
第6回中能登トレジャートレイルラン 2019年11⽉3⽇
ファンタジーコース13km男子
順位 No. 氏名 FINISH所属ﾌﾘｶﾞﾅ 参加地域

2026 砂山　洸 1:26:031 ｽﾅﾔﾏ ｺｳ 珠洲市
2092 北⾕内　淳 1:39:242 ｷﾀﾔﾁ ｱﾂｼ 七尾市
2090 能登⾕　季典 1:41:303 ﾉﾄﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ⾦沢市
2040 廣瀬　啓介 1:42:154 ﾋﾛｾ ｹｲｽｹ 津幡町
2094 山縣　怜之 1:45:225 ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾄｼ 京都府
2024 舘　利彦 1:45:366 ﾀﾁ ﾄｼﾋｺ 白山市
2060 大澤　永佳 1:45:487 ｵｵｻﾜ ﾅｶﾞﾖｼ 富山県
2075 井尻　秀紀 1:46:098 ｲｼﾞﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 富山県
2096 森井　善則 1:46:329 ﾓﾘｲ ﾖｼﾉﾘ 中能登町
2039 北原　秀樹 1:51:3210 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 富山県
2070 鍵⾕　俊樹 1:51:5311 ｶｷﾞﾔ ﾄｼｷ 岐阜県
2032 田⾕　潤 1:52:5012 ﾀﾔ ｼﾞｭﾝ 富山県
2056 三林　靖 1:53:3713 ﾐﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 七尾市
2059 紺⾕　彰 1:55:2714 ｺﾝﾀﾆ ｱｷﾗ 津幡町
2052 増永　章 1:57:5315 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ ⾦沢市
2084 宮崎　貴之 1:58:0516 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 羽咋市
2065 道下　幸三 1:59:3617 ﾐﾁｼﾀ ｺｳｿﾞｳ 津幡町
2082 コルキアコスキ　ヤルツコ 2:01:0118 ｺﾙｷｱｺｽｷ ﾔﾙﾂｺ ⾦沢市
2093 福田　剛 2:01:1319 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ 津幡町
2028 井上　駿哉 2:01:2720 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝﾔ 白山市
2035 横井　漱太 2:03:3421 ﾖｺｲ ｿｳﾀ 愛知県
2025 石原　秀紀 2:03:5422 ｲｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 能美市
2038 山田　伸也 2:04:3223 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ かほく市
2037 尾崎　文紀 2:06:2624 ｵｻﾞｷ ﾌﾐﾉﾘ ⾦沢市
2073 市川　壮彦 2:07:5325 ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾋｺ 内灘町
2051 ⻑⾕　久⽣ 2:09:1626 ﾊｾ ﾋｻｵ ⾦沢市
2029 北村　健太 2:10:1927 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 愛知県
2077 岡野定　隆志 2:10:3428 ｵｶﾉｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 羽咋市
2079 ⾕口　勝紀 2:10:4529 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾂｷ 福井県
2078 柳浦　弘昌 2:14:5530 ﾔﾅｳﾗ ﾋﾛﾏｻ 富山県
2068 宝田　司 2:15:0431 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾂｶｻ 東京都
2074 ⻑⾕川　誠治 2:15:2132 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⾦沢市
2009 橋本　佑啓 2:16:2133 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｹｲ 京都府
2004 知田　真之介 2:16:2834 中能登農林（⼟地改良部）ﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 七尾市
2033 瀧本　政盛 2:17:2435 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻﾓﾘ 七尾市
2044 杉森　将宣 2:18:3036 ｽｷﾞﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 富山県
2015 清水　優希 2:18:5737 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ かほく市
2023 飯原　周⼀郎 2:21:3038 ｲﾊﾗ ｼﾕｳｲﾁﾛｳ 富山県
2031 高島　史貴 2:22:0439 ﾀｶｼﾏ ﾌﾐﾀｶ 富山県
2095 今井　武 2:22:1240 ｲﾏｲ ﾀｹｼ ⾦沢市
2057 山崎　善⾏ 2:22:3541 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 福井県
2080 ⾕本　雄⼀ 2:23:5142 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 富山県
2034 後藤　信⾏ 2:24:5643 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県
2061 木下　静⼀ 2:25:1144 ｷﾉｼﾀ ｾｲｲﾁ 輪島市
2086 福島　乾次 2:25:3745 ﾌｸｼﾏ ﾐｷﾂｸﾞ 津幡町
2089 山本　正道 2:25:5246 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 中能登町
2087 野島　享士 2:26:0447 ﾉｼﾞﾏ ﾀｶｼ ⾦沢市
2001 竹本　修 2:28:2648 中能登農林（⼟地改良部）ﾀｹﾓﾄ ｵｻﾑ 七尾市
