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ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 SJS年代別 都道府県 所属

1001 小幡　利春 オバタ　トシハル 男性 44 M40 新潟県 Niigata Sky Club

1002 松本　陽介 マツモト　ヨウスケ 男性 41 M40 群馬県 KIRYU SKY481

1003 薬師寺　裕人 ヤクシジ　ユウト 男性 40 M40 愛媛県

1004 細木　郁生 ホソキ　イクオ 男性 44 M40 東京都 SkyWolf

1005 乾　碩 イヌイ　スグル 男性 25 埼玉県

1006 竹原　直矢 タケハラ　ナオヤ 男性 38 神奈川県 SC丹沢秦野

1007 松本　祥汰 マツモト　ショウタ 男性 20 群馬県

1008 遠藤　健太 エンドウ　ケンタ 男性 28 新潟県 Niigata Sky Club

1009 高前　直幸 タカマエ　ナオユキ 男性 41 M40 広島県

1010 沖本　聖射 オキモト　セイヤ 男性 26 東京都

1011 荻野　秀昭 オギノ　ヒデアキ 男性 41 M40 神奈川県 SC丹沢秦野

1012 茂木　敬史 モギ　タカシ 男性 28 東京都

1013 丹藤　卓也 タンドウ　タクヤ 男性 33 北海道 SC丹沢秦野

1014 川崎　義孝 カワサキ　ヨシタカ 男性 50 M50 栃木県 SKYNINJA

1015 西山　達也 ニシヤマ　タツヤ 男性 40 M40 長野県 守屋山快速登山クラブ

1016 河野　太志朗 カワノ　タイシロウ 男性 22 熊本県

1017 岡部　泉太郎 オカベ　センタロウ 男性 48 M45 埼玉県

1018 岩井　竜太 イワイ　リュウタ 男性 29 埼玉県

1019 田村　貴之 タムラ　タカユキ 男性 46 M45 群馬県 kiryusky481

1020 有路　翔 アリジ　カケル 男性 21 東京都 SC丹沢秦野

1021 大屋　明久 オオヤ　アキヒサ 男性 32 静岡県 富士空界

1022 名取　将大 ナトリ　マサヒロ 男性 26 神奈川県

1023 小野田　誠也 オノダ　セイヤ 男性 44 M40 東京都

1024 清田　広輝 セイタ　コウキ 男性 36 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野

1025 ルブラス　エルワン ルブラス　エルワン 男性 51 M50 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野

1026 服部　一宏 ハットリ　カズヒロ 男性 48 M45 千葉県

1027 福手　瑛士 フクテ　エイシ 男性 25 長野県 SKY NINJA

1028 萩原　悠己 ハギワラ　ハルキ 男性 21 群馬県

1029 石川　諒 イシカワ　リョウ 男性 21 宮城県

1030 清水　琢馬 シミズ　タクマ 男性 22 群馬県

1031 波根　竣介 ハネ　シュンスケ 男性 22 宮城県

1032 山口　大河 ヤマグチ　タイガ 男性 24 広島県

1033 柿木　郁人 カキキ　イクト 男性 24 埼玉県

1034 有賀　裕亮 アリガ　ユウスケ 男性 26 神奈川県 オリエンティア軍団

1035 田中　聖土 タナカ　マサト 男性 27 北海道

1036 加藤　浩 カトウ　ヒロシ 男性 29 神奈川県 SC丹沢秦野

1037 河崎　鷹丸 カワサキ　タカマル 男性 30 東京都

1038 小山　孝明 コヤマ　タカアキ 男性 31 埼玉県 富士空界-FujiSKY-

1039 林　烜德 リン　シュアンデ 男性 32 東京都 SKYNINJA 

1040 佐藤　寛人 サトウ　ヒロト 男性 32 山形県

９月４日(日)　【スカイレース】スタートリスト

エリート部門：男子
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1041 平井　航 ヒライ　ワタル 男性 36 兵庫県

1042 藤田　真幸 フジタ　マサユキ 男性 39 埼玉県 富士空海

1043 茶谷　和彦 チャタニ　カズヒコ 男性 40 M40 愛知県

1044 林　直弘 ハヤシ　ナオヒロ 男性 41 M40 岐阜県

1045 浪岡　太郎 ナミオカ　タロウ 男性 41 M40 神奈川県

1046 喜多　芳久 キタ　ヨシヒサ 男性 42 M40 東京都

1047 山田　江二 ヤマダ　コウジ 男性 43 M40 新潟県 NIIGATA  SKY CLUB

1048 宇賀神　一郎 ウガジン　イチロウ 男性 44 M40 栃木県 古賀志山快速登山部

1049 有馬　優仁 アリマ　ユウジン 男性 45 M45 東京都

1050 茅野　勝 チノ　マサル 男性 46 M45 群馬県 KIRYU SKY 481

1051 佐野　敦 サノ　アツシ 男性 47 M45 東京都 SC丹沢秦野

1052 山口　幸博 ヤマグチ　ユキヒロ 男性 48 M45 東京都 SC丹沢秦野

1053 石川　雅人 イシカワ　マサト 男性 48 M45 滋賀県

1054 山口　真一 ヤマグチ　シンイチ 男性 49 M45 新潟県

1055 押領司　哲也 オウリョウジ　テツヤ 男性 51 M50 京都府 TEAM☆SKY KYOTO

1056 若林　良知 ワカバヤシ　ヨシトモ 男性 54 M50 栃木県 古賀志山快速登山部

1057 増茂　和稔 マスモ　カズトシ 男性 55 M55 神奈川県 bukka sky club

1058 田村　実 タムラ　ミノル 男性 56 M55 東京都

1059 安藤　雅夫 アンドウ　マサオ 男性 57 M55 愛知県

1060 矢野　政孝 ヤノ　マサタカ 男性 58 M55 長野県

1061 山本　隆二 ヤマモト　リュウジ 男性 60 M60 埼玉県 SkyWolf

1062 市川　泰輝 イチカワ　タイキ 男性 28 東京都 SC丹沢秦野

エリート部門：男子
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1101 相原　千尋 アイバラ　チヒロ 女性 30 香川県

