
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

2022年8月20-21日

スカイ・ミドル男子総合
所属氏名カナ 県名

SKY EPIC
TSUMAGOI SKYRUN

年代別順位

1001 日下　泰造 02:24:081 kiryusky481ｸｻｶ ﾀｲｿﾞｳ 群馬県

1010 南河　駿 02:24:282 ｵﾘｴﾝﾃｨｱ軍団ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝ 神奈川県

1040 岸本　俊朗 02:24:483 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ 長野県

1011 荒川　直也 02:43:034 埼玉県庁ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 埼玉県

1018 吉田　嶺也 02:43:445 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾔ 埼玉県

1008 渡邊　大地 02:44:106 青葉会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県

1028 市川　史郎 02:46:347 ｲﾁｶﾜ ｼﾛｳ 長野県

1049 岡田　祐也 02:49:168 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 群馬県

1024 小柴　雄三 02:59:589 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｿﾞｳ 埼玉県

1037 田中　信太郎 03:02:2110 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県

1007 谷口　惠祐 03:03:0511 青葉会ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 東京都

1022 青木　隼吾 03:06:2012 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞｱｵｷ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県

1073 相原　剛 03:09:2613 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 埼玉県

1051 麻上　昌隆 03:11:2614 ｱｻｶﾞﾐ ﾏｻﾀｶ 東京都

1041 萩原　仁 03:11:2715 team powerﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 埼玉県

1082 近藤　計夫 03:14:5816 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｵ 埼玉県

1044 隅野　英樹 03:18:3417 ｽﾐﾉ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県

1030 鎌滝　慧 03:18:4218 ｶﾏﾀｷ ｻﾄｼ 東京都

1045 高萩　昭範 03:23:5119 ﾀｶﾊｷﾞ ｱｷﾉﾘ 東京都

1083 阿部　勉 03:23:5920 (株)ｿｼｵﾄｰﾌﾟｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県

1021 宮本　淳也 03:24:3321 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 埼玉県

1034 井原　邦博 03:24:4322 ｲﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 東京都

1005 佐々木　渉真 03:28:2923 筑波大学ｻｻｷ ｼｮｳﾏ 茨城県

1057 白石　学 03:30:5224 ｼﾗｲｼ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県

1060 若林　紅 03:38:0425 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 群馬県

1077 牛田　稔一 03:38:4126 ｳｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 富山県

1026 関　浩人 03:43:5227 ｾｷ ﾋﾛﾋﾄ 群馬県

1079 岡　孝尚 03:46:4428 GRTｵｶ ﾀｶﾋｻ 群馬県

1023 岩下　和敬 03:47:0029 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県

1080 森川　徹治 03:47:3930 AVANTﾓﾘｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 東京都

1033 町田　寛徳 03:48:2131 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県

1042 中嶋　豊 03:49:4832 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 群馬県

1064 柳井　英孝 03:51:0333 いか焼き剣々ﾔﾅｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 群馬県

1087 鈴木　淳 03:52:2634 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県

1035 吉井　浩介 03:56:1435 ICH95ﾖｼｲ ｺｳｽｹ 千葉県

1058 新井　正志 03:56:4236 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県

1019 徳貞　太朗 04:02:4837 ﾄｸｻﾀﾞ ﾀﾛｳ 東京都

1029 佐々木　徳浩 04:03:1838 ｻｻｷ ﾉﾘﾋﾛ 新潟県

1038 戸ヶ崎　明彦 04:05:0139 team powerﾄｶﾞｻｷ ｱｷﾋｺ 埼玉県

1054 大平　浩史 04:06:1140 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾌﾐ 長野県

1091 木山　一成 04:06:3341 ｷﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 愛媛県

1014 大谷　和哉 04:09:1742 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 群馬県

1072 氏家　茂一 04:09:1843 ｳｼﾞｲｴ ｼｹﾞｶｽﾞ 東京都

1027 久保　健太郎 04:09:5744 ｸﾎﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都

1059 唐澤　宏文 04:13:4445 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ 長野県

1047 渡辺　崇寛 04:15:2546 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県

1039 金子　哲也 04:16:5947 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 東京都

1076 牛草　義祐 04:17:1048 ｳｼｸﾞｻ ﾖｼﾋﾛ 長野県

1065 池澤　康 04:23:4449 ｲｹｻﾞﾜ ﾔｽｼ 栃木県

1036 杉山　勲 04:24:3150 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻｵ 東京都
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1067 nagano　yoshihisa 04:29:4951 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾋｻ 埼玉県

