
第14回Mt.富士ヒルクライム

ｾﾞｯｹﾝ番号 ウェーブ 氏名漢字 氏名カナ

103 第１ウェーブ 板子　佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ

105 第１ウェーブ 武田　祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

109 第１ウェーブ 高橋　義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

113 第１ウェーブ 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ

119 第１ウェーブ 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

123 第１ウェーブ 鳥飼　建太郎 ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

130 第１ウェーブ 後藤　晃治 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ

142 第１ウェーブ 柴田　一朗 ｼﾊﾞﾀ ｲﾁﾛｳ

2012 第２ウェーブ 加藤　希美 ｶﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

2042 第２ウェーブ 小林　慧美 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ

2085 第２ウェーブ 竹内　しずか ﾀｹｳﾁ ｼｽﾞｶ

2086 第２ウェーブ 高澤　由美 ﾀｶｻﾞﾜ ﾕﾐ

2092 第２ウェーブ 椿　美邦 ﾂﾊﾞｷ ﾐﾎ

2187 第２ウェーブ 山本　希 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ

3192 第３ウェーブ 岩佐　暢之 ｲﾜｻ ﾉﾌﾞﾕｷ

3251 第３ウェーブ 安齋　恵一 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｲﾁ

3285 第３ウェーブ 山中　マナブ ﾔﾏﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

3325 第３ウェーブ 永沼　幸雄 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ

3356 第３ウェーブ 芳賀　高明 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ

3398 第３ウェーブ 三好　宏和 ﾐﾖｼ ﾋﾛｶｽﾞ

3421 第３ウェーブ 中川　政善 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

3422 第３ウェーブ 金久保　諒三 ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

3428 第３ウェーブ 山本　裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ

3507 第３ウェーブ 田中　宏司 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ

3511 第３ウェーブ 橋本　温之 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ

3551 第３ウェーブ 谷　東 ﾀﾆ ｱﾂﾞﾏ

3563 第３ウェーブ 瓜生　克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ

3567 第３ウェーブ 碓氷　芳己 ｳｽｲ ﾖｼﾐ

4039 第４ウェーブ 福田　芳克 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｶﾂ

4087 第４ウェーブ 酒井　智明 ｻｶｲ ﾁｱｷ

4098 第４ウェーブ 金子　元気 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ

4115 第４ウェーブ 松原　勇斗 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ

4158 第４ウェーブ 白石　陽介 ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ

4162 第４ウェーブ 濱田　智彰 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

4217 第４ウェーブ 長谷川　英樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ

4258 第４ウェーブ 市耒　孝章 ｲﾁｷ ﾀｶﾌﾐ

4301 第４ウェーブ 宇野　拓 ｳﾉ ﾀｸﾔ

4363 第４ウェーブ 清水　光夫 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂｵ

4445 第４ウェーブ 伊東　良 ｲﾄｳ ﾘｮｳ

下山パトロール隊 名簿



4457 第４ウェーブ 平形　洋生 ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ

4474 第４ウェーブ 羽島　英雄 ﾊｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ

4533 第４ウェーブ 河野　章 ｺｳﾉ ｱｷﾗ

5030 第５ウェーブ 竹内　宏之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ

5046 第５ウェーブ 岡芹　弘幸 ｵｶｾﾘ ﾋﾛﾕｷ

5085 第５ウェーブ 安達　忠広 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋﾛ

5088 第５ウェーブ 二宮　靖治 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽﾊﾙ

5148 第５ウェーブ 佐藤　大祐 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

5153 第５ウェーブ 本原　敬三 ﾓﾄﾊﾗ ｹｲｿﾞｳ

5193 第５ウェーブ 杉田　透 ｽｷﾞﾀ ﾄｵﾙ

5263 第５ウェーブ 遠藤　久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ

5372 第５ウェーブ 加藤　章生 ｶﾄｳ ｱｷｵ

5380 第５ウェーブ 草山　三朗 ｸｻﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ

