
エントリー種目 氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属チーム（任意）

バーティカル 東　柊馬 ヒガシ　シュウマ 男性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 川村　智也 カワムラ　トモヤ 男性 神奈川県

バーティカル 笹本　百乃 ササモト　モモノ 女性 山梨県 大国陸上クラブ

バーティカル 徳田　悠希 トクダ　ユウキ 男性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 東　橙志 ヒガシ　トウシ 男性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 澤田　鷹玖 サワダ　タカヒサ 男性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 新田　愛果 ニッタ　アイカ 女性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 新田　夢果 ニッタ　ユメカ 女性 石川県 TRアスリートクラブ

バーティカル 佐藤　優菜 サトウ　ユウナ 女性 神奈川県 zushi skyrunners

バーティカル 岸本　莞爾 キシモト　カンジ 男性 長野県

バーティカル 河田　悦子 カワタ　エツコ 女性 埼玉県 ig熊谷ドームランナーズ

バーティカル 清水　智代 シミズ　トモヨ 女性 埼玉県

バーティカル 福光　真由美 フクミツ　マユミ 女性 埼玉県

バーティカル 野田　洋一 ノダ　ヨウイチ 男性 長野県

バーティカル 川出　浩司 カワデ　コウジ 男性 東京都 CASIO

バーティカル 木山　一成 キヤマ　カズシゲ 男性 愛媛県

バーティカル 尾花　政樹 オバナ　マサキ 男性 埼玉県 チームグリーン

バーティカル 平林　芳一 ヒラバヤシ　ヨシカズ 男性 長野県 ヤーゲンラート

バーティカル 笹本　将継 ササモト　マサツグ 男性 山梨県

バーティカル 青木　豊 アオキ　ユタカ 男性 埼玉県

バーティカル 馬場　吉彦 ババ　ヨシヒコ 男性 栃木県 TEAM まなび

バーティカル 二川　浩司 フタガワ　コウジ 男性 香川県 讃岐やいの會

バーティカル 中澤　俊貴 ナカザワ　トシキ 男性 長野県 jagen rad

バーティカル 細木　郁生 ホソキ　イクオ 男性 東京都 foxhole.

バーティカル 青山　徳朗 アオヤマ　ノリアキ 男性 新潟県

バーティカル 大林　悟 オオバヤシ　サトル 男性 栃木県 古賀志山快速登山部

バーティカル 小嶋　道 コジマ　ワタル 男性 神奈川県

バーティカル 小野　義泰 オノ　ヨシヤス 男性 東京都

バーティカル 芝崎　翔太 シバザキ　ショウタ 男性 東京都

バーティカル 鈴木　雄馬 スズキ　ユウマ 男性 東京都

バーティカル 高村　純太 タカムラ　ジュンタ 男性 新潟県 Niigata Sky Club

バーティカル 廣瀬　祐次 ヒロセ　ユウジ 男性 栃木県
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エントリー種目 氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属チーム（任意）

