
第5回中能登トレジャートレイルラン 2018年11⽉4⽇
ファンタジーコース10km男子
順位 No. 氏名 FINISH所属ﾌﾘｶﾞﾅ 参加地域

2088 ⻄村　彰範 1:07:301 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 中能登町
2072 早川　聴 1:09:342 グロリアACﾊﾔｶﾜ ｻﾄﾙ ⾦沢市
2050 川村　匡樹 1:11:583 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 七尾市
2082 神初　聡志 1:25:514 ｼﾞﾝﾊﾟﾁ ｻﾄｼ 富山県
2065 廣瀬　啓介 1:26:255 ﾋﾛｾ ｹｲｽｹ 津幡町
2049 小泉　淳一 1:26:306 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中能登町
2090 本殿　広和 1:26:557 ﾎﾝﾄﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 中能登町
2053 舘　利彦 1:27:168 ﾀﾁ ﾄｼﾋｺ 白山市
2044 醍醐　陸史 1:29:079 ﾀﾞｲｺﾞ ｱﾂｼ ⾦沢市
2081 柳沢　義貴 1:30:0810 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾖｼｷ 福井県
2092 宮本　耕太 1:30:3211 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ 小松市
2077 竹内　賀規 1:33:1612 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 愛知県
2045 道下　幸三 1:37:5113 ﾐﾁｼﾀ ｺｳｿﾞｳ 津幡町
2034 Yonehara　Owen 1:40:5814 ﾖﾈﾊﾗ ｵヱﾝ 野々市市
2058 畑中　浩樹 1:41:1915 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 中能登町
2032 橋本　佑啓 1:42:3916 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｹｲ 京都府
2042 今井　毅 1:43:0717 ｲﾏｲ ﾀｹｼ 中能登町
2055 東馬　英輝 1:44:3618 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 志賀町
2047 池上　真弘 1:46:3319 ｲｹｶﾞﾐ ﾅｵﾋﾛ 七尾市
2027 今井　那紀 1:46:5920 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 七尾市
2041 多田　昭弘 1:47:4521 ﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ⾦沢市
2024 篠野　誠 1:48:2822 ｼﾉﾉ ﾏｺﾄ 七尾市
2035 Wu　ChienTing 1:48:3123 ｳｰ ｼﾞｪﾝﾃｨﾝ 野々市市
2087 森口　博信 1:48:4524 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 中能登町
2033 服部　⾼利 1:49:1425 リップルﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾄｼ 三重県
2039 小川　徹 1:49:2826 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 白山市
2091 山本　正道 1:51:2627 クラブR2中日本ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 中能登町
2004 袋井　翔太郎 1:52:5728 ﾌｸﾛｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 中能登町
2009 ⻑⾕　久⽣ 1:53:5329 ﾊｾ ﾋｻｵ 愛知県
2002 清水　優希 1:54:3730 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 羽咋市
2052 ⽯⿊　徳広 1:55:0331 ｲｼｸﾞﾛ ﾉﾘﾋﾛ ⾦沢市
2083 水橋　良⾏ 1:55:2732 ﾐｽﾞﾊｼ ﾖｼﾕｷ ⾦沢市
2074 吉田　太治 1:55:3933 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｼﾞ 小松市
2014 前川　久義 1:56:1534 ﾏｴｶﾜ ﾋｻﾖｼ 七尾市
2013 林　茂典 1:57:2435 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ 七尾市
2080 越野　悠樹 1:58:2336 ｺｼﾉ ﾕｳｷ 富山県
2089 上山　容範 2:01:2137 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ ⾦沢市
2071 横井　敏弘 2:03:5038 ﾖｺｲ ﾄｼﾋﾛ 内灘町
2029 ⾦⼦　直太 2:05:0739 ｶﾈｺ ﾅｵﾀ 七尾市
2030 濱田　潤一 2:06:3640 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 七尾市
2059 細木　俊逸 2:07:2341 ﾎｿｷ ｼｭﾝｲﾂ 七尾市
2078 ⾼　征大 2:07:5942 ﾀｶ ｾｲﾀﾞｲ ⾦沢市
2023 川口　宗平 2:10:5043 ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ 七尾市
2025 川⼾　慎也 2:13:0344 ｶﾜﾄ ｼﾝﾔ 七尾市
2026 知田　真之介 2:14:3445 ﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 七尾市
2068 山崎　善⾏ 2:15:1746 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 福井県
2067 中嶋　正俊 2:16:1447 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ 福井県