5390 第５ウェーブ 石川　智浩 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

5393 第５ウェーブ 今坂　征央 ｲﾏｻｶ ﾕｷﾋｻ

5473 第５ウェーブ 藤井　芳範 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾉﾘ

5490 第５ウェーブ 遠藤　秀俊 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄｼ

6022 第６ウェーブ 平山　勝基 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｷ

6030 第６ウェーブ 小岸　直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ

6047 第６ウェーブ 海谷　博樹 ｶｲﾔ ﾋﾛｷ

6055 第６ウェーブ 岡田　隆 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

6137 第６ウェーブ 伊藤　健史 ｲﾄｳ ﾀｹﾌﾐ

6144 第６ウェーブ 土屋　貴浩 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ

6180 第６ウェーブ 清水　寛岳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｹ

6204 第６ウェーブ 赤堀　宏紀 ｱｶﾎﾘ ﾋﾛｷ

6215 第６ウェーブ 門馬　史典 ﾓﾝﾏ ﾌﾐﾉﾘ

6269 第６ウェーブ 佐川　久雄 ｻｶﾞﾜ ﾋｻｵ

6326 第６ウェーブ 酒井　大樹 ｻｶｲ ﾏｻｷ

6363 第６ウェーブ 下村　竜也 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾂﾔ

6393 第６ウェーブ 幕田　亮 ﾏｸﾀ ﾘｮｳ

6431 第６ウェーブ 増子　晴哉 ﾏｽｺ ｾｲﾔ

7001 第７ウェーブ 古田土　久 ｺﾀﾞﾄ ﾋｻｼ

7049 第７ウェーブ 柳田　大吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

7110 第７ウェーブ 石川　晴敏 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄｼ

7193 第７ウェーブ 石松　克基 ｲｼﾏﾂ ｶﾂｷ

7227 第７ウェーブ 牧野　太宣 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ

7290 第７ウェーブ 谷本　明敏 ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾄｼ

7323 第７ウェーブ 佐野　正明 ｻﾉ ﾏｻｱｷ

7343 第７ウェーブ 池浦　浩彦 ｲｹｳﾗ ﾋﾛﾋｺ

7376 第７ウェーブ 菅原　強 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ

7404 第７ウェーブ 橋本　淳二 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ

7460 第７ウェーブ 宮崎　雅博 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

7473 第７ウェーブ 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ



7484 第７ウェーブ 久保田　秀慈 ｸﾎﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ

7488 第７ウェーブ 加藤　晃浩 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ

8004 第８ウェーブ 鈴木　昌志 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ

8051 第８ウェーブ 石田　祥大 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

8055 第８ウェーブ 本橋　研一 ﾓﾄﾊｼ ｹﾝｲﾁ

8128 第８ウェーブ 池田　和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

8137 第８ウェーブ 岩崎　和志 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｼ

8161 第８ウェーブ 井上　薫 ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ

8177 第８ウェーブ 佐藤　栄作 ｻﾄｳ ｴｲｻｸ

8276 第８ウェーブ 佐藤　正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ

8367 第８ウェーブ 山口　聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ

8368 第８ウェーブ 松延　秀夫 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞｵ

8401 第８ウェーブ 菜花　洋希 ﾅﾊﾞﾅ ﾋﾛｷ

8414 第８ウェーブ 播摩　幸彦 ﾊﾘﾏ ﾕｷﾋｺ

8422 第８ウェーブ 阿部　翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ

8436 第８ウェーブ 小林　馨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ

9134 第９ウェーブ 兵頭　厚弘 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾂﾋﾛ

9151 第９ウェーブ 小池　貴志 ｺｲｹ ﾀｶｼ

9195 第９ウェーブ 斉藤　明彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ

9198 第９ウェーブ 橋本　泰男 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｵ

9259 第９ウェーブ 記虎　正幸 ｷﾄﾗ ﾏｻﾕｷ

9269 第９ウェーブ 石川　彰 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ

9292 第９ウェーブ 菊地　章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ

9364 第９ウェーブ 松富　毅 ﾏﾂﾄﾐ ﾀｹｼ

