
レース№ 氏名 フリガナ 年齢 性別 都道府県

1038 福田　毅 フクダ　タケシ 30 男 茨城県

1040 菊池　一広 キクチ　カズヒロ 30 男 佐渡市

1068 小坂　雅俊 コサカ　マサトシ 32 男 佐渡市

1080 中川　修一 ナカガワ　シュウイチ 33 男 佐渡市

1082 平　賢久 タイラ　ヨシヒサ 33 男 新潟県

1103 大門　康宏 ダイモン　ヤスヒロ 34 男 新潟県

1155 髙野　文雄 タカノ　フミオ 37 男 佐渡市

1157 渡邉　晶夫 ワタナベ　マサオ 37 男 佐渡市

1159 中坪　裕樹 ナカツボ　ユウキ 37 男 佐渡市

1187 葛城　美徳 カツラギ　ヨシノリ 38 男 新潟県

1188 渡邉　幸三 ワタナベ　コウゾウ 38 男 新潟県

1194 北川　浩之 キタガワ　ヒロユキ 38 男 千葉県

1215 瀬上　顕太 セガミ　ケンタ 39 男 佐渡市

1216 安藤　隆浩 アンドウ　タカヒロ 39 男 佐渡市

1238 中川　彰二 ナカガワ　ショウジ 42 男 宮城県

1270 堤　貴洋 ツツミ　タカヒロ 41 男 群馬県

1274 寺崎　洋 テラサキ　ヒロシ 41 男 新潟県

1277 板井　純一 イタイ　ジュンイチ 41 男 新潟県

1313 後藤　順一 ゴトウ　ジュンイチ 42 男 山梨県

1347 真藤　雅道 シンドウ　マサミチ 43 男 佐渡市

1391 祝　孝之 ホウリ　タカユキ 44 男 佐渡市

1396 上野　啓一 ウエノ　ケイイチ 44 男 新潟県

1436 谷地田　勝 ヤチダ　マサル 45 男 新潟県

1455 小池　誠治 コイケ　セイジ 45 男 東京都

1459 佐藤　公久 サトウ　キミヒサ 45 男 東京都

1460 段原　一聽 ダンバラ　カズアキ 45 男 東京都

1463 堀内　雅生 ホリウチ　マサオ 45 男 東京都

1480 工藤　勇一 クドウ　ユウイチ 46 男 新潟県

1499 阿部　拓広 アベ　タクヒロ 46 男 福島県

1504 都築　紀雄 ツヅキ　ノリオ 47 男 愛知県

1530 稲田　和徳 イナダ　カズノリ 47 男 東京都

1550 神谷　明人 カミヤ　アキヒト 48 男 新潟県

1551 中野　義生 ナカノ　ヨシタカ 48 男 新潟県

Long ASTRO series (ロング)



レース№ 氏名 フリガナ 年齢 性別 都道府県

Long ASTRO series (ロング)

1568 水野　真之 ミズノ　マサユキ 48 男 東京都

1583 本間　勝 ホンマ　マサル 49 男 佐渡市

1596 鈴木　隆行 スズキ　タカユキ 49 男 千葉県

1634 大石　昭弘 オオイシ　アキヒロ 50 男 長野県

1664 南葉　敏秀 ナンバ　トシヒデ 51 男 新潟県

1699 小澤　宏明 オザワ　ヒロアキ 52 男 宮城県

1700 森　隆弘 モリ　タカヒロ 52 男 宮城県

1704 本田　清和 ホンダ　キヨカズ 52 男 新潟県

1706 稲葉　直人 イナバ　ナオト 52 男 新潟県

1725 高木　弘之 タカギ　ヒロユキ 53 男 群馬県

1738 高瀬　英夫 タカセ　ヒデオ 53 男 静岡県

1758 跡地　進一 アトジ　シンイチ 54 男 新潟県

1773 北條　和義 ホウジョウ　カズヨシ 55 男 愛知県

1801 南村　哲司 ミナミムラ　テツジ 56 男 新潟県

1807 西村　弘 ニシムラ　ヒロシ 56 男 神奈川県

1818 小野田　善樹 オノダ　ヨシキ 57 男 埼玉県

1820 吉川　一成 キッカワ　イッセイ 57 男 佐渡市

1851 角田　徹 ツノダ　トオル 60 男 埼玉県

1857 金子　大成 カネコ　ダイセイ 60 男 福島県

1859 中里　克巳 ナカザト　カツミ 61 男 神奈川県

1872 喜畑　龍生 キハタ　タツオ 62 男 三重県

1889 古賀　芳夫 コガ　ヨシオ 63 男 東京都

1930 森田　慎一 モリタ　シンイチ 36 男 東京都

2010 山口　涼美 ヤマグチ　スズミ 31 女 神奈川県

2053 川口　孝子 カワグチ　タカコ 44 女 新潟県

2062 安達　直子 アダチ　ナオコ 45 女 新潟県

2078 豊島　祐子 トヨシマ　ユウコ 52 女 新潟県


