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ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属
101 佐藤　岳大 サトウ　タケヒロ 男性 14 山形県 真室川中学校
102 舟山　侑翔 フナヤマ　ユウト 男性 15 山形県 Teem ALLEZ Yonezawa
103 平山　優生 ヒラヤマ　ユウセイ 男性 16 山形県 Team ALLEZ Yonezawa
104 北澤　謙志 キタザワ　ケンシ 男性 17 山形県 米沢工業高校
105 川口　海瑠 カワグチ　カイル 男性 18 愛知県 東京農業大学
106 寺嶋　謙一郎 テラシマ　ケンイチロウ 男性 18 静岡県 東京農業大学競技スキー部
107 佐々木　琳 ササキ　リン 男性 18 北海道 東京農業大学スキー部
108 久保　颯大 クボ　ソウタ 男性 18 北海道
109 野崎　豪 ノザキ　ゴウ 男性 18 滋賀県 東京農業大学競技スキー部
110 林　亮佑 ハヤシ　リョウスケ 男性 19 宮城県 東北大OLC
111 泉谷　光紀 イズミヤ　コウキ 男性 19 宮城県 東北大olc
112 堀部　慈生 ホリベ　イッセイ 男性 20 秋田県 東京農業大学
113 新田　友海 ニッタ　ユウ 男性 21 宮城県
114 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
115 羽角　秀太 ハスミ　シュウタ 男性 22 山形県
116 宮本　周 ミヤモト　シュウ 男性 23 宮城県
117 石原　慎也 イシハラ　シンヤ 男性 23 山形県
118 高橋　由輝 タカハシ　ヨシキ 男性 23 山形県
119 氏家　陸登 ウジイエ　リクト 男性 23 山形県
120 伊藤　良馬 イトウ　リョウマ 男性 23 山形県
121 大久保　利矩 オオクボ　リク 男性 24 山形県 Team ALLEZ Yonezawa
122 南光　伸哉 ナンコウ　シンヤ 男性 24 山形県
123 岩佐　快斗 イワサ　カイト 男性 24 神奈川県 RFA Japan
124 末吉　歩夢 スエヨシ　アユム 男性 26 山形県
125 安藤　翼 アンドウ　ツバサ 男性 26 山形県 Team ALLEZ Yonezawa
126 小倉　雄太郎 オグラ　ユウタロウ 男性 27 宮城県
127 上原　彬考 ウエハラ　アキタカ 男性 28 東京都
128 小杉　陵太 コスギ　リョウタ 男性 31 神奈川県
129 菊池　涼 キクチ　リョウ 男性 32 岩手県 ゆとりRC
130 柿沼　友行 カキヌマ　トモユキ 男性 33 千葉県
131 黒坂　洋平 クロサカ　ヨウヘイ 男性 33 山形県 YOZO Project
132 久保　史 クボ　フミト 男性 34 宮城県
133 松本　哲平 マツモト　テッペイ 男性 34 三重県 三重県
134 土屋　洋貴 ツチヤ　ヒロキ 男性 35 山形県 KENDAMA　CLUB AGASUKEN
135 Wilberforce　Gary Wilberforce Gary 男性 36 東京都 南蛮連合
136 石川　大輔 イシカワ　ダイスケ 男性 36 宮城県
137 小松　寛 コマツ　ヒロシ 男性 37 東京都
138 菅原　隆吾 スガハラ　リュウゴ 男性 37 宮城県
139 福田　真 フクダ　シン 男性 37 東京都
140 大庭　圭輔 オオバ　ケイスケ 男性 38 神奈川県
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141 原田　公治 ハラダ　コウジ 男性 38 山形県
142 布施　幸太 フセ　コウタ 男性 38 東京都
143 佐々木　徳浩 ササキ　ノリヒロ 男性 38 新潟県
144 秋葉　悠 アキバ　ユウ 男性 38 静岡県 富士空界
145 ユック　ハリソン ユック　ハリソン 男性 39 東京都
146 野口　雄己 ノグチ　ユウキ 男性 40 東京都
147 髙橋　一則 タカハシ　カズノリ 男性 40 山形県
148 樽川　淳一 タルカワ　ジュンイチ 男性 40 福島県 VOLG RC
149 大波　裕一郎 オオナミ　ユウイチロウ 男性 41 宮城県
150 Chanron　Vincent シャンロン ヴィンセント 男性 42 東京都 Namban Rengo
151 金井　聡 カナイ　サトシ 男性 43 宮城県 ADVANCE 仙台
152 安達　利雄 アダチ　トシオ 男性 43 山形県
153 横山　昇 ヨコヤマ　ノボル 男性 43 山形県 やまぎんSSS
154 吉野　博 ヨシノ　ヒロシ 男性 43 神奈川県 麦茶がぶ飲み会
155 原田　山人 ハラダ　ヤマト 男性 44 千葉県 南行徳で走る会
156 長谷部　龍馬 ハセベ　リョウマ 男性 44 神奈川県 sc丹沢秦野
157 大沼　真也 オオヌマ　シンヤ 男性 44 東京都
158 山野　尚大 ヤマノ　タカヒロ 男性 45 宮城県
159 竹生田　哲郎 タケオダ　テツロウ 男性 46 長野県
160 齋藤　和則 サイトウ　カズノリ 男性 46 山形県 ＢＲＡＩＤ
161 鈴木　英生 スズキ　ヒデオ 男性 46 兵庫県
162 五十嵐　朗 イガラシ　アキラ 男性 47 山形県
163 藤巻　和広 フジマキ　カズヒロ 男性 48 宮城県
164 森　雅弘 モリ　マサヒロ 男性 48 栃木県
165 佐藤　正幸 サトウ　マサユキ 男性 48 埼玉県
166 菅原　史博 スガワラ　ノブヒロ 男性 48 山形県
167 太宰　智志 ダザイ　サトシ 男性 48 宮城県
168 茂野　雅彦 シゲノ　マサヒコ 男性 49 宮城県
169 広井　渡 ヒロイ　ワタル 男性 49 東京都
170 天野　博文 アマノ　ヒロブミ 男性 49 宮城県
171 荒木　茂 アラキ　シゲル 男性 50 山形県
172 富永　昌 トミナガ　マサシ 男性 51 福島県
173 茂木　陽一 モギ　ヨウイチ 男性 52 山形県
174 Granger　Matthew Granger Matthew 男性 53 東京都
175 小形　一友 オガタ　カズトモ 男性 53 山形県 Team ALLEZ
176 山内　好夫 ヤマウチ　ヨシオ 男性 53 宮城県 MOT山ラー部
177 安藤　道夫 アンドウ　ミチオ 男性 53 宮城県
178 後藤　哲 ゴトウ　テツ 男性 56 山形県 天童かめラン
179 須田　洋之 スダ　ヒロユキ 男性 59 東京都
180 宗森　高広 ムネモリ　タカヒロ 男性 60 神奈川県 SC丹沢秦野
181 菅原　英夫 スガハラ　ヒデオ 男性 70 東京都
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201 伊藤　そら イトウ　ソラ 女性 17 山形県 山形県立興譲館高等学校
202 若月　萌夏 ワカツキ　ホノカ 女性 17 山形県 九里学園スキー部
203 林　明穂 ハヤシ　アキホ 女性 22 宮城県
204 長瀬　紗枝子 ナガセ　サエコ 女性 29 山形県
205 小川　育 オガワ　イク 女性 31 山形県
206 原田　希実 ハラダ　ノゾミ 女性 32 山形県
207 髙橋　杏子 タカハシ　キョウコ 女性 35 山形県
208 石垣　温子 イシガキ　アツコ 女性 36 宮城県
209 三上　旦乃 ミカミ　アサノ 女性 37 宮城県
210 kelley　tara ｔｅ　ｒａ 女性 49 沖縄県
211 千葉　智恵 チバ　チエ 女性 50 神奈川県
212 佐藤　佳代子 サトウ　カヨコ 女性 53 群馬県 kiryusky481
213 北村　眞由美 キタムラ　マユミ 女性 53 神奈川県
214 後藤　諭美子 ゴトウ　ユミコ 女性 54 山形県 天童かめラン