9383 第９ウェーブ 水口　章 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ

9402 第９ウェーブ 大和田　忠大 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ

9448 第９ウェーブ 荻野　英生 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ

9454 第９ウェーブ 山口　俊明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ

9538 第９ウェーブ 越仮　康雅 ｺｼｶﾘ ﾔｽﾏｻ

10010 第１０ウェーブ 坂井　一敏 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄｼ

10035 第１０ウェーブ 森田　隆太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ

10075 第１０ウェーブ 富田　裕太 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀ

10087 第１０ウェーブ 北上　紘生 ｷﾀｶﾞﾐ ﾋﾛｵ

10134 第１０ウェーブ 今泉　洋 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ

10183 第１０ウェーブ 荒谷　大輔 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ

10192 第１０ウェーブ 奥平　宏之 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾕｷ

10215 第１０ウェーブ 堺　淳 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝ

10220 第１０ウェーブ 武藤　慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ

10276 第１０ウェーブ 角田　圭 ｶｸﾀ ｹｲ

10320 第１０ウェーブ 岩井　健一 ｲﾜｲ ｹﾝｲﾁ

10369 第１０ウェーブ 吉野　晴彦 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾋｺ

10392 第１０ウェーブ 太田　浩司 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ

10475 第１０ウェーブ 高橋　俊雅 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾏｻ



11035 第１１ウェーブ 井上　和英 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

11115 第１１ウェーブ 田中　晃平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ

11140 第１１ウェーブ 宮川　真澄 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｽﾐ

11182 第１１ウェーブ 安田　満 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ

11187 第１１ウェーブ 海老原　貴弘 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

11198 第１１ウェーブ 田畑　朗 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷﾗ

11253 第１１ウェーブ 大嶽　剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ

11262 第１１ウェーブ 大野　和成 ｵｵﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ

11265 第１１ウェーブ 木下　史啓 ｷﾉｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ

11267 第１１ウェーブ 石橋　良隆 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾀｶ

11326 第１１ウェーブ 藤原　博之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ

11343 第１１ウェーブ 市毛　康裕 ｲﾁｹﾞ ﾔｽﾋﾛ

11487 第１１ウェーブ 鈴木　正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

11488 第１１ウェーブ 望月　太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾛｳ

12060 第１２ウェーブ 佐野　渉 ｻﾉ ﾜﾀﾙ

12068 第１２ウェーブ 田中　延和 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

12076 第１２ウェーブ 中嶋　裕二 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ

12077 第１２ウェーブ 岩本　靖士 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽｼ

12095 第１２ウェーブ 江原　勝幸 ｴﾊﾞﾗ ｶﾂﾕｷ

12139 第１２ウェーブ 原　篤司 ﾊﾗ ｱﾂｼ

12140 第１２ウェーブ 後藤　謙造 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｿﾞｳ

12147 第１２ウェーブ 田中　隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

12162 第１２ウェーブ 権田　武 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｹｼ

12255 第１２ウェーブ 高橋　仙長 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾅｶﾞ

12277 第１２ウェーブ 平田　義一 ﾋﾗﾀ ﾖｼｶｽﾞ

12372 第１２ウェーブ 岩間　徹 ｲﾜﾏ ﾄｵﾙ

12425 第１２ウェーブ 羽田　和矢 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

12454 第１２ウェーブ 小林　洋貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