2058 北嶋　亮⼀ 2:31:0449 ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 福井県
2022 竹内　司 2:37:5050 ﾀｹｳﾁ ﾂｶｻ 志賀町
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2017 ⻄野　聡 2:37:5851 ﾆｼﾉ ｻﾄｼ 小松市
2042 渡邉　芳久 2:40:5652 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｻ 岐阜県
2021 山崎　哲朗 2:44:1053 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾛｳ 七尾市
2050 古村　晃⼀ 2:45:5154 ﾌﾙﾑﾗ ｺｳｲﾁ ⾦沢市
2012 浜田　学 2:45:5255 興能信⽤⾦庫ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 志賀町
2049 和泉　秀穂 2:46:5956 ｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾎ ⾦沢市
2062 永山　⼀正 2:47:1157 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ 三重県
2085 桶　航平 2:48:1358 ｵｹ ｺｳﾍｲ ⾦沢市
2083 佐藤　健 2:54:1059 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ⾦沢市
2054 四尾　真尋 2:57:3760 ｼｵ ﾏｻﾋﾛ ⾦沢市
2067 堀内　章二 2:58:4761 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｼﾞ ⾦沢市
2069 丹沢　義男 2:59:1962 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ 七尾市
2091 坂蓋　智樹 3:01:3863 ｻｶﾌﾀ ﾄﾓｷ 野々市市
2076 増田　陸雄 3:02:3864 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸｵ 神奈川県
2047 磯井　宏文 3:05:0965 ｲｿｲ ﾋﾛﾌﾐ 富山県
2018 林　拓 3:06:0566 スギコウﾊﾔｼ ﾀｸ 羽咋市
2011 近藤　充夫 3:10:0267 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｵ 穴水町
2019 寺⻄　⼀済 3:11:4568 スギコウﾃﾗﾆｼ ｲｯｾｲ 中能登町
2020 袋井　亮⼀ 3:11:4769 スギコウﾌｸﾛｲ ﾘｮｳｲﾁ 中能登町
2002 浮田　悠介 3:12:5470 中能登農林（⼟地改良部）ｳｷﾀ ﾕｳｽｹ 七尾市
2088 岩島　久人 3:13:5271 ｲﾜｼﾏ ﾋｻﾄ ⾦沢市
2053 細川　直樹 3:14:1572 ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 福井県
2005 大畠　知晃 3:15:2173 中能登農林（⼟地改良部）ｵｵﾊﾀ ﾄﾓｱｷ 七尾市
2064 千場　茂 3:15:5474 ｾﾝﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 七尾市
2081 村⻄　貴文 3:16:0175 ﾑﾗﾆｼ ﾀｶﾌﾐ ⾦沢市
2066 山辺　省二 3:16:4776 ﾔﾏﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ ⾦沢市
2003 今井　那紀 3:17:5177 中能登農林（⼟地改良部）ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 七尾市
2036 横井　正幸 3:19:0378 ﾖｺｲ ﾏｻﾕｷ 愛知県
2030 天池　俊彦 3:19:0879 ｱﾏｲｹ ﾄｼﾋｺ 七尾市
2072 岡　知樹 3:24:0080 ｵｶ ﾄﾓｷ 中能登町
2013 山口　博章 3:26:4981 スギコウﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 中能登町
2008 武田　　正 3:28:2882 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳ 七尾市
2016 宮下　為幸 3:35:4083 ﾐﾔｼﾀ  ﾀﾒﾕｷ 中能登町
2006 釜⾕　徹 3:37:0184 羽咋⾛ろう会ｶﾏﾀﾆ ﾄｵﾙ 羽咋市
2043 今井　博之 3:41:0685 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ ⾦沢市
2010 小林　⼀成 3:45:4286 株式会社ホクコク地水ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ ⾦沢市
2063 中⻄　裕亮 3:46:2987 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｽｹ ⾦沢市
2007 深田　幹也 5:13:05ﾌｶﾀﾞ ﾐｷﾔ 七尾市TO
2014 袋井　翔太郎 ﾌｸﾛｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 中能登町DNF
2048 小泉　淳⼀ ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中能登町DNF
2027 山田　宗克 ﾔﾏﾀﾞ ﾑﾈｶﾂ 愛知県DNS
2041 本殿　広和 ﾎﾝﾄﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 中能登町DNS
2045 鈴木　浩⾂ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｵﾐ 小松市DNS
2046 壁屋　俊輔 ｶﾍﾞﾔ ｼｭﾝｽｹ 七尾市DNS
2055 中嶋　正俊 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ 福井県DNS
2071 横井　敏弘 ﾖｺｲ ﾄｼﾋﾛ 内灘町DNS
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