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TEL0768-23-1176　http://gasando.info    E-mail：mail@gasando.info

主　催

七尾市・志賀町・中能登町・穴水町・北國新聞社・北陸放送・
石川テレビ・テレビ金沢・北陸朝日放送・NHK金沢放送局・エフエム石川

後　援

石川県輪島市「大本山總持寺祖院」～
　石川県羽咋市「洞谷山永光寺」 73㎞
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　選手の皆様、ようこそ能登半島へおいでくださいました。心よりご歓迎申し上げます。
　本大会は、峨山禅師650回大遠忌を記念し平成27年5月に開催された第1回大会に引き続き、本年が2回
目の開催となります。
　本年も昨年同様5月に開催を予定しておりましたが、野鳥の繁殖期など自然環境への影響に配慮し、11月
に開催を変更させていただきました。
　開催日変更に際し、多くの方々にご迷惑をおかけしましたことにつき、改めておわび申し上げます。
　さて、本年のコースは、石川県輪島市「總持寺祖院（そうじじそいん）」をスタートし、能登半島中央を縦断南
下し、ゴールの石川県羽咋市「永光寺（ようこうじ）」へと続くワンウエイ75㎞のコースとなっております。
　「峨山道」は、全国に15,000余の寺院と800万人の檀信徒を有する曹洞宗の礎を築かれた總持寺二祖「峨山
韶碩（がさんじょうせき）禅師」が、両寺院の朝課に通われたと伝わる13里（53㎞）の道程で、そのご遺徳から
「峨山道」と称され、禅師没後650年余の今もなお人々に語り継がれる古道です。
　コース全体が“世界農業遺産”能登の里山であり、豊かな自然と農村の原風景を垣間見ることができること
と思います。
　また、スタート直後より、首山（しゅざん）三十三観音、慈雲閣観音堂、高尾かんのん道三十三観音、高尾山観
音堂と続き、たくさんの観音様が皆様をお見送りし、峨山山頂では聖観音が道中の無事をお祈りしておりま
す。
　禅の里と峨山道の雰囲気を十分に味わい、禅師の足音に耳を傾けながらゴールを目指していただければと
思います。
　能登は交通インフラの整備が進み、東京から飛行機で1時間「のと里山空港」、高速道路ネットワーク「能越
自動車」に加え、「北陸新幹線」が開通し全国各地から大勢の皆様に訪れていただいております。
　今回ご参加されるランナーの皆様は、トレイルランとあわせて、能登の風土や文化、そして新鮮で豊かな食
材にも触れていただければ幸いに存じます。
　大会関係者一同、心に響く大会となるよう取り組んで参りますので、深まりゆく秋の能登路を楽しみなが
ら駆け抜けていただきたいと思います。
　ご健闘をお祈り申し上げます。　
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峨山道とは

永光寺

大本山總持寺祖院

峨山禅師

　峨山道」は、「峨山往来」とも称し、總持寺二祖峨山韶碩禅師が、輪島市門
前町の總持寺と羽咋市酒井町にある永光寺の住職を兼ねていた暦応3年
（1340年）から20余年間、往来した両寺を結ぶ13里（52km）の山道で、禅
師は毎朝未明に永光寺の朝課を勤め、13里の険しい道を越えて、總持寺の朝
の読経に間に合わせたと伝えられる。
　總持寺では、朝粥を終え、禅師の来着を待ちつつゆっくり読経する「粥了諷
経の大真読」のならわしが、禅師の没後650年余の今も行われている。

　禅師の往来したコースは諸説があり定かではないが、今日、「峨山道」あるいは「峨山往来」と名の残る古道が
能登に伝わる。總持寺が現在末寺15,000余を有し曹洞宗大本山となる基を築いたのは、この超人的な伝説
に象徴される禅師の気概と情熱によるもので、古くから禅師の偉徳をしのび、その足跡を踏む「峨山越え」が行
われており、昭和61年から開催されている「峨山道巡行」は現代の峨山越えとして多くの参加者を集めている。

　曹洞宗の高祖・道元禅師と並び、太祖として尊崇される瑩山紹瑾(けいざん
じょうきん)が正和元年(1312年)能登の国・酒井に開創した曹洞宗発展史
上最も重要な地位を占める古刹である。
　元亨元年(1321年)後醍醐天皇より「曹洞宗出世道場」の綸旨を賜り、勅
願寺となった。足利尊氏の北朝時代には、光厳上皇が能登国利生塔を建立。
足利直義も仏舎利二粒を三重の利生塔に納めて安穏を祈るなど隆盛を極め
た。
　応仁の乱で伽藍の大部分を焼失、その後、後土御門天皇の発願で再興さ

れたが、天正7年（西暦1579年）、兵火により、七尾城とともに再び全山を焼亡するという悲運に見舞われた。
　江戸時代に入り、前田利家が能登を領したときには寺領三百石を認め永光寺復興に尽力した。現在の建物
は寛永以後の再興で、その伽藍は曹洞宗寺院の源流のひとつである。