ノーマル部門：女子
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301 高前　直幸 タカマエ　ナオユキ 男性 41 M40 広島県
302 河崎　鷹丸 カワサキ　タカマル 男性 30 東京都
303 小幡　利春 オバタ　トシハル 男性 44 M40 新潟県 Niigata Sky Club
304 乾　碩 イヌイ　スグル 男性 25 埼玉県
305 本郷　淳 ホンゴウ　ジュン 男性 27 岡山県
306 田中　聖土 タナカ　マサト 男性 27 北海道
307 川崎　義孝 カワサキ　ヨシタカ 男性 50 M50 栃木県 SKYNINJA
308 今井　洋二 イマイ　ヨウジ 男性 49 M45 長野県 SKYNINJA
309 遠藤　健太 エンドウ　ケンタ 男性 28 新潟県 Niigata Sky Club
310 松本　祥汰 マツモト　ショウタ 男性 20 群馬県
311 相良　孔太 サガラ　コウタ 男性 36 長野県 SKYNINJA
312 涌嶋　優 ワクシマ　スグル 男性 30 静岡県 富士空界-Fuji SKY-
313 岡部　泉太郎 オカベ　センタロウ 男性 48 M45 埼玉県
314 細木　郁生 ホソキ　イクオ 男性 44 M40 東京都 SkyWolf
315 茶谷　和彦 チャタニ　カズヒコ 男性 40 M40 愛知県
316 秋葉　直人 アキバ　ナオト 男性 34 東京都
317 丸山　将真 マルヤマ　ショウマ 男性 28 長野県
318 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
319 茂木　敬史 モギ　タカシ 男性 28 東京都
320 服部　一宏 ハットリ　カズヒロ 男性 48 M45 千葉県
321 野村　祐太 ノムラ　ユウタ 男性 13 山形県
322 野村　拓夢 ノムラ　タクム 男性 16 山形県
323 萩原　悠己 ハギワラ　ハルキ 男性 21 群馬県
324 石川　諒 イシカワ　リョウ 男性 21 宮城県
325 波根　竣介 ハネ　シュンスケ 男性 22 宮城県
326 福手　瑛士 フクテ　エイシ 男性 25 長野県 SKY NINJA
327 池山　克行 イケヤマ　カツユキ 男性 27 神奈川県 BukkaSkyClub
328 林　烜德 リン　シュアンデ 男性 32 東京都 SKYNINJA 
329 佐藤　寛人 サトウ　ヒロト 男性 32 山形県
330 齋藤　拓也 サイトウ　タクヤ 男性 35 東京都
331 清田　広輝 セイタ　コウキ 男性 36 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野
332 平井　航 ヒライ　ワタル 男性 36 兵庫県
333 石崎　智己 イシザキ　トモキ 男性 37 東京都
334 藤田　真幸 フジタ　マサユキ 男性 39 埼玉県 富士空海
335 浪岡　太郎 ナミオカ　タロウ 男性 41 M40 神奈川県
336 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
337 小野田　誠也 オノダ　セイヤ 男性 44 M40 東京都
338 有馬　優仁 アリマ　ユウジン 男性 45 M45 東京都
339 内田　洋 ウチダ　ヒロシ 男性 46 M45 福岡県
340 佐野　敦 サノ　アツシ 男性 47 M45 東京都 SC丹沢秦野
341 浦谷　輝幸 ウラタニ　テルユキ 男性 48 M45 滋賀県
342 畑中　俊彦 ハタナカ　トシヒコ 男性 50 M50 東京都
343 押領司　哲也 オウリョウジ　テツヤ 男性 51 M50 京都府 TEAM☆SKY KYOTO
344 土屋　佳秀 ツチヤ　ヨシヒデ 男性 52 M50 奈良県 SKYNINJA
345 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
346 岩楯　岳一 イワダテ　タケヒト 男性 58 M55 東京都 The Skywolf
347 山本　隆二 ヤマモト　リュウジ 男性 60 M60 埼玉県 SkyWolf
348 布施　洋 フセ　ヒロシ 男性 61 M60 新潟県
349 宮下　弘文 ミヤシタ　ヒロフミ 男性 65 M60 山梨県

