
第12回高知大学演習林トレイルラン2019　参加者名簿(2019.7.7)

ショートクラス（15km)

No, 氏名 住所地 No, 氏名 住所地 No, 氏名 住所地

001 羽山 直慶 高知県 051 土岐 市希 香川県 101 池島 耕 高知県

002 宮田 優一 徳島県 052 有賀 重文 高知県 102 川田 豊樹 高知県

003 山中 弘道 高知県 053 松井 義和 高知県 103 川瀬 純司 高知県

004 三谷 浩明 高知県 054 恒石 卓也 高知県 104 片岡 大司 高知県

005 森下 邦暁 高知県 055 松田 将治 高知県 105 西本 圭一郎 高知県

006 村井 浩展 香川県 056 福島 精一 徳島県 106 野田 知秀 高知県

007 塚田 秀行 高知県 057 玉置 択治 高知県 107 田原 正栄 高知県

008 藤堂 貴久 高知県 058 中岡 良夫 高知県 108 前田 達彦 高知県

009 中元 忠雄 愛媛県 059 児山 治 香川県 109 安岡 義仁 高知県

010 小笠原 弘 高知県 060 井之上 清孝 高知県 110 遠藤 眞 高知県

011 近藤 博 愛媛県 061 利岡 道久 高知県 111 山本 貴晴 高知県

012 上野 貴俊 高知県 062 高橋 学 愛媛県 112 松下 雄二 高知県

013 別役 良輔 高知県 063 楠橋 集 愛媛県 113 加藤 寛之 愛媛県

014 高石 久仁 愛媛県 064 田内 邦益 高知県 114 横飛 和樹 高知県

015 大川 耕一郎 高知県 065 松本 健司 香川県 115 中島 文明 高知県

016 毛利 仁人 高知県 066 三宅 徹 高知県 116 薬師寺 裕人 愛媛県

017 藤由 隆一 愛媛県 067 池田 寅彦 高知県 117 川村 将史 高知県

018 太田 宏臣 愛媛県 068 浦本豪一郎 高知県 118 川村 直喜 高知県

019 三鍋 隆志 愛媛県 069 中岡 拓也 高知県 119 笹岡 康宏 高知県

020 石岡 創 高知県 070 岡下 真万 香川県 120 剛 嘉徳 東京都

021 福留 義則 高知県 071 石橋 広明 徳島県 201 高瀬 絵梨 徳島県

022 横山 光治 高知県 072 松木 昭 高知県 202 有澤 美佐 高知県

023 坂本 真人 高知県 073 那須 勇太 高知県 203 鈴江 有子 香川県

024 宮本 彰 高知県 074 白川 誉能 香川県 204 高橋 彩 高知県

025 豊永 哲郎 高知県 075 道原 大貴 高知県 205 坂本 知恵子 高知県

026 関 雅史 高知県 076 白石 敦 高知県 206 岡林 郁子 高知県

027 凝地 潤二 愛媛県 077 有澤 公人 高知県 207 赤澤 容子 岡山県

028 蓮田 修平 愛媛県 078 山本 悠介 愛媛県 208 前田 伸江 高知県

029 齋藤 全志 高知県 079 西森 学 高知県 209 山本 妹奈 愛媛県

030 塩谷 光芳 愛媛県 080 桑原 豊 徳島県 210 松崎 恵 愛媛県

081 松岡 学 高知県 211 山本 聖子 愛媛県

032 中澤 名月 高知県 082 永井 昌 愛媛県 212 矢野 美樹子 高知県

033 泉 俊和 高知県 083 足達 賢祐 高知県 213 岡野 麗子 岡山県

034 久保 行広 高知県 084 村田 賢信 高知県 214 井上 美佳 高知県

035 都築 昇 愛媛県 085 三浦 嵩史 高知県 215 近藤 さをり 愛媛県

036 町田 耕一郎 大阪府 086 松木 洋介 高知県 216 山崎 富加 高知県

037 森本 信学 高知県 087 望岡 孝光 高知県 217 澤本 明美 高知県

038 坂口 圭司 岡山県 088 清家 卓也 徳島県 218 石岡 かおり 高知県

039 中野 啓二 高知県 089 山中 修二 高知県 219 石川 希 愛媛県

040 林 壯一郎 高知県 090 濱田 誠 高知県 220 高橋 浩子 愛媛県

041 宮崎 俊誠 高知県 091 林 美樹弘 高知県 221 萩野 ユミ 高知県

042 岡林 浩人 高知県 092 三島 康生 高知県 222 曽我 清子 広島県

043 高原 茂之 徳島県 093 春田 聖史 高知県 223 橋本 悠子 高知県

044 山本 篤 愛媛県 094 上田 浩史 高知県 224 菊地 弥生 高知県

045 堀江 滋樹 高知県 095 小原 伸文 高知県 225 比江森 春花 東京都

046 弘瀬 伸一 高知県 096 舛本 周一 高知県 226 中野 三和 高知県

047 大石 正典 高知県 097 加藤 士陽 愛媛県 227 篠崎 美穂 愛媛県

048 村上 有紀 愛媛県 098 森田 正一 高知県 228 森 亜紀子 愛媛県

049 中村 一木 高知県 099 山内 英司 香川県 229 菊川 秀世 愛媛県

050 中田 憲 島根県 100 井上 卓 高知県 230 秋澤 あき 高知県



第12回高知大学演習林トレイルラン2019　参加者名簿(2019.7.7)
ショートクラス(15km)
No, 氏名 住所地 No, 氏名 住所地 *
231 得能 計子 愛媛県 401 植田 和久 高知県