　大本山總持寺、正号は諸嶽山總持寺。今から約700年前の元亨元年4
月（1321年）に瑩山紹瑾禅師によって開創。瑩山禅師を篤く信仰された後
醍醐天皇は綸旨を下され、總持寺を勅願所とし、「曹洞賜紫出世第一の道
場」と定められた。また二世峨山韶碩禅師の代には後村上天皇より重ねて
綸旨を賜り、その基礎が一層確立された。この後、住職は五院輪番制をとり、
寺運益々降盛を極め、境内には大小70余棟の殿堂伽藍を有し、その末寺は
全国に17,000余を数えるにいたった。明治31年4月、不幸にして火災に罹り、七堂伽藍の大部分を焼失、本
山を神奈川県鶴見に移し、この地に再建されたものを祖院として、開山の霊場を護っている。

　 總持寺の二祖として、「五哲（五院）」あるいは「二十五哲」と呼ばれた多くの優れ
た門弟を育成。
　さらに、その多くの門弟が協力して、總持寺を維持し発展させるために住職を一
定期間で交代させる「輪住制」を確立するなど、700年近くも前に、既に「人材育成」と
「教団の将来ビジョン」に深い思いをもち、ただひたすらに總持寺の住職として42
年間勤め、曹洞宗の教えを全国に展開する基盤を形成した。

2



コースマップ

スタート

大本山總持寺祖院
6：00スタート

第１チェックポイント

植　戸
13㎞

第２チェックポイント

稗造研修センター
23㎞

第４チェックポイント

土川（浅田久富美宅）
39㎞

第３チェックポイント

釶打公民館
30㎞（関門時刻12：00）

第６チェックポイント

石川北部RDFセンター
61㎞（関門時刻17：30）

フィニッシュ

永光寺
75㎞（ゴール閉鎖20：30）

第５チェックポイント

徳田（稲岡自動車）
50㎞（関門時刻15：30）

第７チェックポイント

金丸（村本機料）
70㎞（関門時刻19：30）

コースは状況により変更になる場合があります。コースは状況により変更になる場合があります。
2016年11月2016年11月地図データ ⓒ2016 Google,ZENRIN　2㎞地図データ ⓒ2016 Google,ZENRIN　2㎞

コースマップコースマップ

中平

五老峰

野毛

良玄寺

南山

酒井林道

古和秀水

三尺坊

観音霊場

スタート 總持寺祖院
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第２回 峨山道トレイルラン開催要項

スケジュール

●開　催　日 2016年11月12日㈯～13日㈰
 ☆11月12日㈯　前日受付／ブリーフィング
 ★11月13日㈰　当日受付／開会式／スタート／フィニュッシュ／表彰式
●受　　　付 ☆前日受付　11月12日㈯　15:00～20:00
 　　　　　　羽咋すこやかセンター・輪島市文化会館・輪島市門前総合支所
 　　　　　　（ブリーフィングは羽咋すこやかセンターのみ16:00～17:00）
 ★当日受付　11月13日㈰　3:30～5:00　門前東小学校 
●開　会　式 11月13日㈰　5:30　大本山總持寺祖院 三松関前
●種目／コース トレイルランニング／石川県輪島市～羽咋市　約75km
 （累積標高差 約2,800m／最低標高3m／最大標高368m／未舗装路率 約

70％）
●ス タ ー ト 11月13日㈰　6:00　大本山總持寺祖院 三松関前
●フィニッシュ 永光寺 山門
●制 限 時 間 14時間30分（ゴール閉鎖20:30）
●関　　　門 第1関門（CP3釶打）30㎞ 12:00・第2関門（CP3徳田）50㎞ 15:30
 第3関門（CP4 RDF）61㎞ 17:30・最終関門（CP７金丸）70㎞ 19:30
●チェックポイント（給水所）
 CP1 植戸 13㎞・CP2 稗造 23㎞・CP3 釶打 30㎞・CP4 土川 39㎞
 CP5 徳田 50㎞・CP6 RDF 61㎞・CP7 金丸 70km
●参 加 資 格 年齢18歳以上の健康な男女で、全コースを迷うことなく、制限時間内に完走

する自信がある者。
●参　加　費 10,000円（学生割引あり。受付時に2,000円のQUOカード進呈）
●エントリー者数 450名（招待選手9名・一般エントリー441名）
●表　　　彰 ・男女別　1位～6位 まで表彰　輪島塗表彰盾贈呈
 ・特別完走賞　「峨山タイム（10時間）」以内全員
 ・五哲賞　10時間以内完走者のうち、当日の年齢が49歳以上の者で上位5名
●参　加　賞 ロゴ入りオリジナルスタッフバッグ、ロゴ入りエマージェンシーブランケット
●記　録　証 第2回記念　總持寺祖院・永光寺の御朱印付き走破之証
●アドバイザー 円井 基史（金沢工業大学OTC）　相羽 大輔（チーム金港堂）
●主　　　催 峨山道トレイルラン実行委員会
●大会事務局 輪島市教育委員会スポーツ推進室内
 TEL 0768-23-1176　FAX 0768-23-1129
 〒928-0001 石川県輪島市河井町20-1-1 輪島市文化会館４階
 公式ホームページhttp://gasando.info 　メールmail@gasando.info
 ★大会日（11月12日・13日）の電話連絡先　080-2008-1854