1102 齋藤　磨実 サイトウ　マミ 女性 45 F40 神奈川県 TEAM MASA+

1103 岩楯　志帆 イワダテ　シホ 女性 52 F50 東京都 The Skywolf

1104 泉　恵美 イズミ　エミ 女性 53 F50 大阪府 TEAM SKY KYOTO

1105 宮坂　康子 ミヤサカ　ヤスコ 女性 56 F50 長野県 守屋山快速登山クラブ

1106 佐俣　明香莉 サマタ　アカリ 女性 22 埼玉県 SC丹沢秦野

1107 中山　就実 ナカヤマ　ナルミ 女性 34 新潟県 Niigata Sky Club 

1108 渡辺　亜咲 ワタナベ　アサ 女性 49 F40 福島県

1109 山谷　佳代 ヤマヤ　カヨ 女性 37 北海道

1110 石渡　保子 イシワタリ　ヤスコ 女性 51 F50 東京都 富士空界

1111 須藤　吉仕子 ストウ　キシコ 女性 65 F60 長野県 SKYNINJA

1112 沼尾　葉月 ヌマオ　ハヅキ 女性 29 栃木県 古賀志山快速登山部

エリート部門：女子
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2001 森　尚之 モリ　ナオユキ 男性 19 宮城県 宮城大学

2002 菊池　進一朗 キクチ　シンイチロウ 男性 21 栃木県

2003 今野　陽一 コンノ　ヨウイチ 男性 22 宮城県

2004 小林　俊介 コバヤシ　シュンスケ 男性 23 宮城県

2005 久保田　智也 クボタ　トモヤ 男性 23 福岡県

2006 堀江　直人 ホリエ　ナオト 男性 24 東京都

2007 山田　渓太 ヤマダ　ケイタ 男性 25 千葉県

2008 古屋　洸 フルヤ　コウ 男性 25 宮城県 アップルハウス

2009 松岡　恭佑 マツオカ　キョウスケ 男性 25 千葉県

2010 爲石　太一朗 タメイシ　タイチロウ 男性 25 宮城県 ユナイテッドアスリーツ

2011 北本　和馬 キタモト　カズマ 男性 25 宮崎県 旭化成株式会社

2012 内田　憶利 ウチダ　オクト 男性 25 山形県

2013 加藤　拓海 カトウ　タクミ 男性 26 千葉県 RFA Japan

2014 藤井　勇樹 フジイ　ユウキ 男性 26 茨城県

2015 杉澤　寿貴 スギサワ　トシキ 男性 26 岩手県

2016 福井　隆広 フクイ　タカヒロ 男性 26 神奈川県

2017 藤本　光志 フジモト　コウジ 男性 26 神奈川県

2018 舘　和希 ヤカタ　カズキ 男性 26 神奈川県

2019 田中　創 タナカ　ソウ 男性 27 東京都 オリエンテーリング界隈

2020 森川　優都 モリカワ　ユウト 男性 27 宮城県

2021 栗原　航 クリハラ　コウ 男性 27 群馬県 Mountain Addicts 

2022 松本　考史 マツモト　タカシ 男性 27 埼玉県

2023 植嶋　玄 ウエジマ　ゲン 男性 27 福岡県

2024 大友　貴之 オオトモ　タカユキ 男性 27 埼玉県

2025 近藤　翼 コンドウ　ツバサ 男性 27 神奈川県

2026 鈴木　誠人 スズキ　マサト 男性 28 宮城県 ハチマキ特攻隊

2027 有賀　智理 アリガ　トモミチ 男性 28 兵庫県

2028 伊藤　歩夢 イトウ　アユム 男性 28 茨城県

2029 良川　健太 ヨシカワ　ケンタ 男性 28 長野県

2030 宮崎　裕史 ミヤザキ　ヒロフミ 男性 28 北海道

2031 木村　大 キムラ　ダイ 男性 28 宮城県

2032 落合　翔平 オチアイ　ショウヘイ 男性 28 宮城県

2033 道信　有真 ミチノブ　ユウマ 男性 29 大阪府 西日本フットワークラボ

2034 井上　恭一 イノウエ　ヨシカズ 男性 29 愛知県

2035 酒井　加里武 サカイ　カリブ 男性 29 東京都

2036 市川　裕貴 イチカワ　ユウキ 男性 30 東京都

2037 松村　真一郎 マツムラ　シンイチロウ 男性 30 宮城県

2038 小杉　陵太 コスギ　リョウタ 男性 31 神奈川県

2039 今田　猶紀 イマダ　ナオキ 男性 32 神奈川県 TheGateTokyo

2040 小出　和宏 コイデ　カズヒロ 男性 32 宮城県

ロング部門：男子
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2041 大塚　翔太 オオツカ　ショウタ 男性 33 山形県 中村塾

