
No.  氏  名 ふりがな 都県別  所    属 出発時間 所要時間 順位 クラス

1 平本　栄竣 ひらまつ　えいしゅん 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:30:15 ジュニア男子

2 大窪 海翔 おおくぼ かいと 東京 明治大学付属中野中学校 10:30:30 ジュニア男子

3 宮井　大資 みやい　たいし 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:30:45 ジュニア男子

4 山澤 琉生 やまさわ るい 東京 明治大学付属中野中学校 10:31:00 ジュニア男子

5 鳥山　航 とりやま　わたる 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:31:15 ジュニア男子

6 葉山 貴康 はやま たかやす 東京 明治大学付属中野中学校 10:31:30 ジュニア男子

7 山田　幸太郎 やまだ　こうたろう 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:31:45 ジュニア男子

8 10:32:00

9 10:32:15

10 10:32:30

11 左近　航 さこん　わたる 神奈川 横浜スキークラブ 10:32:45 成年男子C

12 田中 忠弘 たなか ただひろ 東京 世田谷区スキー協会 10:33:00 成年男子C

13 小川　修太 おがわ　しゅうた 神奈川 東芝スキークラブ 10:33:15 成年男子C

14 田崎 富士夫 たざき ふじお 東京 東京デフスキークラブ 10:33:30 成年男子C

15 国井 昌樹 くにい まさき 神奈川 富士通川崎 10:33:45 成年男子C

16 飯田 和久 いいだ かずひさ 東京 世田谷区スキー協会 10:34:00 成年男子C

17 野元 義和 のもと よしかず 神奈川 ＳＣカメ 10:34:15 成年男子C

18 松尾 泰行 まつお やすゆき 東京 大谷クラブ 10:34:30 成年男子C

19 八鍬 厚志 やくわ あつし 神奈川 エクセルSC 10:34:45 成年男子C

20 丸山 智 まるやま さとし 東京 世田谷区スキー協会 10:35:00 成年男子C

21 縄田 尊司 なわた たかし 神奈川 ＳＣカメ 10:35:15 成年男子C

22 10:35:30

23 10:35:45

24 10:36:00

25 松田　明範 まつだ　あきのり 東京 豊島学院高等学校 10:36:15 少年男子

26 屋　　龍之介 おく　りゅうのすけ 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:36:30 少年男子

27 八木橋　琢磨 やぎはし　たくま 東京 豊島学院高等学校 10:36:45 少年男子

28 流石 勇輝 さすが ゆうき 東京 明治大学付属明治高等学校 10:37:00 少年男子

29 後藤　柊真 ごとう　しゅうま 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:37:15 少年男子

30 柳沢　佑来 やなぎさわ　ゆら 東京 豊島学院高等学校 10:37:30 少年男子

31 田中　琳 たなか　　りん 東京 豊島学院高等学校 10:37:45 少年男子

32 木村　恒太 きむら こうた 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:38:00 少年男子

33 齋藤 陸 さいとう りく 東京 豊島学院高等学校 10:38:15 少年男子

34 石川 陽太 いしかわ ようた 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:38:30 少年男子

35 小川 大智 おがわ　たいち 東京 明治大学付属明治高等学校 10:38:45 少年男子

36 上田 知快 うえだ ちはや 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:39:00 少年男子

37 作田 然 さくた ぜん 東京 豊島学院高等学校 10:39:15 少年男子

38 大槻 泰暉 おおつき たいき 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:39:30 少年男子
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39 佐藤 正大 さとう しょうた 東京 豊島学院高等学校 10:39:45 少年男子

40 初谷　拓音 はつがい　たくと 千葉 拓殖大学紅陵高等学校 10:40:00 少年男子

41 佐川 暖真 さがわ はるま 東京 明治大学付属明治高等学校 10:40:15 少年男子

42 瀧沢 春秋 たきざわ はるあき 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:40:30 少年男子

43 山﨑　晴太 やなざき　はるた 東京 明治大学付属中野高等学校 10:40:45 少年男子

44 高橋 昂希 たかはし こうき 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:41:00 少年男子

45 前田 優太郎 まえだ ゆうたろう 東京 明治大学付属中野高等学校 10:41:15 少年男子

46 土田 嵩大 つちだ たかひろ 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:41:30 少年男子

