
Start time レースナンバー 選手氏名 選手氏名（カナ） 性別 都道府県 所属チーム

9:15:00 31 宮下 環 ミヤシタ タマキ 男性 山梨県 富士空海

9:15:30 32 大多和 聖良 オオタワ セイラ 男性 静岡県 大多和道場

9:16:00 33 市毛 富士雄 イチゲ フジオ 男性 東京都

9:16:30 34 有賀 裕亮 アリガ ユウスケ 男性 神奈川県 オリエンティア軍団

9:17:00 35 竹原 直矢 タケハラ ナオヤ 男性 神奈川県 SC丹沢秦野

9:17:30 36 上杉 博一 ウエスギ ヒロカズ 男性 東京都

9:18:00 37 川崎 義孝 カワサキ ヨシタカ 男性 栃木県 SKYNINJA
9:18:30 38 新井 信之介 アライ シンノスケ 男性 東京都 武蔵プロングホーン

9:19:00 39 田川 勇志郎 タガワ ユウシロウ 男性 東京都 東山中

9:19:30 40 山岸 大志 ヤマギシ タイシ 男性 神奈川県 Zushi sky runners
9:20:00 41 直江 城太朗 ナオエ ジョウタロウ 男性 東京都 武蔵プロングホーン

9:20:30 42 安田 航大 ヤスダ コウダイ 男性 東京都 こじこじクラブ

9:21:00 43 福手 瑛士 フクテ エイシ 男性 東京都 成城

9:21:30 44 沖本 聖射 オキモト セイヤ 男性 東京都 体育進学センター

9:22:00 45 国分 克生 コクブン カツキ 男性 群馬県 SK2
9:22:30 46 片山 慎也 カタヤマ シンヤ 男性 静岡県 ルートイン

9:23:00 47 松崎 崇志 マツザキ タカシ 男性 北海道 オリエンティア軍団

9:23:30 48 丸山 将真 マルヤマ ショウマ 男性 東京都 丸山農産

9:24:00 49 藤村 陸 フジムラ リク 男性 東京都 オリエンティア軍団

9:24:30 50 松本 圭介 マツモト ケイスケ 男性 東京都

9:25:00 51 佐藤 大樹 サトウ ダイキ 男性 群馬県 オリエンティア軍団

9:25:30 52 高居 勇佑 タカイ ユウスケ 男性 東京都 Niigata Sky Club
9:26:00 53 高村 純太 タカムラ ジュンタ 男性 新潟県 Niigata Sky Club
9:26:30 54 金井 治人 カナイ ハルヒト 男性 東京都 金井農園

9:27:00 55 宮園 貴之 ミヤゾノ タカユキ 男性 東京都 オリエンティア軍団(仮)
9:27:30 56 城所 哲宏 キドコロ テツヒロ 男性 東京都

9:28:00 57 平沢 晋太郎 ヒラサワ シンタロウ 男性 埼玉県

9:28:30 58 佐藤 圭介 サトウ ケイスケ 男性 神奈川県 BukkaSkyClub
9:29:00 59 大嶋 利征 オオシマ トシユキ 男性 静岡県

9:29:30 60 寺内 康明 テラウチ ヤスアキ 男性 東京都

9:30:00 61 米山 智也 ヨネヤマ トモヤ 男性 神奈川県

Start time レースナンバー 選手氏名 選手氏名（カナ） 性別 都道府県 所属チーム

9:00:00 1 又井 ゆうこ マタイ ユウコ 女性 東京都

9:00:30 2 高橋 友理奈 タカハシ ユリナ 女性 宮城県 オリエンティア軍団

9:01:00 3 沢田 愛里 サワダ アイリ 女性 北海道 ティーバイティーガレージ

9:01:30 4 大松 知恵 オオマツ チエ 女性 東京都

9:02:00 5 原田 満 ハラダ ミチル 女性 埼玉県 武蔵ブロンクホーン

9:02:30 6 板橋 黎華 イタバシ レイカ 女性 茨城県

9:03:00 7 池神 悠希 イケガミ ユウキ 女性 東京都

9:03:30 8 千葉 汐里 チバ シオリ 女性 千葉県

9:04:00 9 冨澤 いずみ トミザワ イズミ 女性 茨城県 加波一族

9:04:30 10 坂口 優子 サカグチ ユウコ 女性 神奈川県

9:05:00 11 大場 直美 オオバ ナオミ 女性 千葉県 ポポロAC
9:05:30 12 平野 弘美 ヒラノ ヒロミ 女性 静岡県 裾野走ろう会亀

9:06:00 13 佐藤 佳代子 サトウ カヨコ 女性 群馬県

9:06:30 14 春木 美和子 ハルキ ミワコ 女性 神奈川県

9:07:00 15 小林 妙子 コバヤシ タエコ 女性 神奈川県

9:07:30 16 村田 淳子 ムラタ ジュンコ 女性 東京都 XCESS
9:08:00 17 菅沼 まり子 スガヌマ マリコ 女性 静岡県 裾野走ろう会亀
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Start time レースナンバー 選手氏名 選手氏名（カナ） 性別 都道府県 所属チーム