11月13日㈰
門前東小学校
・当日受付　　3:30～5:00
・荷物預かり　3:30～5:30

⇨ ⇨
永光寺
・フィニッシュ
  （20:30ゴール閉鎖）
・飲食・物販コーナー
・表彰式

大本山總持寺祖院
・開会式　　5:30～5:45
・スタート　6:00
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大会アドバイザー
円井 基史 まるい　もとふみ
1977年、岡山県生まれ。大学でオリエンテーリング部に所属し、そのトレーニングの一環としてトレイルランニングを始める。
オリエンテーリングは全日本選手権4位（2003）・5位（2014）、世界選手権日本代表2回（2003、2006）。トレイルランニン
グでは日本山岳耐久レース4位（2004）・16位（2012、8時間30分）を含む完走16回など。勤務する金沢工業大学ではオリ
エンテーリング・トレイルランニングクラブを立ち上げ顧問を務める。

相羽 大輔 あいば だいすけ
1975年新潟県妙高市生まれ。金沢工業大学を卒業後金沢市在住。大学時代に登った白山の美しさに惹かれて登山の世界
へ。その後地元で開催された信越五岳トレイルランニングレースを知り、出場を目指してトレイルランニングを始める。現在は
里山、低山の魅力に目覚め、石川県内の各地の山でトレイルランニングを楽しんでいる。また、冬のアクティビティとしてスノー
シューランニングの普及をめざして活動中。日本山岳耐久レース（2012）、ウルトラトレイル・マウントフジ STY（2013）、信越
五岳トレイルランニングレース（2014）、IZU TRAIL Journey（2015）を完走。白山ジオトレイル2014 コースディレクター。
スノーシューDAYS in 白山を主催、スノーシューイング・グランプリシリーズ白山大会競技委員長を務める。
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　第2回峨山道トレイルランにご参加いたただき、ありがとうございます。本大会は、峨山禅師の650回大遠忌を記念
して始まったもので、峨山道の復元・整備と交流人口の増加を目的として開催されます。第2回大会は当初5月開催予
定でしたが、この時期が野鳥や各種生物の繁殖期にあたり、それらに影響を及ぼす恐れがあると判断し、開催時期を秋
に変更するに至りました（5月開催予定だった本大会に対してエントリーを頂いた皆様およびご支援を頂いてきた関係
各位にご迷惑をお掛けしたこと、誠に申し訳ありません）。
　書籍「峨山韶碩禅師」（荒木剛編、昭和45年）にて、以下のような禅師にまつわる記述があります。「總持寺では今で
も毎朝粥了諷経と称し大悲心院羅尼を拍手を延して読む『大しん読』という読み方が行われている。この両寺の距離は
十三、四里（五二キロ余）の道を駆けて来られ、着院と同時に読経が始められたため漸く呼吸を調整するためこうした
独特の読み方が行われている。しかしこうした伝説が今なお存するということは禅師が行持綿密で、いかに堅固なる
道心と健全なる体力の持主であったということを物語ものであろう」。参加者の方々には、この峨山禅師の足跡に思い
を馳せていただければと思います。
　第2回大会のコースは、第1回大会と逆で、總持寺祖院がスタートで、永光寺がゴールとなります。コースには新規ルー
トが含まれ、トレイル率も微増します。序盤では、高尾山立持寺（能登三十三観音霊場二十八番札所）に続く33の観音像
（観音窟）、總持寺の開祖である瑩山（けいざん）禅師に由来する霊水・古和秀水（こわしゅうど）（日本の名水百選）を通
ります。巨大風車の並ぶ虫ヶ峰は、逆から登ると比較的つらくなく、また山上は景色良く爽快に走れると思います。今
回は途中、海（七尾湾）が見えるビューポイントもあります。注意点として、CP5（徳田）～CP6（RDF）の間は、尾根・沢切
りの連続で非常にタフなので、そこまで体力を温存するようにしてください。
　11月に入ると、北陸は冬が訪れ、雷が鳴り、雹（ひょう）・霰（あられ）が降る日もあります。参考までに過去5年間に
おける羽咋市（アメダス羽咋観測所）の11月13日の天気および朝6時と正午の気温を以下に示します。日の出は6:30
過ぎ、日没は16:40頃になります。

　それでは、歴史と自然を感じながら、晩秋の峨山道を駆け抜けてください。

天気 6時 12時
2015年 晴れ後曇り 10.0℃ 15.3℃
2014年 曇り時々雨 10.7℃   8.2℃
2013年 雨   4.2℃   4.9℃
2012年 雨 12.9℃ 12.8℃
2011年 晴れ 13.9℃ 17.8℃



招待選手紹介
吉岡 邦男 よしおか くにお（輪島市教育長）
大本山總持寺祖院のお膝元である、旧石川県鳳至郡門前町生まれ。71歳。中学校長退職後、平成22年より輪島市教育長
を務める。
●メッセージ　有由有縁で参加させていただきます。チャレンジ＆レスポンスの精神に乗っ取り、峨山韶碩禅
師の境地に触れたい。

円井 基史 まるい もとふみ（金沢沢工大OTC）
2006 オリエンテーリング世界選手権日本代表 
2011 立山山麓アドベンチャーマラソン　12㎞　優勝 
2012 OSJおんたけスカイレース　37㎞　7位 
2014 オリエンテーリング日本選手権　5位　／　志賀高原エクストリームトライアングル　63㎞　8位 
2016 木曽駒 JAPAN ALPS スカイレース　20㎞　8位　／　日本山岳耐久レース　71㎞　26位
●メッセージ　大会アドバイザーを務めながら、今回はランニングカメラマン選手として走ります。第１回と逆コー
スで、33の観音像（観音窟）、古和秀水（日本の名水百選）、七尾湾ビューポイントなど新しいポイントあり。ただし
CP5（徳田）～CP6（RDF）の間は、尾根切り・沢切りで非常にタフなので、そこまで体力を温存するようにしてください。