47 黒須 雄士朗 くろす ゆうしろう 東京 明治大学付属中野高等学校 10:41:45 少年男子

48 山下 瑛記 やました ひでき 千葉 拓殖大学紅陵高等学校 10:42:00 少年男子

49 大串 駿太 おおぐし しゅんた 東京 明治大学付属中野高等学校 10:42:15 少年男子

50 岸野　博希 きしの　ひろき 東京 豊島学院高等学校 10:42:30 少年男子

51 渡邉　友樹 わたなべ　ともき 東京 豊島学院高等学校 10:42:45 少年男子

52 渡辺 大貴 わたなべ だいき 千葉 東邦大学付属東邦高等学校 10:43:00 少年男子

53 寺嶋 謙一郎 てらしま けんいちろう 東京 豊島学院高等学校 10:43:15 少年男子

54 10:43:30

55 10:43:45

56 10:44:00

57 上村 栄 かみむら さかえ 神奈川 NECﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞｽｷｰ部 10:44:15 成年男子B

58 吉浦 満 よしうら みつる 神奈川 横浜スキークラブ 10:44:30 成年男子B

59 河野 伸太郎 こうの しんたろう 神奈川 川崎スキークラブ 10:44:45 成年男子B

60 10:45:00

61 10:45:15

62 10:45:30

63 戸田　雅明 とだ　まさあき 東京 港区スキー連盟 10:45:45 成年男子Ａ

64 會田 康貴 あいだ こうき 東京 國學院大學 10:46:00 成年男子Ａ

65 石原　拓巳 いしはら　たくみ 神奈川 横浜スキークラブ 10:46:15 成年男子Ａ

66 小俣 尚悟 おまた しょうご 東京 日本体育大学 10:46:30 成年男子Ａ

67 渡辺 貴仁 わたなべ たかひと 東京 ノースポールスキークラブ 10:46:45 成年男子Ａ

68 山石　大介 やまいし　だいすけ 神奈川 法政大学 10:47:00 成年男子Ａ

69 井川　真澄 いかわ　ますみ 東京 港区スキー連盟 10:47:15 成年男子Ａ

70 須賀 歩夢 すが あゆむ 神奈川 神奈川大学 10:47:30 成年男子Ａ

71 山﨑　　凌 やまざき　りょう 東京 東洋大学 10:47:45 成年男子Ａ
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72 鈴木　孝昇 すずき　たかのり 東京 東京農業大学 10:48:00 成年男子Ａ

73 伊藤 玲緒 いとう れお 神奈川 慶應義塾大学 10:48:15 成年男子Ａ

74 石原 湧樹 いしはら ゆうき 東京 アークコミュニケーションズスキーチーム 10:48:30 成年男子Ａ

75 長屋 圭悟 ながや けいご 神奈川 慶應義塾大学 10:48:45 成年男子Ａ

76 星名 洋輝 ほしな ひろき 東京 日本体育大学 10:49:00 成年男子Ａ

77 10:49:15

78 10:49:30

79 10:49:45

80 松本　希夏 まつもと　ののか 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:50:00 ジュニア女子

81 吉川　寛子 よしかわ　ひろこ 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:50:15 ジュニア女子

82 宮内　彩羽 みやうち　さわ 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:50:30 ジュニア女子

83 10:50:45

84 10:51:00

85 10:51:15

86 蓑輪 美智子 みのわ みちこ 千葉 拓殖大学紅陵高等学校 10:51:30 少年女子

87 岩川　彩夏 いわかわ　さな 千葉 東邦大学付属東邦中学校 10:51:45 少年女子

88 江原 真奈 えばら まな 東京 豊島学院高等学校 10:52:00 少年女子

89 板倉 春佳 いたくら はるか 千葉 拓殖大学紅陵高等学校 10:52:15 少年女子

90 10:52:30

91 10:52:45

92 10:53:00

93 伊藤 純江 いとう すみえ 東京 世田谷区スキー協会 10:53:15 成年女子B

94 10:53:30

95 10:53:45

96 10:54:00

97 竹内　由紀乃 たけうち　ゆきの 東京 一橋大学 10:54:15 成年女子A

98 後埜上　湖子 ごのかみ　ここ 神奈川 学習院大学 10:54:30 成年女子A

99 10:54:45

100 10:55:00
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