
2020/06/27 高社バーティカルキロメーター　スタートリスト【一般】
ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリ スタート時間

1 上田 瑠偉 ウエダ ルイ 一般男子 10:30:15
2 馬場 直人 ババ ナオト 中野土建スキー部 一般男子 10:30:30
3 近江 竜之介 オウミ リュウノスケ adidas TERREX 一般男子 10:30:45
4 宇田 彬人 ウダ アキヒト 一般男子 10:31:00
5 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 坂戸市陸協 一般男子 10:31:15
6 藤ノ木 光 フジノキ ヒカリ 東京美装グループスキー部 一般男子 10:31:30
7 小幡 利春 オバタ トシハル Niigata Sky Club 一般男子 10:31:45
8 成瀬 開地 ナルセ カイチ 岐阜日野自動車SC 一般男子 10:32:00
9 駒村 俊介 コマムラ シュンスケ nos kohzo 一般男子 10:32:15
10 島 徳太郎 シマ トクタロウ 新潟 Sky Club 一般男子 10:32:30
11 渡邉 万葉 ワタナベ マハ 明治大学 一般男子 10:32:45
12 丸山 将真 マルヤマ ショウマ 丸山農産 一般男子 10:33:00
13 今井 洋二 イマイ ヨウジ NASA 一般男子 10:33:15
14 小出 功 コイデ イサオ ＵＪＲＣ 一般男子 10:33:30
15 大塚 浩司 オオツカ コウジ 北信濃トレイルフリークス 一般男子 10:33:45
16 小田切 将真 オタギリ ショウマ 一般男子 10:34:00
17 山口 一之 ヤマグチ カズユキ 一般男子 10:34:15
18 松井 諒史 マツイ リョウジ 一般男子 10:34:30
19 松本 直幸 マツモト ナオユキ SKYNINJA 一般男子 10:34:45
20 松沢 幸靖 マツザワ ユキヤス Harukibarunrun 一般男子 10:35:00
21 柴田 元 シバタ ゲン 一般男子 10:35:15
22 松沢 斉 マツザワ ヒトシ 一般男子 10:35:30
23 川崎 義孝 カワサキ ヨシタカ SKYNINJA 一般男子 10:35:45
24 菱谷 健次 ヒシタニ ケンジ 京都炭山修行走 一般男子 10:36:00
25 塚原 慎二 ツカハラ シンジ SKYNINJA 一般男子 10:36:15
26 北野 元基 キタノ モトノリ TEAM☆SKY KYOTO 一般男子 10:36:30
27 青柳 雅之 アオヤギ マサユキ SKYNINJA 一般男子 10:36:45
28 神田 智樹 カンダ サトキ ■不二越機械工業■ 一般男子 10:37:00
29 塩野 耕治 シオノ コウジ SKYNINJA 一般男子 10:37:15
30 藤井 拓也 フジイ タクヤ 計測工房 一般男子 10:37:30
31 岡田 耕作 オカダ コウサク RDRC 一般男子 10:37:45
32 小林 海仁 コバヤシ カイト 小林農園 一般男子 10:38:00
33 山上 聡 ヤマカミ サトル 一般男子 10:38:15
34 髙田 将光 タカタ マサミツ 一般男子 10:38:30
35 赤城 大輔 アカギ ダイスケ ＪＷＣ 一般男子 10:38:45
36 布施 洋 フセ ヒロシ かきざきＲＣ 一般男子 10:39:00
37 高村 純太 タカムラ ジュンタ 一般男子 10:39:15
38 宮下 弘文 ミヤシタ ヒロフミ 一般男子 10:39:30
39 別府 総平 ベップ ソウヘイ HDS走run会 一般男子 10:39:45
40 宮島 光弘 ミヤジマ ミツヒロ 宮島塾 一般男子 10:40:00
41 小池 和人 コイケ カズト ペンギン２ 一般男子 10:40:15
42 前田 友行 マエダ トモユキ 一般男子 10:40:30
43 久保田 雅志 クボタ マサシ 世界の宮島塾 一般男子 10:40:45
44 大林 悟 オオバヤシ サトル 井頭走り隊 一般男子 10:41:00
45 菅 洋 カン ヒロシ 一般男子 10:41:15
46 大谷 典毅 オオタニ ノリタケ 一般男子 10:41:30
47 木原 渉 キハラ ワタル 一般男子 10:41:45
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48 永井 左千夫 ナガイ サチオ 一般男子 10:42:00
49 高橋 哲 タカハシ サトシ 一般男子 10:42:15
50 曽根 法男 ソネ ノリオ 一般男子 10:42:30
51 藤澤 敏也 フジサワ トシヤ 一般男子 10:42:45
52 鈴木 弘 スズキ ヒロシ 山遊びの会 一般男子 10:43:00
53 石川 雅人 イシカワ マサト 無し 一般男子 10:43:15
54 赤池 貞和 アカイケ サダカズ 一般男子 10:43:30
55 矢澤 真秀 ヤザワ マサヒデ 一般男子 10:43:45
56 長島 三夫 ナガシマ ミツオ 創風設計室 一般男子 10:44:00
57 竹村 博之 タケムラ ヒロユキ ユーミー 一般男子 10:44:15
58 永井 孝一 ナガイ コウイチ 一般男子 10:44:30
59 石原 健二 イシハラ ケンジ 一般男子 10:44:45
60 牧野 築 マキノ キズキ 一般男子 10:45:00
61 竹田 啓太 タケダ ケイタ 一般男子 10:45:15
62 加藤 悠太 カトウ ユウタ 一般男子 10:45:30
63 松原 民雄 マツバラ タミオ 一般男子 10:45:45
64 唐木 優気 カラキ ユウキ クラブ鬼島 一般男子 10:46:00
65 中俣 翔太 ナカマタ ショウタ 一般男子 10:46:15
66 玉井 秀樹 タマイ ヒデキ 一般男子 10:46:30
67 藤原 昇治 フジワラ ショウジ 一般男子 10:46:45
68 池田 卓磨 イケダ タクマ 一般男子 10:47:00
69 田村 直樹 タムラ ナオキ NASA 一般男子 10:47:15

ゼッケン 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリ スタート時間
101 高村 貴子 タカムラ タカコ 信州上田医療センター 一般女子 11:00:15
102 太田 美紀子 オオタ ミキコ 京都炭山修行走 一般女子 11:00:30
103 若林 綾 ワカバヤシ アヤ チーム⭐スカイ　京都 一般女子 11:00:45
104 小林 千佳 コバヤシ チカ 早稲田大学 一般女子 11:01:00
105 渡邉 祐佳 ワタナベ ユカ 太平洋建設SC 一般女子 11:01:15
106 田中 真紀 タナカ マキ 一般女子 11:01:30
107 川手 美紀 カワテ ミキ 一般女子 11:01:45
108 長野 安那 ナガノ アンナ ALP SKI TEAM 一般女子 11:02:00
109 齋藤 美紀 サイトウ ミキ 一般女子 11:02:15
110 鈴木 未都 スズキ ミサト 一般女子 11:02:30
111 徳岡 由美 トクオカ ユミ 京都炭山修行走 一般女子 11:02:45
112 須藤 吉仕子 ストウ キシコ NASA 一般女子 11:03:00
113 土屋 和嘉子 ツチヤ ワカコ NASA 一般女子 11:03:15
114 糸井 順子 イトイ ジュンコ TEAMスカイ☆京都 一般女子 11:03:30
115 廣田 頼美 ヒロタ トモミ 一般女子 11:03:45
116 宮尾 登志子 ミヤオ トシコ 信州トレマン 一般女子 11:04:00
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