伊藤 健太 いとう けんた（浜岡LDC）　2015　第1回峨山道トレイルラン　73㎞　男子3位
2014　玉川トレイル　46㎞　1位
2015　奥三河パワートレイル　62㎞　2位　／　比叡山トレイル　50㎞　3位　／　北丹沢トレイル　42㎞　4位
2015　スパトレイル　72㎞　3位　／　OSJ山中温泉トレイル　75㎞　1位
2016　比叡山トレイル　50㎞　15位　／　日本山岳耐久レース　71㎞　6位
●メッセージ　招待していただき感謝の気持ちでいっぱいです。第一回大会は、コースマークを見落として道に迷ったり、林道
で福井さんと競り合ったり、ラスト2キロで青木さんと全力のバトルをしたりと思い出深いレースとなりました。今回、秋の開催と
なった峨山道の素晴らしいコースを楽しんで走りたいと思います。戦略は「マイペース」。スタートからゴールまで同じペースを
キープしていく予定です。2016ハセツネのようにラスト10㎞で余裕が残っていたら、ペースアップして上位進出を狙います‼

中村 雅美 なかむら まさみ（山たのクラブ）　2015　第1回峨山道トレイルラン　73㎞　女子6位
2013　日本山岳耐久レース　71㎞　女子９位　／　コスタリカ・アドベンチャーレース（ARWC）　850㎞　途中リタイア
2014　トランスジャパンアルプスレース（TJAR）　415㎞　途中リタイア
2015　ウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）　165㎞　マスター女子２位
2016　ウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）　44㎞　マスター女子２位
●メッセージ　去年の峨山道トレイルランで初めて石川県を訪れました。歴史のある建物の静かな佇まいは非常
に魅力的で、再びあの風景を見ることができることを大変嬉しく思います。レースなのですが、どちらかというと競い
合うことよりも、峨山禅師が毎日見ていたであろう景色を想像しながら楽しく走りたいと思います。

折戸 小百合 おりと さゆり（石川県庁RC）　2015　第1回峨山道トレイルラン　73㎞　女子4位
2015　比叡山International Trail Run　50㎞　2位　／　菅平スカイライントレイルランレース　42㎞　3位
2015　ROCKIN BEAR モントレイル 黒姫トレイルランニングレース　36㎞　3位
2016　比叡山International Trail Run　50㎞　6位　／　菅平スカイライントレイルランレース　42㎞　4位
2016　ROCKIN BEAR モントレイル 黒姫トレイルランニングレース　42㎞　3位
●メッセージ　ご招待いただきありがとうございます。峨山禅師が往来した由緒ある古道を走らせていただける
ことを楽しみにしています。能登里山の自然をたっぷり堪能しながら感動のゴールを目指したいです。

高橋 和之 たかはし かずゆき（TEAM HOKA）
2015　星の郷八ヶ岳野辺山高原100㎞ウルトラマラソン　総合3位
2015　上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル　総合2位　／　UTMF　総合19位
2016　オックスファム・トレイルウォーカー東北　チーム総合優勝
●メッセージ　能登半島を縦断するロングトレイルのコースには歴史や文化が詰まっており、走ることでそれら
と触れ合う事が出来るのは非常に楽しみです。650年前の禅師は何を感じどのような想いで駆け抜けたのだろう
か。この峨山道を走る事で少しでも感じ取る事が出来たらと思います。

上宮 逸子 うえみや いつこ（VESPA）
2010　斑尾Forest Trails　優勝
2014　信越五岳トレイルランニングレース　準優勝
2015　STY　3位
2016　Sean O'Brien　50mile　5位　／　OSJ新城トレイル　32㎞　優勝
●メッセージ　峨山道は禅師が２０年余り歩いたということで、歴史あるトレイルを走れる喜びと共に、秋の能
登の季節や風土に触れられることを楽しみにしています。

木村 隼人 きむら はやと（白山自然ガイドボランティア）
2015　志賀高原エクストリームトライアングル　8位　／　第5回白馬国際トレイルラン　4位 
2016　奥三河パワートレイル　5位　／　THE4100D マウンテントレイルin野沢温泉　6位
●メッセージ　私にとってこの峨山道トレイルランは、能登の素晴らしい自然のコースを充分に堪能できる、贅
沢なレースです！ 元気に楽しく、全力でレースを楽しみたいと思います！

福井 哲也 ふくい てつや（岐阜県羽島市）　2015　第1回峨山道トレイルラン　73㎞　男子5位
2015　上州武尊山スカイビューウルトラトレイル　120㎞　男子5位
2015　熊野古道トレイルランニングレース　50㎞　男子優勝
2016　比叡山International Trail Run　50㎞　男子6位
●メッセージ　今回も修行道の峨山道を楽しみたいと思います！ 笑顔でゴールします！
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ナンバー 氏名 所属
1 吉岡 邦男 輪島市教育長
2 円井 基史 金沢工大OTC
3 伊藤 健太 浜岡 LDC
4 福井 哲也 岐阜県羽島市

