小針北小学校

中学生 女子 畠山 空 ハタケヤマ ソラ 女性 12 群馬県 XS

中学生 女子 森本 歩積 モリモト ホツミ 女性 12 群馬県 S 水上小学校

中学生 女子 金子 すず カネコ スズ 女性 12 群馬県 S 水上小学校

2022 奈良俣158スカイラン　エントリー済リスト

※こちらのリストに掲載されている方は、2020年、2021年にエントリー済（入金済）で2022年大会へ参加権を振り替えさせていただいた方となります。

2020年にエントリーされた方

2021年にエントリーされた方

カテゴリー 氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属

カテゴリー 氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属

No.1



年齢 Tシャツ ダムカレー注文数

（大会当日） サイズ （オプション）

10代 男子 渋谷 鉄心 シブヤ テッシン 男性 15 群馬県 M 榛東中学校

10代 男子 坂上 一輝 サカウエ カズキ 男性 16 群馬県 M 2

10代 男子 石井 宏多朗 イシイ コウタロウ 男性 16 群馬県 L 群馬工業高等専門学校 水上スキークラブ

10代 男子 松本 充貴 マツモト ミツキ 男性 18 群馬県 L 1

10代 男子 宮竹 南央哉 ミヤタケ ナオヤ 男性 19 埼玉県 M 4 チームしろくま

20代 男子 萩原 悠己 ハギワラ ハルキ 男性 20 群馬県 L 片品村役場

20代 男子 小池 良樹 コイケ ヨシキ 男性 23 埼玉県 L 1 チーム走魂

20代 男子 山中 健也 ヤマナカ ケンヤ 男性 27 埼玉県 S

20代 男子 深澤 竜太 フカサワ リュウタ 男性 27 東京都 M

20代 男子 遠藤 直弥 エンドウ ナオヤ 男性 28 群馬県 S 1 走れミク

20代 男子 矢島 昭輝 ヤジマ ショウキ 男性 29 愛知県 M 太閤山常泉寺

20代 女子 中 紗友里 ナカ サユリ 女性 24 東京都 M

20代 女子 中島 彩香 ナカジマ アヤカ 女性 27 群馬県 XS

30代 男子 増田 淳 マスダ ジュン 男性 30 千葉県 M

30代 男子 林 浩次 ハヤシ ヒロツグ 男性 32 群馬県 M

30代 男子 木下 貴晶 キノシタ タカアキ 男性 34 栃木県 M

30代 男子 石井 佑樹 イシイ ユウキ 男性 35 埼玉県 S

30代 男子 上杉 博一 ウエスギ ヒロカズ 男性 38 東京都 M towerrunningtokyo

30代 男子 永橋 武 ナガハシ タケシ 男性 38 千葉県 M 1 レジェンズ

30代 男子 高橋 正樹 タカハシ マサキ 男性 38 埼玉県 L 短距離とトレラン

30代 男子 手塚 滋 テヅカ シゲル 男性 38 千葉県 M

30代 男子 三浦 拓史 ミウラ タケシ 男性 38 群馬県 L 1

30代 女子 國本 智世 クニモト チヨ 女性 37 東京都 S TEDDY's Bonds(テディーボンズ)

30代 女子 小暮 沙織 コグレ サオリ 女性 38 千葉県 S 2

30代 女子 阿部 由莉子 アベ ユリコ 女性 38 栃木県 XS 1 足利走友会

40代 男子 林　慶一郎 ハヤシ　ケイイチロウ 男性 41 群馬県 L 1 グリーンＫＴ

40代 男子 小暮 亮直 コグレ ヨシマサ 男性 41 千葉県 LL

40代 男子 大井 哲也 オオイ テツヤ 男性 41 東京都 L TEDDY's Bonds(テディーボンズ)