エリート部門：男子
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401 須藤　吉仕子 ストウ　キシコ 女性 65 F60 長野県 SKYNINJA
402 池神　悠希 イケガミ　ユウキ 女性 29 神奈川県 SC丹沢秦野
403 齋藤　磨実 サイトウ　マミ 女性 45 F40 神奈川県 TEAM MASA+
404 山谷　佳代 ヤマヤ　カヨ 女性 37 北海道
405 田口　倖菜 タグチ　ユキナ 女性 12 埼玉県
406 小幡　莉子 オバタ　リコ 女性 14 新潟県 Niigata Sky Club
407 佐俣　明香莉 サマタ　アカリ 女性 22 埼玉県 SC丹沢秦野
408 相原　千尋 アイバラ　チヒロ 女性 30 香川県
409 土屋　和嘉子 ツチヤ　ワカコ 女性 44 F40 長野県 SKYNINJA
410 市川　里奈 イチカワ　リナ 女性 46 F40 大阪府
411 齋藤　夢海 サイトウ　ユウミ 女性 13 神奈川県
412 本郷　沙穂 ホンゴウ　サホ 女性 21 岡山県 SKY DEMON
413 岩楯　志帆 イワダテ　シホ 女性 52 F50 東京都 The Skywolf
414 石﨑　なつ美 イシザキ　ナツミ 女性 32 東京都
415 中山　就実 ナカヤマ　ナルミ 女性 34 新潟県 Niigata Sky Club 
416 中村　ゆい ナカムラ　ユイ 女性 37 福岡県
417 渡辺　亜咲 ワタナベ　アサ 女性 49 F40 福島県

エリート部門：女子
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501 村松　修 ムラマツ　シュウ 男性 10 山形県 蔵王第一小学校
502 石川　輝忠 イシカワ　テルタダ 男性 11 山形県
503 伊藤　碧 イトウ　リク 男性 12 山形県 米沢Jr.クロスカントリースキークラブ
504 佐藤　雄哉 サトウ　ユウヤ 男性 25 宮城県
505 椎葉　秀剛 シイバ　ヒデタケ 男性 26 東京都
506 孫　賢二 ソン　ケンジ 男性 30 大阪府
507 土屋　俊夫 ヒジヤ　トシオ 男性 45 東京都
508 三浦　浩 ミウラ　ヒロシ 男性 64 宮城県

ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属
601 古賀　文菜 コガ　フミナ 女性 26 東京都
602 太宰　奈津子 ダザイ　ナツコ 女性 49 宮城県

ファン部門：男子

ファン部門：女子
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