5 木村 隼人 白山自然ガイド
ボランティア

6 上宮　逸子 VESPA
7 中村　雅美 山たのクラブ
8 折戸 小百合 石川県庁RC
9 高橋 和之 TEAM HOKA

女子スタートリスト
ナンバー 氏名 都道府県名
21 山ノ内 はるか 宮城県
22 片桐 一絵 新潟県
23 安田 直子 京都府
24 松原 久美 兵庫県
25 片岡 千尋 石川県金沢市
26 土居　 綾 東京都
27 小野寺 目 千葉県
28 結城 知美 大阪府
29 赤松 祥江 大阪府
30 鄭　 詩穎 東京都
31 中出 倫留 石川県金沢市
32 三代 幸子 東京都
33 今井 裕紀子 東京都
34 松浦 祐美子 新潟県
35 鍛治 志乃 石川県金沢市
36 山本 貴子 三重県
37 濱坂　 愛 富山県
38 鶴見 みゆき 長野県
39 井上 理恵子 埼玉県
40 杉田 由衣子 神奈川県
41 堀内 優子 東京都
42 山下 奈美 兵庫県
43 萩藤 典子 兵庫県
44 川端 有紀 石川県金沢市
45 森谷 明代 東京都
46 小倉 裕子 神奈川県
47 菱沼 史枝 埼玉県
48 田代 るみ 京都府
49 垂水 恵光 兵庫県
50 井上 順子 大阪府
51 青木 信子 山梨県
52 久保田 裕美 兵庫県
501 木下 ゆかり 京都府
502 柳井 みずえ 大阪府
503 宮西 幸子 石川県加賀市
504 竹内 里佳 東京都
505 吉沢 美香 大阪府
506 森山 真千子 愛知県
507 布野 美津子 東京都
508 中谷 あゆみ 茨城県
509 石原 くみ 京都府
510 大保 美穂子 長崎県
511 高城 孝子 福井県
512 牛腸 奈緒子 新潟県
513 長江 弘子 愛知県
514 大島 恵美子 神奈川県

ナンバー 氏名 所属
101 平賀 太智 東京都
102 米倉 宏貴 愛知県
103 中村 栄将 石川県野々市
104 田中 求 石川県金沢市
105 甲斐　 亘 愛知県
106 長谷川 誠 大阪府
107 岸田　 匠 愛知県
108 平林 裕貴 岐阜県
109 原　 祐貴 東京都
110 西盛 啓矢 石川県金沢市
111 牧野 亮介 東京都
112 狗飼 義隆 愛知県
113 中西　 能 石川県志賀町
114 加藤 和成 石川県白山市
115 井上 祐策 愛知県
116 醍醐 陸史 石川県金沢市
117 越智 健太 東京都
118 山元　 駿 埼玉県
119 黒木 大地 愛知県
120 西部　 琢 富山県
121 小畑 哲也 三重県
122 松山 優太 兵庫県
123 西野　 充 茨城県
124 川原田 諒 神奈川県
125 三木 大輔 兵庫県
126 立川 拓磨 兵庫県
127 倉　 貴大 石川県中能登町
128 古橋 芳輝 愛知県
129 原田 世真 兵庫県
130 小松 由樹 兵庫県
131 宮川 和久 愛知県
132 南　 映佑 愛知県
133 上田 和明 石川県金沢市
134 志熊 之廣 山梨県
135 山下 洋一郎 愛知県
136 太田 雄至 京都府
137 古賀　 聖 岐阜県
138 松永　 亮 長崎県
139 鵜沼 智大 福島県
140 小竹 茂幸 富山県
141 玉山 健太郎 滋賀県
142 中谷 大基 石川県白山市
143 佐藤 義文 新潟県
144 繁信 裕輔 兵庫県
145 広瀬 英治 富山県
146 政氏 浩太 石川県金沢市
147 北村 光幸 福井県
148 安田 力也 京都府
149 林　 宏行 福島県
150 臼田 武史 富山県
151 岡部 秀人 富山県
152 橋本 章太郎 山梨県
153 海老原 竜太 千葉県
154 安井 雅俊 愛知県
155 真名垣 友樹 新潟県
156 秋山 浩庸 愛知県
157 中屋 智宏 石川県七尾市
158 柴田 雅孝 山形県
159 村田 　壮 長野県

