
スーパーダウンヒル

参加希望

101 松本　陽之心 マツモト　ハルノシン 男性 13 群馬県 嬬恋中学校
102 山根　明大 ヤマネ　アキヒロ 男性 28 埼玉県 大宮32連隊 ○
103 茂木　雅斗 モテギ　マサト 男性 30 群馬県 ○
104 小林　雄太 コバヤシ　ユウタ 男性 30 群馬県 ○
105 渡邉　雄秀 ワタナベ　タケヒデ 男性 32 長野県
106 齋藤　昌史 サイトウ　マサシ 男性 37 岐阜県 ○
107 山口　剛司 ヤマグチ　タケシ 男性 42 埼玉県 ほろがち ○
108 岡田　祐也 オカダ ユウヤ 男性 47 群馬県
109 麻上　昌隆 アサガミ　マサタカ 男性 48 東京都 ○
110 中村　隆治 ナカムラ　リュウジ 男性 48 埼玉県 ○
111 井坂　靖 イサカ　ヤスシ 男性 48 茨城県 茨城悶絶組合 ○
112 福島　武 フクシマ　タケシ 男性 51 茨城県
113 藤井　義友 フジイ　ヨシトモ 男性 52 群馬県 上州山楽走
114 塚本　洋治 ツカモト　ヨウジ 男性 53 茨城県
115 田村　仁 タムラ　ヒトシ 男性 53 群馬県
116 梅田　征司 ウメダ　セイジ 男性 58 東京都 ○

スーパーダウンヒル

参加希望

151 山田　柚野 ヤマダ　ユノ 女性 12 長野県 白馬中学校
152 中島　彩香 ナカジマ　アヤカ 女性 28 群馬県
153 秋屋　裕子 アキヤ　ユウコ 女性 39 茨城県 ○
154 上　明子 カミ アキコ 女性 40 埼玉県
155 篠原　由香 シノハラ　ユカ 女性 50 茨城県

スーパーダウンヒル

参加希望

201 高村　純太 タカムラ　ジュンタ 男性 33 新潟県 Echigo Sky Club ○
202 涌嶋　優 ワクシマ　スグル 男性 30 静岡県 富士空界-Fuji SKY- ○
203 根本　正蔵 ネモト　ショウゾウ 男性 28 栃木県 ○
204 相良　孔太 サガラ　コウタ 男性 37 長野県 SKYNINJA ○
205 小幡　利春 オバタ　トシハル 男性 44 新潟県 Echigo Sky Club ○
206 宮川　朋史 ミヤガワ　トモフミ 男性 40 福井県 ○
207 川崎　義孝 カワサキ ヨシタカ 男性 51 栃木県 SKYNINJA ○ ○
208 中俣　翔太 ナカマタ　ショウタ 男性 24 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB ○
209 石田　寛雄 イシダ　ヒロオ 男性 34 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB ○
210 石川　万太 イシカワ　マンタ 男性 16 神奈川県 Zushi Skyrunners ○ ○
211 田中　大輝 タナカ　ダイキ 男性 12 福井県 ○ ○
212 永井　弧 ナガイ コア 男性 13 神奈川県 ZushiSkyrunners ○ ○
213 山岸　大志 ヤマギシ　タイシ 男性 15 神奈川県 Zushi Skyrunners ○ ○
214 渋谷　鉄心 シブヤ　テッシン 男性 16 群馬県 ○
215 池山　克行 イケヤマ　カツユキ 男性 27 神奈川県 BukkaSkyClub ○
216 田村　貴之 タムラ　タカユキ 男性 46 群馬県 KiryuSky481 ○
217 竹部　雄一 タケベ　ユウイチ 男性 47 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB
218 浦野　正紀 ウラノ　マサノリ 男性 47 長野県 SKYNINJA ○
219 松本　直幸 マツモト　ナオユキ 男性 50 群馬県 SKYNINJA
220 山下　栄治 ヤマシタ　エイジ 男性 51 静岡県 ピカチュウ ○
221 土屋　佳秀 ツチヤ　ヨシヒデ 男性 52 奈良県 SKYNINJA
222 青柳　雅之 アオヤギ　マサユキ 男性 53 群馬県 SKYNINJA ○
223 依田　邦雄 ヨダ　クニオ 男性 55 長野県 SKYNINJA ○
224 田村　実 タムラ　ミノル 男性 57 東京都 The Skywolf ○

スーパーダウンヒル

参加希望

251 齋籐　磨実 サイトウ　マミ 女性 45 神奈川県 ○
252 須藤　吉仕子 ストウ　キシコ 女性 66 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ ○
253 小幡　莉子 オバタ　リコ 女性 15 新潟県 Echigo Sky Club ○ ○
254 齋藤　夢海 サイトウ ユウミ 女性 14 神奈川県 TEAM MASA+ ○
255 小林　華蓮 コバヤシ　カレン 女性 18 長野県 ○ ○
256 村山　優子 ムラヤマ　ユウコ 女性 49 新潟県 ECHIGO　SKY　CLUB ○

301 金子　文男 カネコ　フミオ 男性 63 群馬県

※スーパーダウンヒル：バーティカルの参加者は無料で出走できます。参加希望の場合は、当日受付にてお申し出ください。
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