232 井澤 由美 高知県 402 竹田 良太 徳島県

233 近藤 恵子 高知県 403 古味 芳弘 高知県

234 中野渡 早苗 徳島県 404 中 正人 高知県

235 福田 晃代 愛媛県 405 平山 祐太 高知県

236 中司 朱美 高知県 406 西川 彰人 高知県

237 森沢 麻衣子 高知県

238 伊藤 千晶 高知県 501 浮田 純子 愛媛県

239 西村 万紀 高知県 502 西野 真由佳 愛媛県

240 右崎 美由紀 愛媛県 503 谷本 朋子 愛媛県

241 川上 すみれ 高知県 504 橋本 唯 兵庫県

242 山本 明子 高知県 505 秋山 恵美 高知県

243 黒岩 泰子 高知県 506 式地 ちづこ 高知県

244 山崎 加奈 高知県

245 竹本 瑞貴 高知県 601 柏井 幸恵 高知県

246 福原 千帆海 高知県 602 門田 清龍 高知県

247 網干 佳代子 徳島県 603 仙頭 大祐 高知県

248 福田 佐和 高知県 604 津野 和夏奈 高知県

249 安達 歩美 岡山県 605 尾﨑 裕美 高知県

250 小松 恵子 高知県 606 矢野 慶太郎 高知県

251 岡田 香織 鳥取県 607 村場 伸也 高知県

252 南部 三希子 高知県 608 原 公輔 東京都

253 川井 瑞枝 高知県 609 武藤 裕子 神奈川県

254 平野 真弓 徳島県

255 濱田 聡子 高知県 *pはペア、ｔはトリオでの登録を表す

256 森本 範子 高知県

257 國澤 里絵 高知県

258 山本 恭子 大阪府

259 山下 艶花 高知県

*
301 揚田 奈穂 高知県

302 岩村 雅治 高知県

303 豊永 広恵 高知県

304 田井 計行 高知県

305 田元 久美 高知県

306 尾木 優太 高知県

307 筒井 由香 高知県

308 筒井 正治郎 高知県

309 浜中 恵子 愛媛県

310 浜中 孝一 愛媛県

311 松本 麻衣子 高知県

312 宮崎 裕也 高知県

313 束村 えり 愛媛県

314 濱田 大貴 高知県

315 清水 明彦 高知県

316 岡内 利香 高知県

317 中澤 大志 高知県

318 中澤 美佳 高知県

319 秋山 秀世 高知県

320 秋田 智子 高知県
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第12回高知大学演習林トレイルラン2019　参加者名簿(2019.7.7)

ミドルクラス（30km)

No, 氏名 住所地 No, 氏名 住所地

701 今津 徹 高知県 751 中脇 正人 高知県
702 木村 進 徳島県 752 秋森 慎一 高知県
703 山田 篤佳 高知県 753 江里口 誠 高知県
704 和食 慎恭 高知県 754 阿利  宗志 高知県
705 橋本 成章 徳島県 755 山脇 政和 高知県
706 永井 立平 高知県 756 谷脇 康行 高知県
707 堅田 真一 山口県 757 片岡 優一 高知県
708 小松 伸輔 高知県 758 日野 正義 愛媛県
709 野本 哲郎 愛媛県 759 三谷 晴彦 高知県
710 中矢 繁雄 香川県 760 木村 正文 徳島県
711 八木 一幸 高知県 761 斉藤 茂晃 北海道
712 乾  勝彦 愛媛県 762 広瀬 典夫 高知県
713 好岡 直樹 愛媛県 763 畠中 大賀 高知県
714 西田 達哉 香川県 764 佐幸 直也 徳島県
715 小坂 勝司 岡山県
716 馬越 聡 広島県
717 井上 裕貴 高知県 801 丸山 敦子 徳島県
718 曽根 弘志 高知県 802 長尾 文子 高知県
719 平田 哲男 徳島県 803 中村 香子 愛媛県
720 徳永 雅人 愛媛県 804 今井 千穂 愛媛県
721 土居 孝弘 高知県 805 水野 真弓 愛媛県
722 三宮 慎司 高知県 806 夏見 ちはる 香川県
723 佐々木昭二 愛媛県 807 小田 千晶 高知県
724 澁谷 祐一 高知県 808 中平 安耶 高知県
725 松本 治平 高知県 809 川村  雅子 高知県
726 廣瀬 十四一 高知県 *
727 本澤 正道 高知県 901 竹又 正敏 高知県
728 村間 安範 岡山県 902 西込 大吾 高知県
729 山本 俊介 広島県 903 山田 勝久 徳島県
730 稲垣 昌宏 高知県 904 吉川 真平 徳島県
731 高橋 健治 徳島県 905 野須 雅氏 香川県
732 刈谷 博幸 高知県 906 時耕 秀樹 香川県
733 藤田 貴夫 愛媛県
734 上總 徹 徳島県 907 木下 ゆかり 京都府
735 國富 徳英 愛媛県 908 木下 英次 京都府
736 上野 史彦 香川県 909 矢野 裕介 高知県
737 大上 賢祐 高知県 910 小松 雅代 高知県
738 楠本 博 愛媛県
739 萩森 克俊 愛媛県 1001 保志場 朋宏 高知県
740 詫間 隆弘 香川県 1002 裏正 一哉 高知県
741 佐野 健三 香川県 1003 溝渕 康介 高知県
742 穴田 勝英 岡山県
743 窪内 進 高知県 *pはペア、ｔはトリオでの登録を表す

744 山北 雅則 徳島県
745 中平 昭一 高知県
746 東條 零司 徳島県
747 種田 光伸 高知県
748 田村 嘉平 高知県
749 牟田 英信 高知県
750 岡田 将治 高知県
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