2042 小川　智寛 オガワ　トモヒロ 男性 33 山形県 三陽製作所

2043 山口　顕央 ヤマグチ　アキチカ 男性 33 愛知県

2044 嶋津　健志 シマヅ　タケシ 男性 34 岩手県

2045 宮崎　靖大 ミヤザキ　ヤスヒロ 男性 34 神奈川県

2046 マイオレッリ　マヌエル マイオレッリ　マヌエル 男性 34 東京都 チーム　アルデンテ

2047 小池　亮太 コイケ　リョウタ 男性 35 新潟県 RCS

2048 小野　善幸 オノ　ヨシユキ 男性 35 山形県

2049 菊地　篤 キクチ　アツシ 男性 35 宮城県 ユナイテッドアスリーツ

2050 鈴木　尚也 スズキ　ナオヤ 男性 35 宮城県

2051 上村　佳嗣 カミムラ　ヨシツグ 男性 35 東京都 東京陸協

2052 野上　直樹 ノガミ　ナオキ 男性 35 茨城県

2053 高橋　良太朗 タカハシ　リョウタロウ 男性 35 宮城県

2054 久我　俊介 クガ　シュンスケ 男性 36 宮城県

2055 Wilberforce　Gary Wilberforce　Gary 男性 36 東京都 南蛮連合

2056 堺　充人 サカイ　ミツト 男性 36 山形県

2057 小倉　将博 オグラ　マサヒロ 男性 37 宮城県

2058 楠元　克典 クスモト　カツノリ 男性 37 東京都

2059 長沼　義明 ナガヌマ　ヨシアキ 男性 38 宮城県

2060 大庭　圭輔 オオバ　ケイスケ 男性 38 神奈川県

2061 境野　光昭 サカイノ　ミツアキ 男性 38 東京都 SPARTAN

2062 那須　保孝 ナス　ヤスタカ 男性 38 埼玉県

2063 福井　高寛 フクイ　タカヒロ 男性 38 山形県

2064 村田　雄人 ムラタ　ユウト 男性 38 群馬県 新大将棋部

2065 大下　順也 オオシタ　ジュンヤ 男性 38 宮城県

2066 永島　真 ナガシマ　シン 男性 38 宮城県

2067 林　太郎 ハヤシ　タロウ 男性 38 宮城県

2068 村中　敬 ムラナカ　タカシ 男性 38 宮城県

2069 菅　佑輔 カン　ユウスケ 男性 39 東京都

2070 今野　拓也 コンノ　タクヤ 男性 39 群馬県

2071 ユック　ハリソン ユック　ハリソン 男性 39 東京都

2072 平塚　剛 ヒラツカ　タケシ 男性 39 東京都 Runners

2073 梅津　正輝 ウメツ　マサキ 男性 39 宮城県

2074 八嶋　龍彦 ヤシマ　タツヒコ 男性 40 東京都 社団法人ランナー

2075 七海　和寿 ナナウミ　カズトシ 男性 40 栃木県

2076 阿部　善彦 アベ　ヨシヒコ 男性 40 福島県

2077 越前　学 エチゼン　マナブ 男性 40 岩手県

2078 新野　太一郎 ニイノ　タイチロウ 男性 40 新潟県 RCS

2079 岩﨑　創太 イワサキ　ソウタ 男性 40 東京都

2080 井上　修平 イノウエ　シュウヘイ 男性 41 山形県

ロング部門：男子
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2081 柵木　直人 マセキ　ナオト 男性 41 宮城県

2082 木村　俊介 キムラ　シュンスケ 男性 41 宮城県

2083 阿部　博志 アベ　ヒロシ 男性 41 宮城県

2084 進藤　直綱 シンドウ　ナオツナ 男性 41 茨城県 名前はまだない(仮)