2063 東　克己 2:16:2948 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾐ ⾦沢市
2076 柳浦　弘昌 2:17:3849 ﾔﾅｳﾗ ﾋﾛﾏｻ 富山県
2051 佃　卓海 2:18:1750 ﾂｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 中能登町
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2066 ⻘木　健一 2:19:4951 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ 七尾市
2010 井上　亮⼆ 2:20:1152 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｼﾞ 福井県
2060 中井　悟 2:21:2153 ﾅｶｲ ｻﾄﾙ 小松市
2084 平澤　直樹 2:21:3154 ﾋﾗｻﾜ ﾅｵｷ 内灘町
2064 島田　江 2:23:0155 ｼﾏﾀﾞ ｺｳ 宝達志水町
2061 ⾕　光祥 2:23:1456 ﾀﾆ ｺｳｼｮｳ 志賀町
2048 ⽯田　俊介 2:25:4157 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ⾦沢市
2016 萩原　幸治 2:28:0858 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 七尾市
2017 細川　一郎 2:28:1359 ﾎｿｶﾜ ｲﾁﾛｳ 七尾市
2079 ストーン　テリー 2:28:2160 ｽﾄｰﾝ ﾃﾘｰ 富山県
2043 岡　知樹 2:28:4061 ｵｶ ﾄﾓｷ 中能登町
2031 野尻　耕平 2:29:0162 ﾉｼﾞﾘ ｺｳﾍｲ 白山市
2018 折橋　秀夫 2:29:4863 ｵﾘﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 七尾市
2093 澤井　浄 2:31:1964 ｻﾜｲ ｷﾖｼ 中能登町
2070 細川　直樹 2:34:2465 ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 福井県
2086 林　豊峰 2:35:5966 ﾊﾔｼ ﾄﾖﾐﾈ 川北町
2001 小林　一成 2:36:2867 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ ⾦沢市
2069 北嶋　亮一 2:36:3168 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 福井県
2028 大畠　知晃 2:37:3569 ｵｵﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 七尾市
2085 ⾕　真一 2:37:4670 ﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 富山県
2008 ⽯田　博之 2:41:4671 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 富山県
2007 袋井　亮一 2:44:3872 ﾌｸﾛｲ ﾘｮｳｲﾁ 中能登町
2056 中垣　英明 2:48:1173 ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県
2019 広島　雅彦 2:52:0374 ﾋﾛｼﾏ ﾏｻﾋｺ 七尾市
2036 宮下　為幸 2:54:4875 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾒﾕｷ 中能登町
2006 寺⻄　一清 2:56:2076 ﾃﾗﾆｼ ｲｯｾｲ 中能登町
2003 林　拓 2:56:2377 ﾊﾔｼ ﾀｸ 羽咋市
2012 近藤　充夫 2:56:4078 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｵ 穴水町
2020 ⾼橋　威光 3:00:3579 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾐﾂ 七尾市
2022 片平　兼久 3:13:5180 ｶﾀﾋﾗ ｶﾈﾋｻ 七尾市
2094 深田　幹也 3:38:06ﾌｶﾀﾞ ﾐｷﾔ 七尾市TO
2005 町駒　弥之 ﾏﾁｺﾏ ﾋﾛﾕｷ 中能登町DNF
2011 釜⾕　徹 ｶﾏﾀﾆ ﾄｵﾙ 羽咋市DNS
2015 藤田　功雄 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾕｳ 七尾市DNS
2021 ⾼橋　市郎 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ 七尾市DNS
2037 児玉　太一 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ ⾦沢市DNS
2038 森井　善則 ﾓﾘｲ ﾖｼﾉﾘ 中能登町DNS
2040 平泉　人士 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ ⾦沢市DNS
2046 井村　義宏 ｲﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 津幡町DNS
2054 山崎　裕貴 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 小松市DNS
2057 松本　豊昭 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖｱｷ 能美市DNS
2062 安田　諭 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄｼ 七尾市DNS
2073 佐田　純也 ｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ⾦沢市DNS
2075 鈴木　和⽣ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 東京都DNS
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