40代 男子 青木 憲史 アオキ ノリフミ 男性 41 群馬県 M

40代 男子 阿部 洋行 アベ ヒロユキ 男性 43 群馬県 XS 1 北毛のハイエナ

40代 男子 二川 浩司 フタガワ コウジ 男性 43 香川県 L 1 讃岐やいの會

40代 男子 尾崎 勝海 オザキ カツミ 男性 43 群馬県 M 1 荒砥走友会

40代 男子 斉藤 史明 サイトウ フミアキ 男性 44 栃木県 M

40代 男子 田村 貴之 タムラ タカユキ 男性 45 群馬県 M Kiryusky481

40代 男子 黒田 憲造 クロダ ケンゾウ 男性 46 茨城県 M

40代 男子 坂上 伸 サカウエ ノボル 男性 48 群馬県 M 1

40代 男子 金井 良昭 カナイ ヨシアキ 男性 48 群馬県 L 桂荘

40代 男子 一場 直人 イチバ ナオト 男性 49 群馬県 LL 2

40代 女子 中村 美穂 ナカムラ ミホ 女性 42 群馬県 M

40代 女子 渡辺 愛子 ワタナベ アイコ 女性 43 東京都 M 1

40代 女子 角田 奈緒子 ツノダ ナオコ 女性 46 東京都 S 1 なし

40代 女子 小野 真努加 オノ マドカ 女性 46 群馬県 M おのふぁみりい

40代 女子 湯浅 奈保美 ユアサ ナオミ 女性 46 埼玉県 M 1

40代 女子 井浦 優子 イウラ ユウコ 女性 47 群馬県 M 1 月夜野病院

40代 女子 渡辺 綾 ワタナベ アヤ 女性 48 埼玉県 S 1 信越駅伝部

40代 女子 廣瀬 真紀 ヒロセ マキ 女性 49 東京都 XS

50代以上 男子 大川 公利 オオカワ キミトシ 男性 50 群馬県 M 1

50代以上 男子 難波 亨 ナンバ トオル 男性 50 岡山県 7L 1

50代以上 男子 宮地 道弘 ミヤジ ミチヒロ 男性 50 群馬県 L 1

50代以上 男子 廣瀬 融人 ヒロセ ミチト 男性 51 東京都 M 2

50代以上 男子 小野 章夫 オノ アキオ 男性 51 群馬県 L 2 おのふぁみりい

50代以上 男子 原 邦彦 ハラ クニヒコ 男性 51 群馬県 L 利根クラブ

50代以上 男子 林 一生 ハヤシ カズオ 男性 52 神奈川県 LL 1

50代以上 男子 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 男性 52 群馬県 M 前橋市消防局

50代以上 男子 中嶋 智昭 ナカジマ トモアキ 男性 52 群馬県 L

50代以上 男子 枝川 邦治 エダガワ クニハル 男性 53 東京都 M SRC904関西

50代以上 男子 岩橋 伸郎 イワハシ ノブオ 男性 54 埼玉県 L 1 さいたまコソ練会

50代以上 男子 中 寿和 ナカ トシカズ 男性 54 東京都 LL 2

50代以上 男子 望月 俊晴 モチヅキ トシハル 男性 56 栃木県 M 2 陽のあたる場所

50代以上 男子 山中 勉 ヤマナカ ツトム 男性 56 埼玉県 M 2

50代以上 男子 畠山 直樹 ハタケヤマ ナオキ 男性 60 東京都 M ナイアガラ

50代以上 男子 江畑 芳文 エバタ ヨシブミ 男性 67 千葉県 M 1

50代以上 女子 近藤 裕美 コンドウ ヒロミ 女性 51 群馬県 M

50代以上 女子 長内 香織 オサナイ カオリ 女性 52 東京都 S 1

50代以上 女子 大柴 久子 オオシバ ヒサコ 女性 53 東京都 S 1 メガロス葛飾

※こちらのリストに掲載されている方は、2020年、2021年にエントリー済（入金済）で2022年大会へ参加権を振り替えさせていただいた方となります。
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