
No.1

1 久保田　和玄 クボタ　ワク 男性 7 群馬県 嬬恋村立西部小学校

2 宮崎　啓太 ミヤザキ　ケイタ 男性 7 群馬県 嬬恋村立西部小学校

3 渡邊　珠樹 ワタナベ　タマキ 男性 8 長野県 信濃XC.S.C

4 大島　光人 オオシマ　ミツト 男性 9 群馬県 嬬恋村立東部小学校

5 山田　爽野 ヤマダ　ソウヤ 男性 9 長野県 白馬北小学校

6 浅上　琥太郎 アサガミ　コタロウ 男性 9 埼玉県 武蔵プロングホーン

7 吉川　洋岳 ヨシカワ　ヒロタカ 男性 9 埼玉県 MountainAddicts

8 田村　晨 タムラ　アキラ 男性 10 群馬県 たむラン会

9 黒岩　新太 クロイワ　アラタ 男性 10 群馬県 嬬恋村立東部小学校

10 佐藤　健 サトウ　タケル 男性 10 群馬県 嬬恋村立東部小学校

11 橋詰　碧斗 ハシヅメ　アオト 男性 11 長野県 真田クラブ

12 齋藤　海聖 サイトウ　カイセイ 男性 11 神奈川県 TEAM MASA+

13 浅上　龍太郎 アサガミ　リュウタロウ 男性 11 埼玉県 武蔵プロングホーン

21 久保田　日咲 クボタ　ニコ 女性 6 群馬県 嬬恋村立西部小学校

22 坂田　莉彩 サカタ　リサ 女性 8 長野県 山ノ内南小学校

23 齋藤　愛海 サイトウ　アイミ 女性 8 神奈川県 TEAM MASA+

24 岡田　マリア オカダ　マリア 女性 9 群馬県 吉岡町明治小学校

25 宮崎　結唯 ミヤザキ　ユイ 女性 9 群馬県 嬬恋村立西部小学校

26 坂田　美来 サカタ　ミク 女性 10 長野県 山ノ内南小学校

27 安藤　杏月 アンドウ　アヅキ 女性 10 群馬県 芝野スポーツ歩走塾

28 渡邊　雛子 ワタナベ　ヒナコ 女性 10 長野県 信濃XC.S.C

29 田部井　惠鈴 タベイ　エリン 女性 11 栃木県 芝スポ歩走塾

30 麻上　琴子 アサガミ　コトコ 女性 11 東京都

401 小川　颯斗 オガワ　ハヤト 男性 23 東京都

402 服部　義典 ハットリ　ヨシノリ 男性 28 神奈川県

403 権藤　勇太 ゴンドウ　ユウタ 男性 35 神奈川県

404 木下　良介 キノシタ　リョウスケ 男性 39 神奈川県

405 大川　亮 オオカワ リョウ 男性 46 長野県 チームYOKO

406 麻上　昌隆 アサガミ　マサタカ 男性 48 東京都

407 藤井　義友 フジイ　ヨシトモ 男性 52 群馬県 上州山楽走

408 田村　仁 タムラ　ヒトシ 男性 53 群馬県

409 竹島　博行 タケシマ ヒロユキ 男性 55 埼玉県

451 石田　志穂里 イシダ　シホリ 女性 25 神奈川県

452 唐澤　希 カラサワ　ノゾミ 女性 25 長野県

453 中島　彩香 ナカジマ　アヤカ 女性 28 群馬県

454 上　明子 カミ アキコ 女性 40 埼玉県

455 安藤　慶子 アンドウ　ノリコ 女性 41 群馬県 芝野スポーツ歩走塾

456 乾　友紀 イヌイ　ユキ 女性 43 東京都 富士空海
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No.2

501 高村　純太 タカムラ　ジュンタ 男性 33 新潟県 Echigo Sky Club ○

502 涌嶋　優 ワクシマ　スグル 男性 30 静岡県 富士空界-Fuji SKY- ○

503 根本　正蔵 ネモト　ショウゾウ 男性 28 栃木県 ○

504 相良　孔太 サガラ　コウタ 男性 37 長野県 SKYNINJA ○

505 小幡　利春 オバタ　トシハル 男性 44 新潟県 Echigo Sky Club ○

506 宮川　朋史 ミヤガワ　トモフミ 男性 40 福井県 ○

507 川崎　義孝 カワサキ ヨシタカ 男性 51 栃木県 SKYNINJA ○

508 中俣　翔太 ナカマタ　ショウタ 男性 24 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB ○

509 山田　江二 ヤマダ　コウジ 男性 43 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB

510 石田　寛雄 イシダ　ヒロオ 男性 34 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB ○

511 石川　万太 イシカワ　マンタ 男性 16 神奈川県 Zushi Skyrunners ○ ○

512 田中　耕造 タナカ　コウゾウ 男性 45 長野県 SKYNINJA

513 山岸　大志 ヤマギシ　タイシ 男性 15 神奈川県 Zushi Skyrunners ○ ○

514 天野　遼太郎 アマノ　リョウタロウ 男性 26 東京都

515 池山　克行 イケヤマ　カツユキ 男性 27 神奈川県 BukkaSkyClub ○

516 今田　猶紀 イマダ　ナオキ 男性 32 長野県

517 田村　貴之 タムラ　タカユキ 男性 46 群馬県 KiryuSky481 ○

518 山下　栄治 ヤマシタ　エイジ 男性 51 静岡県 ピカチュウ ○

519 田村　実 タムラ　ミノル 男性 57 東京都 The Skywolf ○

551 齋籐　磨実 サイトウ　マミ 女性 45 神奈川県 ○

552 須藤　吉仕子 ストウ　キシコ 女性 66 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ ○

553 小幡　莉子 オバタ　リコ 女性 15 新潟県 Echigo Sky Club ○ ○

554 小林　華蓮 コバヤシ　カレン 女性 18 長野県 ○ ○

601 田中　大輝 タナカ　ダイキ 男性 12 福井県

602 永井　弧 ナガイ コア 男性 13 神奈川県 ZushiSkyrunners

603 渡邉　雄秀 ワタナベ　タケヒデ 男性 32 長野県

604 田村　裕一 タムラ　ユウイチ 男性 40 群馬県 たむラン会

605 来田　裕介 クルタ　ユウスケ 男性 41 群馬県

606 岡田　祐也 オカダ ユウヤ 男性 47 群馬県

651 山田　柚野 ヤマダ　ユノ 女性 12 長野県 白馬中学校

652 齋藤　夢海 サイトウ ユウミ 女性 14 神奈川県 TEAM MASA+
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