スカイ・　ロング　 樽谷　光樹 タルヤ　ヒロキ 男性 愛知県

スカイ・　ロング　 町田　知宏 マチダ　トモヒロ 男性 群馬県

スカイ・　ロング　 渋谷　友和 シブヤ　トモカズ 男性 新潟県

スカイ・　ロング　 戸沢　怜 トザワ　レイ 男性 新潟県 酒Run会「魚沼で走龍」

スカイ・　ロング　 須永　晃行 スナガ　アキユキ 男性 群馬県

スカイ・　ロング　 藤岡　学 フジオカ　マナブ 男性 山梨県

スカイ・　ロング　 堀江　智史 ホリエ　サトシ 男性 埼玉県 Kitamoto City

スカイ・　ロング　 小林　健司 コバヤシ　ケンジ 男性 群馬県

スカイ・　ロング　 林　健太郎 ハヤシ　ケンタロウ 男性 群馬県 上州アスリート

スカイ・　ロング　 溝渕　和也 ミゾブチ　カズヤ 男性 群馬県

スカイ・　ロング　 古舘　学 フルダテ　マナブ 男性 茨城県

スカイ・　ロング　 小倉　佑介 オグラ　ユウスケ 男性 東京都

スカイ・　ロング　 松本　陽介 マツモト　ヨウスケ 男性 群馬県 kiryu sky481

スカイ・　ロング　 成田　善彦 ナリタ　ヨシヒコ 男性 埼玉県 日新商事株式会社

スカイ・　ロング　 赤羽　拓人 アカバ　タクト 男性 埼玉県

スカイ・　ロング　 玉置　圭吾 タマキ　ケイゴ 男性 茨城県

スカイ・　ロング　 青木　豊 アオキ　ユタカ 男性 埼玉県

スカイ・　ロング　 吉田　法之 ヨシダ　ノリユキ 男性 群馬県 上州アスリートクラブ

スカイ・　ロング　 大内　勝正 オオウチ　カツマサ 男性 東京都 ゲキザカ

スカイ・　ロング　 瀬戸　博人 セト　ヒロト 男性 群馬県 Ｒｏｕｇｈ　Ｓｔｙｌｅ

スカイ・　ロング　 石田　英治 イシダ　エイジ 男性 群馬県

スカイ・　ロング　 梶田　勝 カジタ　マサル 男性 埼玉県 日興化成

スカイ・　ロング　 島崎　智洋 シマザキ　トモヒロ 男性 群馬県 ★上州山楽走★

スカイ・　ロング　 張ヶ谷　真 ハリガヤ　マコト 男性 千葉県

スカイ・　ロング　 小野　孝行 オノ　タカユキ 男性 神奈川県

スカイ・　ロング　 塩川　尚孝 シオカワ　ヨシタカ 男性 栃木県

スカイ・　ロング　 依田　賢尋 ヨダ　タカヒロ 男性 長野県 宮原酸素株式会社

スカイ・　ロング　 吽野　健一郎 ウンノ　ケンイチロウ 男性 茨城県

スカイ・　ロング　 佐藤　靖洋 サトウ　ヤスヒロ 男性 福島県

スカイ・　ロング　 原田　賢一 ハラダ　ケンイチ 男性 埼玉県

スカイ・　ロング　 杉山　修 スギヤマ　オサム 男性 東京都

スカイ・　ロング　 斉藤　幸則 サイトウ　ユキノリ 男性 東京都

スカイ・　ロング　 狐塚　由幸 キツネヅカ　ヨシユキ 男性 栃木県

スカイ・　ロング　 遠藤　誠二 エンドウ　セイジ 男性 神奈川県

スカイ・　ロング　 佃　尚実 ツクダ　ナオミ 男性 愛知県

スカイ・　ロング　 井田　勝美 イダ　カツミ 男性 埼玉県

スカイ・　ロング　 田島　智之 タジマ　トモユキ 男性 埼玉県

スカイ・　ロング　 田中　時夫 タナカ　トキオ 男性 群馬県 彼女募集中

スカイ・　ロング　 加藤　忠 カトウ　タダシ 男性 東京都

スカイ・　ロング　 篠原　卓 シノハラ　タカシ 男性 東京都

スカイ・　ロング　 渡邉　積 ワタナベ　ツモル 男性 茨城県

スカイ・　ロング　 高水　准 タカミズ　ジュン 男性 東京都

スカイ・　ロング　 大美　周一 オオミ　シュウイチ 男性 神奈川県

スカイ・　ロング　 茂木　雅裕 モキ　マサヒロ 男性 群馬県 ハルチャンママ

スカイ・　ロング　 野田　洋一 ノダ　ヨウイチ 男性 長野県

スカイ・　ロング　 関根　肇 セキネ　ハジメ 男性 栃木県 ALPS HAREE

スカイ・　ロング　 藤　勝弘 フジ　カツヒロ 男性 茨城県 勝田走酔会

スカイ・　ロング　 小林　勇 コバヤシ　イサム 男性 群馬県 美土里ＴＲＣ

スカイ・　ロング　 定方　美緒 サダカタ　ミオ 女性 群馬県

スカイ・　ロング　 伊澤　菜美子 イザワ　ナミコ 女性 群馬県

スカイ・　ロング　 皆川　美紀子 ミナガワ　ミキコ 女性 東京都

スカイ・　ロング　 深見　理恵 フカミ　リエ 女性 東京都

スカイ・　ロング　 三枝　祐佳 サイグサ　ユカ 女性 山梨県 Win FSC

スカイ・　ロング　 各務　裕美子 カガミ　ユミコ 女性 千葉県

2022大会への参加移行希望者

嬬恋スカイラン【スカイエピック】 No.２



エントリー種目 氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属チーム（任意）

スカイ・ミドル　 臼山　秀明 ウスヤマ　ヒデアキ 男性 茨城県 常総学院高校2年

スカイ・ミドル　 臼山　利明 ウスヤマ　トシアキ 男性 茨城県 東京海洋大学3年

スカイ・ミドル　 佐藤　啓貴 サトウ　ヒロキ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 小西　裕次郎 コニシ　ユウジロウ 男性 東京都

スカイ・ミドル　 高村　純太 タカムラ　ジュンタ 男性 新潟県 Niigata Sky Club

スカイ・ミドル　 岩下　和敬 イワシタ　カズタカ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 福田　真 フクダ　シン 男性 東京都