ナンバー 氏名 所属
160 岡田 　晋 富山県
161 別所 耕大 三重県
162 佐渡　 学 富山県
163 宮崎 雅亘 福井県
164 井上 隆史 兵庫県
165 勝呂 泰弘 静岡県
166 古谷 洋介 新潟県
167 金山 貴幸 兵庫県
168 桑田 成康 石川県金沢市
169 塚田 庄栄 富山県
170 須田 真彦 東京都
171 二村 裕治 富山県
172 平見　 実 石川県かほく市
173 笠野 剛志 石川県金沢市
174 島田 淳一 石川県輪島市
175 加藤 崇夫 神奈川県
176 宗宮 廣和 愛知県
177 橋　 貴正 富山県
178 吉田 紀明 千葉県
179 大泉　 周 富山県
180 大江 宏明 大阪府
181 肥田 敬之 大阪府
182 武井 勇治 石川県七尾市
183 大平 健太 石川県羽咋市
184 大石 賢斉 石川県輪島市
185 川合 勇希 兵庫県
186 鈴木 一路 愛知県
187 中田 慎一 石川県野々市市
188 平賀 智之 新潟県
189 大谷 健吾 兵庫県
190 竹内 淳仁 愛知県
191 今野 貴寛 宮城県
192 丸谷 泰元 宮城県
193 畑　 誠司 兵庫県
194 三枝 俊之 石川県金沢市
195 川村 一平 千葉県
196 田村 浩之 静岡県
197 芹澤 　晃 静岡県
198 横山 俊顕 福島県
199 大原　 倫 神奈川県
200 山口 正志 富山県
201 神田 裕之 京都府
202 延東　 治 新潟県
203 鶴田 浩史 兵庫県
204 苗島　 豊 石川県金沢市
205 郭　 杰宸 東京都
206 大川 雅也 富山県
207 重森 俊一 滋賀県
208 坂元 真一 石川県小松市
209 菅谷　 豊 東京都
210 大滝 勝久 新潟県
211 鈴木　 勉 兵庫県
212 西田 明洋 石川県能美市
213 山本　 亨 富山県
214 松村 正彦 福井県
215 青山 隆一 静岡県
216 久井　 誠 富山県
217 渡邉 拓郎 福井県
218 藤本 信一 愛知県
219 稲月 洋介 新潟県
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ナンバー 氏名 所属
220 矢田 貴文 新潟県
221 渡辺 義和 新潟県
222 北野 鉄平 石川県金沢市
223 粟津　 創 石川県白山市
224 朝本 和憲 石川県能美市
225 林　 寿郎 富山県
226 浅沼 和敬 石川県金沢市
227 山口　 毅 大阪府
228 村崎 良太 石川県羽咋市
229 露崎 和成 千葉県
230 前岨 泰三 三重県
231 谷口　 潤 石川県津幡町
232 谷　　 衛 石川県野々市市
233 松本 淳雄 石川県津幡町
234 堀口 博史 石川県小松市
235 鬼澤 洋介 千葉県
236 岸本 知久 兵庫県
237 川西 哲也 富山県
238 越 健太郎 愛知県
239 木村 哲也 富山県
240 竹田 儀征 兵庫県
241 出口 英明 新潟県
242 西川 達也 三重県
243 大内 峰文 石川県能美市
244 大塚 孝頼 兵庫県
245 澤田 吉伸 富山県
246 佐藤 士朗 石川県白山市
247 黒田 憲造 茨城県
248 山本 圭助 福井県
249 奥田 洋一 京都府
250 板谷 智也 石川県内灘町
251 三浦　 武 大阪府
252 廣西　 聡 大阪府
253 飯沼 憲一 愛知県
254 大西 雅士 石川県小松市
255 筒井 秀夫 山形県
256 嵐　 政義 石川県小松市
257 市川　 貴 静岡県
258 田島 道男 神奈川県
259 中村 直弘 富山県
260 山本 正輝 京都府
261 吉田　 裕 埼玉県
262 谷田　 巡 兵庫県
263 大神 正貴 愛知県
264 田島 友和 愛知県
265 東海林 和幸 長野県
266 森岡 裕生 石川県白山市
267 丹波 伸宏 石川県金沢市
268 児島 泰洋 愛知県
269 田中 正康 富山県
270 田口 雄也 岐阜県
271 藤森　 暁 富山県
272 寺本　 誠 石川県金沢市
273 佐藤　 修 山形県
274 小松 礼典 神奈川県
275 山室　 潤 神奈川県
276 横瀬　 忍 山梨県
277 斉藤 裕也 愛知県
278 西内 聡士 徳島県
279 和田 義昭 新潟県

ナンバー 氏名 所属
280 柿間　 努 神奈川県
281 久慈 茂樹 愛知県
282 中崎 靖之 兵庫県
283 小林 雅人 東京都
284 福本 博和 大阪府
285 高橋 ともひろ 長野県
286 山崎 真資 石川県羽咋市
287 馬場 章嘉 愛知県
288 栄　 健二 富山県
289 井原 正博 東京都
290 加藤 大雅 岩手県
291 石川 雅人 滋賀県
292 越田 嘉尚 石川県金沢市
293 浅瀬 辰暁 石川県七尾市
294 永井 俊英 兵庫県
295 太田 明雄 石川県金沢市
296 南　 外志 石川県志賀町
297 小田 一博 高知県
298 奥野 博士 長野県
299 宇野 英隆 福島県
300 鬼頭 知宏 新潟県
301 松本 信寿 富山県
302 福田 憲一 愛知県
303 堀野 公佑 三重県
304 山本 竜也 愛知県
305 田中 健太郎 東京都
306 新井 康祥 愛知県
307 天尾 信之 京都府
308 星川 正仁 愛知県
309 澤田 貴幸 岐阜県
310 山野邉 真郷 石川県金沢市
311 ホリ タカヒロ 石川県金沢市
312 小笠原 英信 愛知県
313 大手 博之 栃木県
314 山本 一彦 富山県
315 鈴木 芳人 静岡県
316 田中 孝昌 石川県七尾市
317 此下 竜矢 東京都
318 堀田 芳弘 愛知県
319 山下 長雄 富山県
320 大槻 文悟 京都府
321 西村 洋一 大阪府
322 三浦　 裕 秋田県
323 小杉 吉直 石川県野々市市
324 福本 孝史 滋賀県
325 石倉 一昭 富山県
326 斎藤 基信 宮城県
327 太田　 崇 大阪府
328 上田 哲郎 石川県白山市
329 當山 健二 兵庫県
330 川澄 隆章 新潟県
331 松村 隆吉 長野県
332 竹内 正樹 愛知県
333 藤田 晋一 大阪府
334 高野 征志 富山県
335 吉野　 誠 富山県
336 宮澤　 努 静岡県
337 砂山 裕信 石川県金沢市
338 福居 久志 石川県金沢市
339 板倉 のぶき 富山県