1090 瀧　信英 04:35:1652 ﾀｷ ｼﾝｴｲ 茨城県

1050 竹内　健二 04:37:0553 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾞ 東京都

1081 鈴木　信章 04:44:1854 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都

1085 岩田　英俊 04:49:1455 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都

1031 安井　浩二郎 04:52:0456 ﾔｽｲ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都

1078 小金澤　康夫 04:58:5457 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾔｽｵ 群馬県

1071 服部　順一 05:19:06ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都TO
1015 渡邉　雄秀 05:23:50ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾃﾞ 長野県TO
1061 山下　栄治 05:24:02ﾋﾟｶﾁｭｳﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞ 静岡県TO
1086 遠藤　吉定 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｻﾀﾞ 埼玉県DNS
1017 高村　純太 Niigata Sky Clubﾀｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾀ 新潟県DNS
1016 小西　裕次郎 ｺﾆｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都DNS
1013 篠原　尚哉 honomaraｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京都DNS
1020 林　真名歩 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 新潟県DNS
1009 寺田　祐輝 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉県DNS
1003 横山　昂河 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｶﾞ 東京都DNS
1088 武野　文昭 ﾀｹﾉ ﾌﾐｱｷ 埼玉県DNS
1089 塩田　和之 ｼｵﾀ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県DNS
1004 臼山　秀明 常総学院高校2年ｳｽﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県DNS
1002 吉岡　樹一 ﾖｼｵｶ ｷｲﾁ 千葉県DNS
1084 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ 東京都DNS
1056 中村　博志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県DNS
1012 佐藤　啓貴 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 埼玉県DNS
1063 町田　千成 ﾏﾁﾀﾞ ﾁﾅﾙ 群馬県DNS
1006 臼山　利明 東京海洋大学3年ｳｽﾔﾏ ﾄｼｱｷ 茨城県DNS
1075 横山　重宏 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞﾋﾛ 東京都DNS
1052 大河　広貴 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 静岡県DNS
1048 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県DNS
1062 田村　豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 千葉県DNS
1046 川内谷　仁 ｶﾜｳﾁﾔ ﾋﾄｼ 東京都DNS
1053 篠田　浩司 ｼﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県DNS
1043 板垣　彰 GoodRunPapaぐらんぱｲﾀｶﾞｷ ｱｷﾗ 群馬県DNS
1070 佐藤　永弘 竜太錬ｻﾄｳ ﾅｶﾞﾋﾛ 東京都DNS
1074 依田　邦雄 SKYNINJAﾖﾀﾞ ｸﾆｵ 長野県DNS
1025 福田　真 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝ 東京都DNS
1055 美濃島　弘卓 ﾐﾉｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県DNS
1069 岡田　桂一 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ 埼玉県DNS
1068 福士　勝美 ﾌｸｼ ｶﾂﾐ 埼玉県DNS
1032 守谷　剛 ﾓﾘﾔ ﾂﾖｼ 埼玉県DNS
1066 大竹　章吾 ｵｵﾀｹ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県DNS
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2001 小林　華蓮 03:29:251 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県

2007 中島　彩香 03:36:122 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 群馬県

2009 前原　彩花 03:47:243 ﾏｴﾊﾗ ｱﾔｶ 東京都

2010 島　皐月 03:55:364 ｼﾏ ｻﾂｷ 埼玉県

2006 山中　早織 04:12:075 ﾔﾏﾅｶ ｻｵﾘ 埼玉県

2003 唐澤　理子 04:13:296 ｶﾗｻﾜ ｱﾔｺ 長野県

2014 佐藤　佳代子 04:16:317 KriyuSkyｻﾄｳ ｶﾖｺ 群馬県

2013 小菅　一美 04:20:138 ｺｽｹﾞ ｶｽﾞﾐ 群馬県

2008 茂木　裕里 04:28:259 はるちゃんままﾓｷ ﾕｳﾘ 群馬県

2004 高橋　ひなの 04:31:1010 青葉会ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ 東京都

2015 岩田　真由弓 04:49:1211 ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ 東京都

2005 松館　香奈 ﾏﾂﾀﾞﾃ ｶﾅ 東京都DNS
2011 茂木　保菜美 はるちゃんままﾓｷ ﾎﾅﾐ 群馬県DNS
2012 合田　佳代 ｺﾞｳﾀﾞ ｶﾖ 東京都DNS
2002 大久保　玲 ｵｵｸﾎﾞ ﾚｲ 埼玉県DNS
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