
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

2022年8月20-21日

スカイ・ショート男子総合
所属氏名カナ 県名

SKY EPIC
TSUMAGOI SKYRUN

年代別順位

3011 岸本　莞爾 00:50:541 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野県 中学生男子 1

3013 服部　真仁 00:53:122 KOKUTOﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 中学生男子 2

3012 山岸　大志 00:57:193 Zushi Skyrunnersﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｼ 神奈川県 中学生男子 3

3008 草薙　輝弥 00:59:204 山王中学校ｸｻﾅｷﾞ ﾃﾙﾔ 神奈川県 中学生男子 4

5018 二川　浩司 01:01:205 讃岐やいの會ﾌﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 香川県

3009 大貫　廉 01:01:476 kiryu sky 481ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 群馬県 中学生男子 5

3003 町田　満敬 01:01:597 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 埼玉県 中学生男子 6

3004 町田　満宏 01:02:028 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 埼玉県 中学生男子 7

5029 山上　聡 01:04:289 ﾔﾏｶﾐ ｻﾄﾙ 長野県

3006 永井　弧 01:05:3610 Zushi Skyrunnersﾅｶﾞｲ ｺｱ 神奈川県 中学生男子 8

5002 伊澤　岳 01:09:1011 NR多摩ｲｻﾞﾜ ｶﾞｸ 東京都

5012 藁科　憲佑 01:09:2612 ﾗﾝﾎﾞｰｽﾞﾜﾗｼﾅ ｹﾝｽｹ 東京都

5025 山口　文久 01:10:4013 SKYNINJAﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｻ 長野県

5017 本杉　歩 01:13:4614 Hogeﾓﾄｽｷﾞ ｱﾕﾑ 神奈川県

3007 舩久保　稜太 01:15:0415 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 中学生男子 9

5015 茶谷　和彦 01:15:1716 愛知陸協ﾁｬﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県

5016 新鋪　洋佑 01:15:3617 ｱﾗｼｷ ﾖｳｽｹ 東京都

5005 関　佳久 01:16:2118 ｾｷ ﾖｼﾋｻ 長野県

5021 工藤　充 01:22:1719 たけのこ流しｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ 神奈川県

5014 大野　隆史 01:26:0020 計測工房ｵｵﾉ ﾀｶﾌﾐ 東京都

5022 石川　知朗 01:26:5121 Zushi Skyrunnersｲｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 神奈川県

5019 大越　大 01:31:3222 ｵｵｺｼ ﾀﾞｲ 神奈川県

5010 大橋　信太郎 01:32:5123 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都

3001 大村　知範 01:32:5824 三鷹FAｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 中学生男子 10

5011 中村　正博 01:34:0925 太田郵便局ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 群馬県

5026 安島　俊之 01:34:2326 ｱｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 埼玉県

5013 楊　允中 01:34:5727 ﾖｳ ｲﾝﾁｭｳ 東京都

3005 渡辺　航成 01:37:3628 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 岐阜県 中学生男子 11

5035 小林　修二 01:37:4329 SKYNINJAｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 群馬県

5007 山崎　大輔 01:43:1330 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

5020 小林　嗣貴 01:46:4831 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 群馬県

5008 長谷坂　力也 01:48:4432 ﾊｾｻｶ ﾘｷﾔ 神奈川県

5033 加藤　廣志 02:08:5333 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 群馬県

5030 田村　仁 02:10:4934 ﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 群馬県

3002 田村　旬 02:10:4935 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 群馬県 中学生男子 12

5027 一場　直人 02:14:4136 ｲﾁﾊﾞ ﾅｵﾄ 群馬県

5003 宮竹　南央哉 ﾁｰﾑしろくまﾐﾔﾀｹ ﾅｵﾔ 埼玉県DNF
3010 小川　哲平 ｵｶﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県DNS 中学生男子

5001 石川　万太 Zushi Skyrunnersｲｼｶﾜ ﾏﾝﾀ 神奈川県DNS
5004 笠原　大聖 住友財閥帰宅部ｷｬﾌﾟﾃﾝｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 栃木県DNS
5006 森　修平 MOREﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 茨城県DNS
5009 土方　耕平 ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳﾍｲ 東京都DNS
5023 小川　祐一 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川県DNS
5024 櫻井　敬文 ｻｸﾗｲ ｱｷﾌﾐ 群馬県DNS
5028 沢崎　裕司 おっさんずﾗﾝｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛｼ 栃木県DNS
5031 瀬々　寛視 ｾｾ ﾋﾛﾐ 群馬県DNS
5032 一柳　達也 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県DNS
5034 小山　宏幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 長野県DNS

Timing & Result By 計測工房凡例　TO：制限時間オーバー



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 記　　録

2022年8月20-21日

スカイ・ショート女子総合
所属氏名カナ 県名

SKY EPIC
TSUMAGOI SKYRUN

年代別順位

6014 楠田　涼葉 00:59:261 TEAM☆SKY KYOTOｸｽﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 大阪府

4002 大掛　柚奈 01:00:362 ｵｵｶﾞｹ ﾕﾅ 愛知県 中学生女子 1

4003 大掛　莉奈 01:01:003 ｵｵｶﾞｹ ﾘﾅ 愛知県 中学生女子 2

4005 小幡　莉子 01:06:254 Niigata Sky Clubｵﾊﾞﾀ ﾘｺ 新潟県 中学生女子 3

4004 齋藤　夢海 01:07:185 TEAM MASA+ｻｲﾄｳ ﾕｳﾐ 神奈川県 中学生女子 4

4006 小林　寧音 01:10:106 飯山市立城北中学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ 長野県 中学生女子 5

6002 加藤　すみれ 01:24:167 ｶﾄｳ ｽﾐﾚ 神奈川県

4007 冨田　にこ 01:25:198 TEAM☆SKY KYOTOﾄﾐﾀ ﾆｺ 京都府 中学生女子 6

6008 仙田　みつ美 01:38:169 ｾﾝﾀﾞ ﾐﾂﾐ 千葉県

6003 前田　真梨子 01:42:0310 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘｺ 愛知県

6007 川下　奈美 01:44:3711 さんぱんﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｶﾜｼﾓ ﾅﾐ 東京都

6004 中山　育子 01:49:1012 ﾅｶﾔﾏ ｲｸｺ 東京都

6013 黒澤　成子 01:57:2413 ｸﾛｻﾜ ｼｹﾞｺ 群馬県

6012 宮田　そのえ 02:08:5314 ﾐﾔﾀ ｿﾉｴ 群馬県

6009 岡崎　利枝 02:12:3815 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｴ 宮城県

4001 田口　倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県DNS 中学生女子

6001 岩城　郁佳 ｲﾜｷ ｱﾔｶ 東京都DNS
6005 木村　祐子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 群馬県DNS
6006 小川　愛 ｵｶﾞﾜ ｱｲ 神奈川県DNS
6010 古塩　千裕 ﾌｪｱﾘｰｽｷｰｺｼｵ ﾁﾋﾛ 埼玉県DNS
6011 大島　佳織 ﾌｪｱﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞｵｵｼﾏ ｶｵﾘ 群馬県DNS

Timing & Result By 計測工房凡例　TO：制限時間オーバー