2085 藤村　明弘 フジムラ　アキヒロ 男性 41 宮城県

2086 要　雄喜 カナメ　ユウキ 男性 42 東京都

2087 加藤　智和 カトウ　トモカズ 男性 42 山形県

2088 Chanron　Vincent シャンロン　ウ゛ィンセント 男性 42 東京都 Namban Rengo

2089 鈴木　直樹 スズキ　ナオキ 男性 42 宮城県 宮城白鳥農場

2090 中森　茂治 ナカモリ　シゲハル 男性 42 宮城県 仙台走爽会

2091 和田　雄也 ワダ　ユウヤ 男性 42 埼玉県

2092 白鳥　一徳 シロトリ　カズノリ 男性 42 宮城県 宮城白鳥農場

2093 斎藤　利一 サイトウ　トシカズ 男性 42 山形県 庄内ゆるＲＵＮ

2094 Friedrich　Daniel フリードリック　ダニエル 男性 42 宮城県

2095 今川　洋志 イマガワ　ヒロシ 男性 42 新潟県 外ヶ輪ランニングクラブ

2096 伊藤　憲和 イトウ　ノリカズ 男性 43 山形県

2097 志村　史雄 シムラ　フミオ 男性 43 宮城県 新潟大学将棋部

2098 片倉　尚人 カタクラ　ナオト 男性 43 神奈川県

2099 宇根　康裕 ウネ　ヤスヒロ 男性 43 愛知県 なし

2100 安達　利雄 アダチ　トシオ 男性 43 山形県

2101 細川　泰範 ホソカワ　ヤスノリ 男性 43 宮城県

2102 田中　直輝 タナカ　ナオキ 男性 43 宮城県

2103 冨塚　敬弘 トミツカ　タカヒロ 男性 43 山形県

2104 吉野　博 ヨシノ　ヒロシ 男性 43 神奈川県 麦茶がぶ飲み会

2105 川原　直之 カワハラ　ナオユキ 男性 43 宮城県 ＭＥＤＩＫＩＴ

2106 中山　裕路 ナカヤマ　ヒロミチ 男性 43 東京都 SNR

2107 米田　周二 ヨネダ　シュウジ 男性 44 東京都

2108 峯崎　正寛 ミネザキ　マサヒロ 男性 44 宮城県

2109 大沼　真也 オオヌマ　シンヤ 男性 44 東京都

2110 川村　信明 カワムラ　ノブアキ 男性 44 宮城県

2111 榎本　崇生 エノモト　タカオ 男性 44 東京都

2112 椎橋　貞人 シイバシ　サダト 男性 45 宮城県

2113 松本　日守 マツモト　マモル 男性 45 宮城県

2114 大和田　栄寿 オオワダ　エイジ 男性 45 福島県

2115 小山田　俊之 オヤマダ　トシユキ 男性 45 山形県

2116 藤野　学 フジノ　マナブ 男性 45 茨城県

2117 檜垣　千尋 ヒガキ　チヒロ 男性 45 神奈川県

2118 土屋　俊夫 ヒジヤ　トシオ 男性 45 東京都

2119 阿部　寛行 アベ　ヒロユキ 男性 45 宮城県 仙台明走会

2120 阿部　雅志 アベ　マサシ 男性 46 秋田県

ロング部門：男子
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2121 石山　健 イシヤマ　タケシ 男性 46 山形県

2122 井上　大輔 イノウエ　ダイスケ 男性 46 神奈川県

2123 黒田　憲造 クロダ　ケンゾウ 男性 46 茨城県

2124 栗田　竜一 クリタ　リュウイチ 男性 46 山形県

2125 高橋　淳 タカハシ　ジュン 男性 46 宮城県

2126 鈴木　英生 スズキ　ヒデオ 男性 46 兵庫県

2127 高橋　勝 タカハシ　マサル 男性 47 宮城県

2128 豊川　英治 トヨカワ　エイジ 男性 47 宮城県

2129 小原　誠悟 オバラ　セイゴ 男性 47 宮城県

2130 秋野　利文 アキノ　トシフミ 男性 48 新潟県 駆ケグルイ

2131 櫻井　裕毅 サクライ　ユウキ 男性 48 神奈川県

2132 早坂　慶一郎 ハヤサカ　ケイイチロウ 男性 48 岩手県 ６４レーシング

2133 今野　祐記 コンノ　ユウキ 男性 48 岩手県

2134 星野　浩 ホシノ　ヒロシ 男性 48 宮城県

2135 森　雅弘 モリ　マサヒロ 男性 48 栃木県

2136 石井　亘 イシイ　ワタル 男性 48 山形県

2137 星川　賢 ホシカワ　サトシ 男性 48 東京都

2138 柴崎　弘太郎 シバサキ　コウタロウ 男性 49 山形県

2139 丸山　純 マルヤマ　ジュン 男性 49 山形県

2140 渡部　良人 ワタナベ　ヨシト 男性 49 山形県

2141 大場　文博 オオバ　フミヒロ 男性 49 福島県 だて支援学校

2142 伊藤　康広 イトウ　ヤスヒロ 男性 49 宮城県

2143 佐藤　昌志 サトウ　マサシ 男性 49 宮城県

2144 深澤　裕 フカザワ　ユタカ 男性 50 千葉県 T.G.R.C

2145 金田　恵司 カネタ　ケイシ 男性 50 岩手県

2146 佐藤　浩 サトウ　ヒロシ 男性 50 山形県

2147 上野　満 ウエノ　ミツル 男性 51 山形県

2148 久光　亮平 ヒサミツ　リョウヘイ 男性 51 東京都

2149 木崎　充裕 キザキ　ミツヒロ 男性 51 東京都 ななんちってpianist

2150 芥屋　慶万 アクタヤ　ヨシカズ 男性 51 東京都 ＮＲ多摩

2151 小林　紀雄 コバヤシ　ノリオ 男性 51 東京都 ランニコ部

2152 今野　嘉政 コンノ　ヨシマサ 男性 51 宮城県

2153 青木　浩史 アオキ　ヒロシ 男性 52 栃木県 柏瀬RC

2154 野中　隆之 ノナカ　タカユキ 男性 52 宮城県 Teijin

2155 諸江　雄大 モロエ　タケヒロ 男性 52 東京都

2156 長谷川　直人 ハセガワ　ナオト 男性 52 山形県

2157 佐藤　慎也 サトウ　シンヤ 男性 52 秋田県 TEAM山人楽師

2158 後藤　浩正 ゴトウ　ヒロマサ 男性 52 宮城県

2159 漆野　浩 ウルシノ　ヒロシ 男性 52 東京都

2160 夜久　暢宏 ヤク　ノブヒロ 男性 53 埼玉県 鹿島建設

ロング部門：男子
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2161 氏家　茂一 ウジイエ　シゲカズ 男性 53 東京都

2162 濱内　明宏 ハマウチ　アキヒロ 男性 53 宮城県 MOT山ラー部

2163 横田　久雄 ヨコタ　ヒサオ 男性 54 宮城県

2164 高橋　正宏 タカハシ　マサヒロ 男性 55 宮城県 なし

2165 加藤　道義 カトウ　ミチアキ 男性 55 宮城県 歩いたっていいじゃない

2166 尾形　幸彦 オガタ　ユキヒコ 男性 56 宮城県

2167 山中　高史 ヤマナカ　タカシ 男性 56 岩手県 森林総合研究所

2168 蘇　賢林 ソ　ケンリン 男性 57 山形県

2169 吉岡　正浩 ヨシオカ　マサヒロ 男性 57 宮城県

2170 齋藤　正寛 サイトウ　マサヒロ 男性 57 宮城県

2171 遠藤　誠 エンドウ　マコト 男性 57 宮城県

2172 大西　克仁 オオニシ　ヨシヒト 男性 58 山形県 NPO法人上山アルペン

2173 鈴木　勇三 スズキ　ユウゾウ 男性 59 神奈川県 ＣＬＯＶＥＲ

2174 宗森　高広 ムネモリ　タカヒロ 男性 60 神奈川県 SC丹沢秦野

2175 森　敦 モリ　アツシ 男性 61 宮城県

2176 笠原　幸夫 カサハラ　ユキオ 男性 63 宮城県

2177 田代　紀生 タシロ　ノリオ 男性 65 宮城県

2178 柴田　秀行 シバタ　ヒデユキ 男性 66 東京都

2179 高内　博 タカウチ　ヒロシ 男性 66 山形県 霞城ERC

2180 松岡　憲知 マツオカ　ノリカズ 男性 66 茨城県 JALPS

2181 江良　謙次 エラ　ケンジ 男性 66 山形県 江良歯科医院

ロング部門：男子
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2201 水上　玲奈 ミズカミ　レナ 女性 23 宮城県