スカイ・ミドル　 関　浩人 セキ　ヒロヒト 男性 群馬県

スカイ・ミドル　 市川　史郎 イチカワ　シロウ 男性 長野県

スカイ・ミドル　 町田　寛徳 マチダ　ヒロノリ 男性 群馬県

スカイ・ミドル　 戸ヶ崎　明彦 トガサキ　アキヒコ 男性 埼玉県 team power

スカイ・ミドル　 板垣　彰 イタガキ　アキラ 男性 群馬県 GoodRunPapaぐらんぱ

スカイ・ミドル　 川内谷　仁 カワウチヤ　ヒトシ 男性 東京都

スカイ・ミドル　 篠田　浩司 シノダ　コウジ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 竹内　健二 タケウチ　ケンジ 男性 東京都

スカイ・ミドル　 美濃島　弘卓 ミノシマ　ヒロタカ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 白石　学 シライシ　マナブ 男性 千葉県

スカイ・ミドル　 若林　紅 ワカバヤシ　アカネ 男性 群馬県

スカイ・ミドル　 町田　千成 マチダ　チナル 男性 群馬県

スカイ・ミドル　 柳井　英孝 ヤナイ　ヒデタカ 男性 群馬県 いか焼き剣々

スカイ・ミドル　 田村　豊 タムラ　ユタカ 男性 千葉県

スカイ・ミドル　 福士　勝美 フクシ　カツミ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 佐藤　永弘 サトウ　ナガヒロ 男性 東京都 竜太錬

スカイ・ミドル　 岡田　桂一 オカダ　ケイイチ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 大竹　章吾 オオタケ　ショウゴ 男性 神奈川県

スカイ・ミドル　 相原　剛 アイハラ　タカシ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 森川　徹治 モリカワ　テツジ 男性 東京都 AVANT

スカイ・ミドル　 春日　尚義 カスガ　ナオヨシ 男性 東京都

スカイ・ミドル　 遠藤　吉定 エンドウ　ヨシサダ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 鈴木　淳 スズキ　ジュン 男性 茨城県

スカイ・ミドル　 武野　文昭 タケノ　フミアキ 男性 埼玉県

スカイ・ミドル　 瀧　信英 タキ　シンエイ 男性 茨城県

スカイ・ミドル　 塩田　和之 シオタ　カズユキ 男性 千葉県

スカイ・ミドル　 木山　一成 キヤマ　カズシゲ 男性 愛媛県

スカイ・ミドル　 大久保　玲 オオクボ　レイ 女性 埼玉県

スカイ・ミドル　 茂木　裕里 モキ　ユウリ 女性 群馬県 はるちゃんまま

スカイ・ミドル　 茂木　保菜美 モキ　ホナミ 女性 群馬県 はるちゃんまま

スカイ・ミドル　 合田　佳代 ゴウダ　カヨ 女性 東京都

スカイ・ミドル　 小菅　一美 コスゲ　カズミ 女性 群馬県

スカイ・ショート　 岸本　莞爾 キシモト　カンジ 男性 長野県

スカイ・ショート　 森　修平 モリ　シュウヘイ 男性 茨城県 MORE

スカイ・ショート　 土方　耕平 ヒジカタ　コウヘイ 男性 東京都

スカイ・ショート　 本杉　歩 モトスギ　アユム 男性 神奈川県 Hoge

スカイ・ショート　 二川　浩司 フタガワ　コウジ 男性 香川県 讃岐やいの會

スカイ・ショート　 櫻井　敬文 サクライ　アキフミ 男性 群馬県

スカイ・ショート　 瀬々　寛視 セセ　ヒロミ 男性 群馬県

スカイ・ショート　 一柳　達也 イチヤナギ　タツヤ 男性 神奈川県

スカイ・ショート　 小山　宏幸 コヤマ　ヒロユキ 男性 長野県

スカイ・ショート　 岩城　郁佳 イワキ　アヤカ 女性 東京都

スカイ・ショート　 小川　就実 オガワ　ナルミ 女性 新潟県

スカイ・ショート　 木村　祐子 キムラ　ユウコ 女性 群馬県

スカイ・ショート　 小川　愛 オガワ　アイ 女性 神奈川県

スカイ・ショート　 仙田　みつ美 センダ　ミツミ 女性 千葉県

スカイ・ショート　 古塩　千裕 コシオ　チヒロ 女性 埼玉県 フェアリースキー

スカイ・ショート　 大島　佳織 オオシマ　カオリ 女性 群馬県 フェアリースキークラブ
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