
TOKYO VERTICAL RACE
ENTRY LIST一般 男子

スタートタイム ゼッケン 氏名 氏名（カナ） 年齢 所属チーム 都道府県
10:30:00 111 石倉 和志 イシクラ カズシ 19 保養所大好き 東京都
10:30:00 112 八角 朋輝 ヤスミ トモキ 21 埼玉県
10:30:00 113 永田 大岳 ナガタ ヒロタケ 23 東京都
10:30:30 114 岩佐 快斗 イワサ カイト 24 RFA Japan 神奈川県
10:30:30 115 ＨＵＡＮＧ ＰＩＮＧ　ＪＵＩ ファン ピンジュイ 25 東京都
10:30:30 116 齋藤 佑樹 サイトウ ユウキ 26 埼玉県
10:31:00 117 西尾 文吾 ニシオ ブンゴ 27 東京都
10:31:00 118 大木 輝一 オオキ テルヒト 28 神奈川県
10:31:00 119 山口 拓海 ヤマグチ タクミ 29 東京都
10:31:30 120 藤井 達也 フジイ タツヤ 29 東京都
10:31:30 121 峰尾 隼人 ミネオ ハヤト 29 東京都
10:31:30 122 狩野 誠也 カノ セイヤ 31 東京都
10:32:00 123 大久保 靖之 オオクボ ヤスユキ 31 宮城県
10:32:00 124 田邉 拓也 タナベ タクヤ 32 オリエンティア軍団 神奈川県
10:32:00 125 亀井 遼平 カメイ リョウヘイ 33 神奈川県
10:32:30 126 浅海 良 アサウミ リョウ 36 埼玉県
10:32:30 127 加藤 友紀 カトウ ユウキ 38 山梨県
10:32:30 128 塚本 孝夫 ツカモト タカオ 38 東京都
10:33:00 129 貝塚 京義 カイヅカ アツヨシ 38 東京都
10:33:00 130 豊田 哲也 トヨタ テツヤ 38 みよこSKY 神奈川県
10:33:00 131 布江 剛士 ヌノエ ツヨシ 39 vivito 東京都
10:33:30 132 石田 勇人 イシダ ハヤト 40 SC丹沢秦野 神奈川県
10:33:30 133 清水 陽一 シミズ ヨウイチ 40 東京都
10:33:30 134 武部 健一 タケベ ケンイチ 41 千葉県
10:34:00 135 笹木 淳一 ササキ ジュンイチ 43 神奈川県
10:34:00 136 後藤 憲仁 ゴトウ ノリヒト 43 ザ・キジトラズ 神奈川県
10:34:00 137 寺尾 修 テラオ オサム 43 静岡県
10:34:30 138 市川 智也 イチカワ トモヤ 43 神奈川県
10:34:30 139 大沼 真也 オオヌマ シンヤ 44 東京都
10:34:30 140 工藤 裕次郎 クドウ ユウジロウ 44 DPT 神奈川県
10:35:00 141 上田 泰弘 ウエダ ヤスヒロ 45 SC丹沢秦野 神奈川県
10:35:00 142 山口 建 ヤマグチ ケン 45 東京都
10:35:00 143 横山 英樹 ヨコヤマ ヒデキ 45 神奈川県
10:35:30 144 古里 好則 フルサト ヨシノリ 46 神奈川県
10:35:30 145 福原 義樹 フクハラ ヨシキ 49 ポポロＡＣ 千葉県
10:35:30 147 佐藤 進 サトウ ススム 51 広島県
10:36:00 148 市倉 豊 イチクラ ユタカ 51 東京都
10:36:00 149 高笠 朋之 タカガサ トモユキ 52 東京都
10:36:00 150 松本 哲 マツモト サトル 53 東京都
10:36:30 151 小宮 章弘 コミヤ アキヒロ 54 東京都
10:36:30 152 星 幸伸 ホシ ユキノブ 55 ポポロAC 東京都
10:36:30 153 大川 行彦 オオカワ ユキヒコ 55 東京都
10:37:00 154 藤岡 利泉 フジオカ トシモト 56 神奈川県
10:37:00 155 矢間 靖人 ヤザマ ヤスヒト 56 酔走楽部 東京都
10:37:00 156 近藤 計夫 コンドウ カズオ 56 埼玉県
10:37:30 157 小木曽 正治 オギソ マサハル 57 東京都
10:37:30 158 本坊 秀雄 ホンボウ ヒデオ 58 東京都
10:37:30 159 藤本 昌和 フジモト マサカズ 58 JOHHOKU CABALLO 東京都
10:38:00 160 島田 進司 シマダ シンジ 59 酔走楽部 神奈川県
10:38:00 161 小林 伸吉 コバヤシ ノブヨシ 61 Bukka Sky Club 神奈川県