2202 小林　祐子 コバヤシ　ユウコ 女性 24 宮城県 青葉会

2203 駒木根　真羽 コマギネ　マウ 女性 24 東京都 Gate tokyo

2204 田中　ゆかり タナカ　ユカリ 女性 26 岩手県 West Wakka Athlete Club 

2205 佐井　佳世 サイ　カヨ 女性 30 大阪府

2206 稲葉　結李亜 イナバ　ユリア 女性 32 栃木県

2207 田口　絢音 タグチ　アヤネ 女性 32 埼玉県

2208 亀井　佑梨 カメイ　ユリ 女性 34 大阪府

2209 安松　慧 ヤスマツ　ケイ 女性 36 神奈川県

2210 和田　美穂 ワダ　ミホ 女性 38 新潟県 Niigata Sky Club

2211 鎌倉　明子 カマクラ　アキコ 女性 39 東京都

2212 黒川　佳代子 クロカワ　カヨコ 女性 41 宮城県

2213 楢崎　寿子 ナラサキ　ヒサコ 女性 42 宮城県

2214 吉島　有紀 ヨシジマ　ユキ 女性 42 宮城県

2215 安藤　智美 アンドウ　トモミ 女性 43 宮城県

2216 川野　恵美 カワノ　エミ 女性 44 東京都

2217 阿部　千恵子 アベ　チエコ 女性 44 宮城県

2218 会田　洋美 アイタ　ヒロミ 女性 45 山形県 馬見ヶ崎RC

2219 米澤　美紀 ヨネザワ　ミキ 女性 45 兵庫県

2220 飯田　由美子 イイダ　ユミコ 女性 46 宮城県 MOT山ラー部

2221 結城　美和 ユウキ　ミワ 女性 48 宮城県 ig東北トレラン部

2222 鶴岡　章子 ツルオカ　アキコ 女性 51 埼玉県

2223 芥屋　範江 アクタヤ　ノリエ 女性 52 東京都 ＮＲ多摩

2224 大友　和子 オオトモ　カズコ 女性 64 福島県 共進工業（株）

ロング部門：女子
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3001 北澤　謙志 キタザワ　ケンシ 男性 17 山形県 米沢工業高校