9:30:30 62 前田 和俊 マエダ カズトシ 男性 神奈川県

9:31:30 64 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 男性 東京都

9:32:00 65 橋本 貴志 ハシモト タカシ 男性 千葉県

9:32:30 66 荻野 秀昭 オギノ ヒデアキ 男性 神奈川県 横浜都筑AC
9:33:00 67 清水 陽一 シミズ ヨウイチ 男性 東京都 ぽっぷくんランちゃんねる

9:33:30 68 吉村 雄樹 ヨシムラ ユウキ 男性 東京都

9:34:00 69 石榑 昌也 イシグレ マサヤ 男性 東京都 Project16
9:34:30 70 奥井 洋平 オクイ ヨウヘイ 男性 神奈川県 ランフェスタ

9:35:00 71 倉橋 洋一 クラハシ ヨウイチ 男性 神奈川県

9:35:30 72 保科 栄文 ホシナ ヒデフミ 男性 千葉県 GLENN
9:36:00 73 本杉 歩 モトスギ アユム 男性 神奈川県 HOGE
9:36:30 74 細木 郁生 ホソキ イクオ 男性 東京都 foxhole.
9:37:00 75 今宮 出雲 イマミヤ イズモ 男性 東京都

9:37:30 76 宇賀神 一郎 ウガジン イチロウ 男性 栃木県

9:38:00 77 吉野 博 ヨシノ ヒロシ 男性 神奈川県 麦茶がぶ飲み会

9:38:30 78 草薙 眞一郎 クサナギ シンイチロウ 男性 神奈川県 S C丹沢秦野

9:39:00 79 大沼 真也 オオヌマ シンヤ 男性 東京都

9:39:30 80 大槻 雅一 オオツキ マサカズ 男性 静岡県 富士空界

9:40:00 81 藤井 拓也 フジイ タクヤ 男性 東京都 計測工房

9:40:30 82 島田 美治 シマダ ヨシハル 男性 神奈川県

9:41:00 83 宮下 尚士 ミヤシタ ヒサシ 男性 山梨県

9:41:30 84 山口 幸博 ヤマグチ ユキヒロ 男性 東京都 SC丹沢秦野

9:42:00 85 高橋 正樹 タカハシ マサキ 男性 神奈川県 藤井部屋

9:42:30 86 中須賀 健二 ナカスガ ケンジ 男性 神奈川県 クラフトビール会議

9:43:00 87 藤井 克昌 フジイ カツマサ 男性 埼玉県 藤井部屋

9:43:30 88 マヌディス ゲオルギオス マヌディス ゲオルギオス 男性 東京都

9:44:00 89 鍋島 良太 ナベシマ リョウタ 男性 東京都

9:44:30 90 川原 正博 カワハラ マサヒロ 男性 埼玉県

9:45:00 91 安田 英史 ヤスダ エイジ 男性 東京都 こじこじクラブ

9:45:30 92 小澤 善文 オザワ ヨシフミ 男性 東京都 ブロディ福生

9:46:00 93 山上 聡 ヤマカミ サトル 男性 長野県

9:46:30 94 伊達 孝志 ダテ タカシ 男性 東京都

9:47:00 95 柴崎 順也 シバザキ ジュンヤ 男性 東京都

9:47:30 96 箱田 有亮 ハコダ ユウスケ 男性 東京都

9:48:00 97 合田 英了 ゴウダ エイリョウ 男性 東京都

9:48:30 98 市倉 豊 イチクラ ユタカ 男性 東京都 Hardcore Trail Junkies
9:49:00 99 塚田 重城 ツカダ シゲキ 男性 東京都 つかだクリニック

9:49:30 100 久保 和彦 クボ カズヒコ 男性 茨城県 加波一族

9:50:00 101 鈴木 一憲 スズキ カズノリ 男性 埼玉県 武蔵ノ國御嶽快足登山会

9:50:30 102 鈴木 啓吾 スズキ ケイゴ 男性 静岡県 裾野走ろう会亀

9:51:00 103 杉坂 健次 スギサカ ケンジ 男性 東京都

9:51:30 104 遠藤 誠二 エンドウ セイジ 男性 神奈川県

9:52:00 105 山内 正義 ヤマウチ マサヨシ 男性 茨城県 加波一族

9:52:30 106 森川 徹治 モリカワ テツジ 男性 東京都 AVANT
9:53:00 107 春日 尚義 カスガ ナオヨシ 男性 東京都

9:53:30 108 濱田 恭輔 ハマダ キョウスケ 男性 群馬県

9:54:00 109 川出 浩司 カワデ コウジ 男性 東京都

9:54:30 110 宮下 弘文 ミヤシタ ヒロフミ 男性 山梨県

9:55:00 111 相澤 英明 アイザワ ヒデアキ 男性 神奈川県 ALCスポーツクラブ
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