ナンバー 氏名 所属
340 三輪 芳文 三重県
341 佐々木 政和 福井県
342 入江 克典 大阪府
343 大井 博徳 富山県
344 田中 尚之 大阪府
345 森口　 武 三重県
346 佐々木 孝信 東京都
347 湯浅 真寿 富山県
348 大橋 将志 三重県
349 高山 大輔 大阪府
350 海野 義範 岩手県
351 梶田 伸吾 京都府
352 村本 明生 愛知県
353 鹿島 賢次 滋賀県
354 平田 淳彦 石川県金沢市
355 宮本 裕慈 大阪府
356 三佐々川 豊 大阪府
357 宮下 雅仁 秋田県
358 中山 友徳 愛知県
359 小林 一良 愛知県
360 井上 吉博 愛知県
361 伊藤 博信 石川県金沢市
362 出崎 智亨 石川県七尾市
363 田中 　努 東京都
364 筆矢 智也 石川県加賀市
365 藤田 聡 石川県津幡町
366 西坂 拓也 兵庫県
367 竹内 泰之 愛知県
368 柴田 博樹 富山県
369 萱野　 賢 奈良県
370 内田　 実 京都府
371 松田 和也 石川県羽咋市
372 水本 朋宏 石川県金沢市
373 山岸 達尚 石川県金沢市
374 田中 健吾 京都府
375 水谷 秀忠 愛知県
376 佐伯　 悟 京都府
377 中口　 淳 愛知県
378 土橋 秀行 大阪府
379 稲崎 謙一郎 富山県
380 川端 一嘉 富山県
381 武田 　豪 愛知県
601 三上 智春 愛知県
602 星名 孝修 新潟県
603 橋本　 武 奈良県
604 田水 港一 神奈川県
605 和田林 一毅 兵庫県
606 引地 春彦 福島県
607 佐々　 享 愛知県
608 斎藤 広幸 新潟県
609 秦　 公章 大阪府
610 田中 政人 長野県
611 星　 賢道 新潟県
612 北村 恒治 京都府
613 新田 篤司 福井県
614 浅野 勝佳 奈良県
615 木下 英次 京都府
616 佐藤 雄一郎 三重県
617 谷口 隆一 福井県
618 田中 敏和 愛知県
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ナンバー 氏名 所属
619 佐藤 智之 福井県
620 成瀬 英之 石川県かほく市
621 久保田 悦央 千葉県
622 櫻澤　 康 新潟県
623 本間 潤一 新潟県
624 大島 勲夫 兵庫県
625 平田 恵介 東京都
626 角　　 渉 石川県津幡町
627 西林 伸夫 大阪府
628 西野 和也 石川県金沢市
629 藤村 博文 石川県金沢市
630 荒川 卓郎 石川県内灘町
631 島崎 光典 石川県穴水町
632 佐藤 隆介 石川県かほく市
633 青木 宏行 兵庫県
634 大保 浩也 長崎県
635 谷口 啓一 岡山県
636 庭野 和幸 新潟県
637 中原　 力 兵庫県
638 笹田 徹也 大阪府
639 野小 正樹 石川県金沢市
640 橋本 真禎 大阪府
641 深瀬 淳一 神奈川県
642 大矢 龍雄 新潟県
643 古賀 義章 東京都
644 内藤 勝博 愛知県
645 関根　 実 岐阜県
646 福井 周平 東京都
647 近藤 和人 徳島県
648 友田 裕次 石川県輪島市
649 山崎 保光 新潟県
650 石原 貴史 京都府

ナンバー 氏名 所属
651 小林 寿弘 愛知県
652 高田 良宏 石川県金沢市
653 布村 紀男 富山県
654 田中 禎一 福井県
655 橋本 和義 石川県輪島市
656 石澤 　潔 静岡県
657 西　 幸信 石川県白山市
658 海野 義貴 茨城県
659 弘田 静雄 三重県
660 水野 秀則 東京都
661 吉田 弘幸 石川県津幡町
662 津呂本 博隆 大阪府
663 斎藤 英貴 山形県
664 花木 則幸 千葉県
665 高松 一志 愛知県
666 山口 久彦 新潟県
667 島　 利嗣 京都府
668 佐々木 憲治 広島県
669 中西 利和 石川県津幡町
670 大橋　 誠 愛知県
671 野田 敬二 神奈川県
672 小倉　 亮 神奈川県
673 西谷　 晶 石川県金沢市
674 皆木 雅仁 新潟県
675 豊田　 康 東京都
676 川島 篤弘 石川県金沢市
677 竹内 雅昭 福井県
678 山下 佳久 香川県
679 伊与田 宏之 大阪府
680 野庭 英司 石川県津幡町
681 城戸 利郎 京都府
682 酒井 充久 愛知県