3002 冨塚　凌大 トミツカ　リョウタ 男性 17 山形県

3003 林　亮佑 ハヤシ　リョウスケ 男性 19 宮城県 東北大OLC

3004 泉谷　光紀 イズミヤ　コウキ 男性 19 宮城県 東北大olc

3005 木村　右楽 キムラ　ウタ 男性 20 福島県 関東学院大学

3006 小谷地　拓己 コヤチ　タクミ 男性 20 山形県 山形大学

3007 桑山　陽次 クワヤマ　ヨウジ 男性 22 宮城県 くまさんトコトコ大学理学部

3008 羽角　秀太 ハスミ　シュウタ 男性 22 山形県

3009 丸山　幸太 マルヤマ　コウタ 男性 23 新潟県

3010 本郷　諒 ホンゴウ　リョウ 男性 24 岡山県

3011 佐久間　大樹 サクマ　ダイキ 男性 24 山形県

3012 土屋　隆 ツチヤ　リュウ 男性 25 山形県

3013 斎藤　郁也 サイトウ　フミヤ 男性 25 山形県

3014 荒木　駿 アラキ　シュン 男性 25 山形県

3015 久野　皓平 クノ　コウヘイ 男性 25 東京都

3016 荒川　賢太 アラカワ　ケンタ 男性 25 福島県 フィジポ

3017 野本　敦雅 ノモト　アツマサ 男性 25 宮城県

3018 吉澤　雄大 ヨシザワ　ユウタ 男性 26 神奈川県

3019 武内　暉昌 タケウチ　テルマサ 男性 26 千葉県

3020 鹿島　健人 カシマ　ケント 男性 27 福島県

3021 加藤　圭 カトウ　ケイ 男性 27 宮城県

3022 定成　健児エリック サダナリ　ケンジエリック 男性 27 宮城県 東北大学

3023 本郷　淳 ホンゴウ　ジュン 男性 27 岡山県 SKY DEMON

3024 山田　仁 ヤマダ　ジン 男性 27 宮城県

3025 藤原　大樹 フジワラ　ダイキ 男性 28 宮城県

3026 本田　直崇 ホンダ　ナオタカ 男性 29 宮城県

3027 矢谷　良 ヤタニ　リョウ 男性 30 神奈川県

3028 沢里　俊介 サワサト　シュンスケ 男性 30 神奈川県

3029 久本　真大 ヒサモト　マサヒロ 男性 30 宮城県

3030 星野　春貴 ホシノ　ハルキ 男性 32 群馬県

3031 前島　雄太 マエジマ　ユウタ 男性 32 神奈川県 なし

3032 渡辺　大 ワタナベ　タカシ 男性 32 東京都 Miloスポーツマッサージ療院

3033 齋藤　拓哉 サイトウ　タクヤ 男性 32 宮城県

3034 大野　純 オオノ　ジュン 男性 33 千葉県

3035 清野　亮平 キヨノ　リョウヘイ 男性 34 宮城県

3036 後藤　永行 ゴトウ　ヒサユキ 男性 34 宮城県

3037 上野　昂幹 ウエノ　コウキ 男性 34 宮城県

3038 尾張　僚 オワリ　リョウ 男性 34 宮城県

3039 松本　哲平 マツモト　テッペイ 男性 34 三重県 三重県

3040 伊藤　大樹 イトウ　ダイキ 男性 34 宮城県

ショート部門：男子



11/15

ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

3041 石垣　啓太 イシガキ　ケイタ 男性 35 宮城県

3042 畠山　慎太郎 ハタケヤマ　シンタロウ 男性 35 秋田県

3043 千田　和矢 チダ　カズヤ 男性 35 岩手県

3044 小谷部　哲 オヤベ　サトシ 男性 35 山形県

3045 齋藤　雄介 サイトウ　ユウスケ 男性 36 宮城県

3046 長谷川　貴悠 ハセガワ　タカユキ 男性 36 千葉県

3047 TAPANEEYAWORAWONG　PRACHYA タパニーヤウォラウォン　パチャヤー 男性 36 山形県

3048 水越　重樹 ミズコシ　シゲキ 男性 36 岩手県

3049 村上　政人 ムラカミ　マサト 男性 37 山形県

3050 椎谷　進吾 シイヤ　シンゴ 男性 37 山形県

3051 渡辺　正嘉 ワタナベ　マサヨシ 男性 37 山形県

3052 布施　幸太 フセ　コウタ 男性 38 東京都

3053 遠藤　靖典 エンドウ　ヤスノリ 男性 38 山形県

3054 池　陽平 イケ　ヨウヘイ 男性 38 神奈川県 札幌農学校

3055 福田　翼 フクダ　ツバサ 男性 38 千葉県

3056 佐々木　徳浩 ササキ　ノリヒロ 男性 38 新潟県

3057 八巻　琢磨 ヤマキ　タクマ 男性 38 宮城県 １０５野外病院

3058 秋葉　悠 アキバ　ユウ 男性 38 静岡県 富士空界

3059 我妻　嘉仁 アガツマ　ヨシヒト 男性 38 宮城県

3060 佐藤　正弘 サトウ　マサヒロ 男性 39 山形県

3061 安藤　司 アンドウ　ツカサ 男性 39 山形県

3062 茂木　邦彦 モギ　クニヒコ 男性 40 秋田県

3063 野口　雄己 ノグチ　ユウキ 男性 40 東京都

3064 佐竹　雄介 サタケ　ユウスケ 男性 40 山形県

3065 大沼　雅宏 オオヌマ　マサヒロ 男性 40 山形県

3066 齊藤　良太 サイトウ　リョウタ 男性 40 宮城県

3067 佐竹　良教 サタケ　ヨシノリ 男性 40 山形県

3068 三浦　強平 ミウラ　キョウヘイ 男性 40 宮城県

3069 根本　忠 ネモト　タダシ 男性 40 福島県

3070 戸取　大樹 トトリ　ヒロキ 男性 40 東京都

3071 岡崎　謙史 オカザキ　ケンジ 男性 40 宮城県

3072 大野　治樹 オオノ　ハルキ 男性 41 東京都

3073 後藤　英樹 ゴトウ　ヒデキ 男性 41 山形県

3074 佐藤　健太 サトウ　ケンタ 男性 42 宮城県

3075 内藤　寛 ナイトウ　ヒロシ 男性 42 山形県

3076 三輪　堅太 ミワ　ケンタ 男性 42 山形県

3077 上野　英律 ウエノ　ヒデノリ 男性 43 宮城県

3078 金井　聡 カナイ　サトシ 男性 43 宮城県 ADVANCE仙台

3079 古山　太一 フルヤマ　タイチ 男性 43 山形県

3080 小川　智 オガワ　サトシ 男性 43 山形県 神町自衛隊

ショート部門：男子
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3081 横山　友幸 ヨコヤマ　トモユキ 男性 43 山形県