13026 第１３ウェーブ 菊地　三四郎 ｷｸﾁ ｻﾝｼﾛｳ

13031 第１３ウェーブ 伊藤　駿治 ｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ

13071 第１３ウェーブ 前田　昭二 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ

13207 第１３ウェーブ 大内　貴明 ｵｵｳﾁ ﾀｶｱｷ

13216 第１３ウェーブ 松尾　良太 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀ

13234 第１３ウェーブ 江川　卓秀 ｴｶﾞﾜ ﾂﾅﾖｼ

13362 第１３ウェーブ 木村　毅 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

13370 第１３ウェーブ 有坂　友宏 ｱﾘｻｶ ﾄﾓﾋﾛ

13403 第１３ウェーブ 池田　耕太郎 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

13451 第１３ウェーブ 藤田　真也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ

13476 第１３ウェーブ 岨　宗介 ｿﾜ ｿｳｽｹ

13479 第１３ウェーブ 横山　雅之 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

14042 第１4ウェーブ 高谷　守康 ﾀｶﾀﾆ ﾓﾘﾔｽ

14057 第１4ウェーブ 日山　貴雄 ﾋﾔﾏ ﾀｶｵ

14090 第１4ウェーブ 舩橋　秀信 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ



14170 第１4ウェーブ 吉田　裕昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

14178 第１4ウェーブ 前川　智匠 ﾏｴｶﾜ ﾁｼｮｳ

14274 第１4ウェーブ 山崎　浩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

14334 第１4ウェーブ 江本　秀樹 ｴﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ

14405 第１4ウェーブ 藤本　政彦 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋｺ

14411 第１4ウェーブ 藤林　弘一郎 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁﾛｳ

14436 第１4ウェーブ 白鳥　忠光 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾀﾞﾐﾂ

14460 第１4ウェーブ 高野　雅巳 ﾀｶﾉ ﾏｻﾐ

14490 第１4ウェーブ 増田　雄輔 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ

15037 第１5ウェーブ 前原　豪 ﾏｴﾊﾞﾗ ｺﾞｳ

15143 第１5ウェーブ 荒井　風人 ｱﾗｲ ｶｻﾞﾄ

15159 第１5ウェーブ 新井　智博 ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ

15167 第１5ウェーブ 静永　文孝 ｼｽﾞﾅｶﾞ ﾌﾐﾀｶ

15208 第１5ウェーブ 西上　耕一郎 ﾆｼｶﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ

15210 第１5ウェーブ 萬羽　拡昌 ﾏﾝﾊﾞ ﾋﾛｱｷ

15215 第１5ウェーブ 足立　和男 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｵ

15248 第１5ウェーブ 田端　清司 ﾀﾊﾞﾀ ｷﾖｼ

15353 第１5ウェーブ 田辺　寛久 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾋｻ

15427 第１5ウェーブ 新田　一舟 ﾆｯﾀ ｲｯｼｭｳ

15450 第１5ウェーブ 野木　信 ﾉｷﾞ ﾏｺﾄ

15596 第１5ウェーブ 村上　嘉康 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾔｽ

16019 第１６ウェーブ 佐織　仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ

16091 第１６ウェーブ 尾川　佳永 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ

16109 第１６ウェーブ 菱沼　俊樹 ﾋｼﾇﾏ ﾄｼｷ

16113 第１６ウェーブ 小林　裕彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｹﾞﾝ

16186 第１６ウェーブ 秋山　誠 ｱｷﾔﾏ ﾏｺﾄ

16215 第１６ウェーブ 横山　達郎 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾂｵ

16227 第１６ウェーブ 会田　武彦 ｱｲﾀﾞ ﾀｹﾋｺ

16511 第１６ウェーブ 山岡　翔 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳ

16546 第１６ウェーブ 秋葉　誠司 ｱｷﾊﾞ ｾｲｼﾞ

16558 第１６ウェーブ 佐藤　忠禎 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ

17132 第１７ウェーブ 舟橋　健太 ﾌﾅﾊｼ ｹﾝﾀ

17227 第１７ウェーブ 丸山　剛 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｼ

17304 第１７ウェーブ 近藤　恵彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾋｺ

17312 第１７ウェーブ 布施　優彦 ﾌｾ ﾏｻﾋｺ

17324 第１７ウェーブ 貝沼　雄太 ｶｲﾇﾏ ﾕｳﾀ

17393 第１７ウェーブ 畠山　奨二 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ

17440 第１７ウェーブ 樋口　勇誠 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾐ

17495 第１７ウェーブ 竹内　淳人 ﾀｹｳﾁ ｱﾂﾋﾄ

17566 第１７ウェーブ 山川　健 ﾔﾏｶﾜ ﾀｹｼ

17567 第１７ウェーブ 笹川　周作 ｻｻｶﾞﾜ ｼｭｳｻｸ