ナンバー 氏名 所属
683 堀川 邦武 東京都
684 小西 和良 兵庫県
685 西野 雅幸 石川県金沢市
686 田畠　 実 富山県
687 秋元　 敏 千葉県
688 西村　 健 石川県白山市
689 千代 善昭 石川県金沢市
690 古村 雅幸 富山県
691 阿部 博史 新潟県
692 馬久地 延幸 広島県
693 西　 俊雄 石川県金沢市
694 辻口 　修 石川県金沢市
695 片山 直幸 兵庫県
696 川村 隆夫 神奈川県
697 山口 修司 石川県白山市
698 高畠 幸司 富山県
699 沢田 昭夫 石川県中能登町
700 近藤 昌司 香川県
701 井筒 清貴 山口県
702 浅川　 諭 石川県金沢市
703 横井 清建 三重県
704 小塩 修平 石川県金沢市
705 横　 信一 石川県金沢市
706 戸塚 知夫 静岡県
707 芹ケ野 実 京都府
708 永井 外志明 石川県金沢市
709 井上 義行 兵庫県
710 須藤 秀夫 神奈川県
711 澤田 宗博 鳥取県
712 奥島 弘三 静岡県
713 越路 和朗 兵庫県
714 大積 輝彦 石川県野々市市
715 蔵重 宏昭 横浜市鶴見区
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峨山道トレイルラン実行委員会
名 誉 顧 問 大本山總持寺貫首 江川 辰三
会　　　長 輪島市長 梶　 文秋
副　会　長 羽咋市長 山辺 芳宣
監　　　事 輪島商工会議所会頭 里谷 光弘 羽咋市商工会会長 久保 順一
委　　　員 洞谷山永光寺住職 屋敷 智乗 大本山總持寺祖院監院 鈴木 永一
 羽咋市観光協会会長 山本 泰夫 輪島市観光協会会長 前田 義則
 門前町観光協会会長 三谷 法男 門前町商工会会長 沢田 　隆
 永光寺を愛する会事務局長 坂庄 正彦 峨山道巡行実行委員会会長 谷内 加映
 門前町郷土史研究会会長 大倉 克男 總持寺通り協同組合代表理事 五十嵐 義憲
 羽咋市陸上競技協会会長 細川 　聰 輪島市陸上競技協会会長 宮地 　治
運営委員長 坂口 　茂
副 委 員 長 辻角 邦昭
運 営 委 員 宮下 敏茂　備後 克則　松山 真由美　井上 和彦　華岡 一哉　奥　 利明　田川 克彦
 今井 史也　林平 成子　川口 哲治　番場　 誠　八野田 正光　森　 祐子　中田 裕之
事　務　局 川端 雅博　中村 茂樹　赤田 真理子　金森　 章　谷内 雄亮　塩木　 健　橋田 伸幸
 松岡 正樹
ご協力団体・個人ご芳名（順不同敬称略）
㈱播摩建設/西村建設㈱/邑知中学校/門前公民館/沢請山組合/下曽根請山組合/下出請山組合/上棚生産森林
組合/定梶医院/輪島病院/門前町建設業協同組合/金沢工業大学オリエンテーリングトレイルランニングクラブ/
北陸電力㈱/円井珠子/勘山晋/峨山道巡行実行委員会/永光寺を愛する会/門前町商工会青年部/門前町商工会
女性部/門前町観光協会/大本山總持寺祖院/永光寺/總持寺通り協同組合/ビュー・サンセット/羽咋市陸上競技
協会/輪島市陸上競技協会/門前町郷土史研究会/稲垣電機㈱/石川印刷㈱/中能登森林組合/チーム金港堂/瀬
戸啓太郎/㈱稲岡建設/㈱稲岡自動車＆稲岡石油/播摩正義/Run-Walk Style/Runboys!Rungirls!/さかいやス
ポーツ/カモシカスポーツ山の店・横浜店/MOOSE/浅田久富美/村本機料㈱
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コスモアイル羽咋
本物の宇宙船から宇宙人・UFO資料まで宇宙
開発の歴史を体感できる宇宙科学博物館

永井豪記念館
輪島市出身の漫画家永井豪さんの記念館。朝市通
りの中にあり、外観は和風、中に入ると雰囲気は一
変、永井豪ワールドが広がる。

輪島・白米千枚田あぜのきらめき
世界農業遺産「能登の里山里海」のシンボル的存
在、白米千枚田の田んぼのあぜに21,000個の
LEDライトを設置し、千枚田を幻想的に浮かび上
がらせるイルミネーションイベント。平成29年3月
12日㈰まで毎晩開催。

千里浜なぎさドライブウェイ
日本で唯一、砂浜の波打ち際を走ることができる
道路

羽　咋　市輪　島　市

冬の日本海の味覚の王様　加能（かのう）がに
（石川県産ブラントずわいがに）
11月6日㈰加能がに漁解禁！！11月20日㈰には
“輪島かにまつり”が輪島市マリンタウンで開催！
加能がにや香箱がにが浜値で買えるお得なイベント。

妙成寺
日蓮宗の北陸本山で700年以上の歴史を持つ名刹