3082 横倉　斉 ヨコクラ　ヒトシ 男性 44 山形県

3083 飯島　裕生 イイジマ　ユウキ 男性 44 栃木県 自治医大

3084 菊池　章大 キクチ　アキヒロ 男性 44 岩手県

3085 岸田　宜樹 キシダ　ヨシキ 男性 44 新潟県

3086 大内　明彦 オオウチ　アキヒコ 男性 44 宮城県

3087 高山　真彰 タカヤマ　マサアキ 男性 45 東京都

3088 沼澤　源助 ヌマザワ　ゲンスケ 男性 45 山形県

3089 安藤　健史 アンドウ　タケシ 男性 45 山形県

3090 井上　雄一 イノウエ　ユウイチ 男性 45 山形県

3091 樋口　勇造 ヒグチ　ユウゾウ 男性 45 山形県

3092 淡路　義和 アワジ　ヨシカズ 男性 46 宮城県

3093 大竹　剛 オオタケ　ツヨシ 男性 46 山形県

3094 我妻　徹 アヅマ　トオル 男性 46 宮城県

3095 新井田　進 ニイダ　ススム 男性 46 宮城県 仙台走爽会

3096 高橋　文彦 タカハシ　フミヒコ 男性 46 山形県

3097 並木　弘介 ナミキ　コウスケ 男性 47 栃木県

3098 木村　勝美 キムラ　カツミ 男性 47 宮城県

3099 元木　清 モトキ　キヨシ 男性 47 山形県

3100 吉田　栄二 ヨシダ　エイジ 男性 48 山形県 Takinoyu RC

3101 渡部　守 ワタナベ　マモル 男性 48 山形県

3102 田島　卓也 タジマ　タクヤ 男性 48 山形県

3103 菊田　和宏 キクタ　カズヒロ 男性 49 宮城県

3104 相川　雅和 アイカワ　マサカズ 男性 49 神奈川県

3105 皆川　靖 ミナガワ　ヤスシ 男性 49 宮城県

3106 高梨　充 タカナシ　ミツル 男性 49 山形県

3107 丸山　徹 マルヤマ　テツ 男性 49 東京都

3108 深山　謙一 ミヤマ　ケンイチ 男性 49 宮城県

3109 天野　博文 アマノ　ヒロブミ 男性 49 宮城県

3110 木村　晃之 キムラ　テルユキ 男性 50 福島県 エコボンド

3111 原嶋　公志 ハラシマ　コウシ 男性 50 宮城県 チーム味和久

3112 小湊　武 コミナト　タケシ 男性 50 宮城県

3113 小林　隆博 コバヤシ　タカヒロ 男性 50 宮城県 YAMAPer

3114 入口　剛 イリグチ　ツヨシ 男性 50 宮城県 大衡組立陸上部

3115 遠藤　修 エンドウ　オサム 男性 51 宮城県 一中競走部

3116 布施　孝介 フセ　コウスケ 男性 51 宮城県

3117 小玉　卓也 コダマ　タクヤ 男性 51 秋田県

3118 浅野　幸雄 アサノ　ユキオ 男性 51 山形県

3119 早川　昭博 ハヤカワ　アキヒロ 男性 52 山形県

3120 近　雅博 コン　マサヒロ 男性 52 山形県 まほろばアスリートクラブ

ショート部門：男子
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3121 二位関　圭一 ニイゼキ　ケイイチ 男性 53 山形県

3122 相澤　潤 アイザワ　ジュン 男性 53 宮城県

3123 木村　慎一郎 キムラ　シンイチロウ 男性 54 宮城県 菱光リフト東北株式会社

3124 高橋　敬介 タカハシ　ケイスケ 男性 54 新潟県 侍

3125 宇佐見　義幸 ウサミ　ヨシユキ 男性 54 福島県 ＦＴＲＣ

3126 宮川　竜 ミヤカワ　リュウ 男性 54 山形県

3127 小篠　隆広 コシノ　タカヒロ 男性 54 山形県

3128 佐久間　健 サクマ　タケシ 男性 55 福島県 南電設

3129 金子　仁久 カネコ　マサヒサ 男性 55 東京都

3130 堀口　努 ホリグチ　ツトム 男性 55 山形県

3131 佐藤　範男 サトウ　ノリオ 男性 55 宮城県 春山建設㈱

3132 船木　元 フナキ　ハジメ 男性 55 秋田県

3133 倉地　和久 クラチ　カズヒサ 男性 55 福島県 ゲレンデ逆走マラソン

3134 赤坂　壮市 アカサカ　ソウイチ 男性 55 岩手県

3135 藤井　直樹 フジイ　ナオキ 男性 56 宮城県

3136 柳　勝 ヤナギ　マサル 男性 56 群馬県

3137 櫻井　新也 サクライ　シンヤ 男性 57 新潟県

3138 吉崎　尋志 ヨシザキ　ヒロシ 男性 57 青森県

3139 小野　敬弘 オノ　タカヒロ 男性 57 宮城県

3140 星野　孝一 ホシノ　コウイチ 男性 58 東京都

3141 平野　久彦 ヒラノ　ヒサヒコ 男性 58 茨城県 Advance Plan

3142 伊藤　正彦 イトウ　マサヒコ 男性 58 宮城県

3143 枝松　郁雄 エダマツ　イクオ 男性 58 山形県 ランジョグ

3144 大藤　恒史 オオトウ　ツネフミ 男性 58 三重県

3145 佐藤　香夫 サトウ　コウフ 男性 59 宮城県

3146 山川　浩行 ヤマカワ　ヒロユキ 男性 60 山形県

3147 本木　里志 モトキ　サトシ 男性 60 宮城県

3148 菅原　靖男 スガワラ　ヤスオ 男性 60 山形県 パトラン山形

3149 吉田　誠一 ヨシダ　セイイチ 男性 60 茨城県

3150 吉田　和彦 ヨシダ　カズヒコ 男性 60 山形県 南館ジョガー

3151 須貝　紀幸 スガイ　ヒロユキ 男性 61 山形県

3152 加藤　正一 カトウ　ショウイチ 男性 62 宮城県

3153 加藤　一成 カトウ　イッセイ 男性 62 秋田県

3154 金子　健 カネコ　タケシ 男性 65 山形県 個別支援教室ここ

3155 坂寄　信之 サカヨリ　ノブユキ 男性 67 福島県 いわき２１の森

3156 渡邉　不二夫 ワタナベ　フジオ 男性 69 岩手県

3157 木村　健一 キムラ　ケンイチ 男性 74 青森県 ＴＤＪ青森

ショート部門：男子
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ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

3201 矢野　朱珠 ヤノ　シュシュ 女性 17 山形県

3202 本郷　沙穂 ホンゴウ　サホ 女性 21 岡山県 SKY DEMON

3203 林　明穂 ハヤシ　アキホ 女性 22 宮城県

3204 鈴木　杏菜 スズキ　アンナ 女性 23 山形県 信大ポレランクラブ

3205 河野　珠里亜 カワノ　ジュリア 女性 23 新潟県 越王会

3206 井村　唯 イムラ　ユイ 女性 23 新潟県 越王会

3207 佐野　萌子 サノ　モエコ 女性 26 東京都 朱雀OK

3208 市川　彩花 イチカワ　アヤカ 女性 26 千葉県

3209 菊池　可南子 キクチ　カナコ 女性 26 栃木県

3210 東島　梨衣 ヒガシジマ　リイ 女性 27 東京都

3211 星野　あゆみ ホシノ　アユミ 女性 30 群馬県

3212 星田　玲奈 ホシダ　レナ 女性 30 神奈川県

3213 八巻　万理子 ヤマキ　マリコ 女性 35 宮城県 １０５野外病院

3214 只野　佳奈 タダノ　カナ 女性 36 宮城県

3215 高田　佳子 タカダ　ケイコ 女性 39 東京都

3216 小村　久美子 コムラ　クミコ 女性 41 宮城県

3217 鈴木　幸恵 スズキ　ユキエ 女性 42 秋田県

3218 小林　友嘉里 コバヤシ　ユカリ 女性 46 宮城県

3219 川村　麻奈 カワムラ　アンナ 女性 46 宮城県

3220 磯崎　真希 イソザキ　マキ 女性 47 大阪府

3221 庄子　まゆみ ショウジ　マユミ 女性 49 宮城県

3222 藤井　陽子 フジイ　ヨウコ 女性 49 宮城県

3223 佐藤　香織 サトウ　カオリ 女性 49 岩手県

3224 石川　朋子 イシカワ　トモコ 女性 50 東京都

3225 今野　理恵 コンノ　リエ 女性 51 宮城県

3226 有路　玲子 アリジ　レイコ 女性 51 山形県

3227 高野　恵美 タカノ　エミ 女性 52 宮城県

3228 齋藤　園江 サイトウ　ソノエ 女性 53 宮城県

3229 石井　英子 イシイ　エイコ 女性 56 宮城県

3230 藤井　真弓 フジイ　マユミ 女性 56 福島県 ゲレンデ逆走マラソン

3231 眞鍋　千史 マナベ　チフミ 女性 57 大阪府 なし

3232 布施　アイ子 フセ　アイコ 女性 72 山形県

3233 山下　福子 ヤマシタ　フクコ 女性 72 埼玉県

3234 船場　千尋 フナバ　チヒロ 女性 30 神奈川県

3235 佐藤　佳代子 サトウ　カヨコ 女性 53 群馬県 kiryusky481

ショート部門：女子
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ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

4001 富田　健生 トミタ　ケンセイ 男性 20 秋田県

4002 渡邊　大希 ワタナベ　ダイキ 男性 21 宮城県

4003 小出　大士朗 コイデ　ダイシロウ 男性 21 秋田県 秋田大学

4004 朝倉　侑生 アサクラ　ユウキ 男性 26 宮城県 多賀城自衛隊

4005 斎藤　寛之 サイトウ　ヒロユキ 男性 26 宮城県

4006 櫻井　昂平 サクライ　コウヘイ 男性 27 宮城県 多賀城自衛隊

4007 鹿嶋　優輝 カシマ　ユウキ 男性 28 宮城県 みはるの杜診療所

4008 宮沢　卓也 ミヤザワ　タクヤ 男性 30 山形県 株式会社エスパック

4009 新井　悠功 アライ　ユウコウ 男性 30 群馬県

4010 高橋　侑也 タカハシ　ユウヤ 男性 34 宮城県

4011 髙橋　哲雄 タカハシ　テツオ 男性 36 福島県 郡山市役所ＲＣ

4012 渡邊　佑介 ワタナベ　ユウスケ 男性 39 福島県

4013 新沼　崇 ニイヌマ　タカシ 男性 40 宮城県 SDD2

4014 鈴木　文裕 スズキ　フミヒロ 男性 42 宮城県

4015 斎藤　智久 サイトウ　トモヒサ 男性 42 宮城県

4016 大津　敬輔 オオツ　ケイスケ 男性 43 宮城県 白鳥農場

4017 宮崎　孝道 ミヤザキ　タカミチ 男性 44 宮城県

4018 鳥居　弘嗣 トリイ　ヒロツグ 男性 45 秋田県 第一学院高校

4019 五十嵐　朗 イガラシ　アキラ 男性 47 山形県

4020 渡邊　拓也 ワタナベ　タクヤ 男性 47 宮城県

4021 吉田　淳 ヨシダ　ジュン 男性 52 山形県

4022 橋本　祐之 ハシモト　ヒロユキ 男性 53 福島県 NANODA

4023 矢後　等 ヤゴ　ヒトシ 男性 54 福島県 矢後ジャパン

4024 大江　誠 オオエ　マコト 男性 55 山形県

4025 佐々木　賢哉 ササキ　ケンヤ 男性 56 宮城県

4026 佐藤　秀之 サトウ　ヒデユキ 男性 56 山形県

4027 橋本　篤 ハシモト　アツシ 男性 58 宮城県

4028 井上　俊弘 イノウエ　トシヒロ 男性 58 宮城県 利府RC

4029 五十嵐　功 イカラシ　イサオ 男性 58 福島県

4030 池田　浩幸 イケダ　ヒロユキ 男性 60 宮城県

4031 伊藤　彰浩 イトウ　アキヒロ 男性 63 宮城県

4032 武田　義則 タケダ　ヨシノリ 男性 66 岩手県 地熱エンジニアリング（株）

ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

4101 岡崎　瞳 オカザキ　ヒトミ 女性 29 山形県

4102 上野　暁子 ウエノ　アキコ 女性 43 宮城県

4103 西野　さち恵 ニシノ　サチエ 女性 43 東京都

4104 kelley　tara ｔｅ　ｒａ 女性 49 沖縄県

4105 村中　仁美 ムラナカ　ヒトミ 女性 50 宮城県

4106 今野　佳代子 コンノ　カヨコ 女性 62 宮城県 かめかめムービー

ファン部門：男子

ファン部門：女子
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