
2021 ALP Attack Result
No Time 氏名 カナ 性別 所属

1 16’49 小山 祐 コヤマ ユウ 男性 ヒノノニトン
2 17’52 浦野 裕之 ウラノ ヒロユキ 男性 ６期生
3 18’10 駒村 俊介 コマムラ シュンスケ 男性 ノスコーソ
4 18’11 木村 大志 キムラ ヒロシ 男性 2020社長
5 18’12 山田琢也 ヤマダ タクヤ 男性 ３期生
6 19’06 小川 壮太 オガワ ソウタ 男性 国体山梨県代表
7 20’16 駒村 隼人 コマムラ ハヤト 男性 ノスコーソJr
8 21’44 小野 雅弘 オノ マサヒロ 男性 来年は国体神奈川or群馬代表（予定）
9 21’45 岡田耕作 オカダ コウサク 男性 ノスコーソ
10 22’01 高村 貴子 タカムラ タカコ 女性 今やこっちがメイン
11 22’08 安保 真紀子 アンボ マキコ 女性 秋田美人代表きりたんぽこまち☆
12 22’09 柴田 元 シバタ ゲン 男性 オール同志社
13 22’27 石田 秀和 イシダ ヒデカズ 男性 コンクリート屋のなめ茸野郎
14 26’06 田崎 富士夫 タザキ フジオ 男性 ろう者、幻のクロカン国体出場！
15 26’34 築田 真実 ツクダ マナミ 女性 ほぼ長野県の妙高人
16 26’38 長野 安那 ナガノ アンナ 女性 信越の女神（自称）
17 26’48 杉浦 慶一 スギウラ ケイイチ 男性 ALP時々kokuto
18 26’51 松井 諒史 マツイ リョウジ 男性 松井家の嫁の方
19 27’20 尾崎 紘太朗 オザキ コウタロウ 男性 3ヶ月で24kgのダイエットに成功
20 27’43 村井 絢子 ムライ アヤコ 女性 ダイエット
21 28’05 相楽 輝代 サガラ テルヨ 女性 信越病院スキー愛好会？
22 28’16 小川 顕 オガワ ケン 男性 FIT SKI
23 28’30 飯田 直子 イイダ ナオコ 男性 クロカン女医
24 28’40 奥宮 俊祐 オウノミヤ シュンスケ 男性 来年は国体埼玉代表（予定）
25 30’01 久保田 雅志 クボタ マサシ 男性 KTFteamG
26 30’05 伊達 貴幸 ダテ タカユキ 男性 妻の帰りを待つ旦那
27 30’31 赤池 貞和 アカイケ サダカズ 男性 KTFチーム爺
28 31’14 首藤 恭兵 シュドウ キョウヘイ 男性 学生時代は中京大で野球やってました！
29 31’18 中村 賢次 ナカムラ ケンジ 男性 TLB
30 32’02 宮島 光弘 ミヤジマ ミツヒロ 男性 宮島塾代表。
31 34’18 鈴木 淳平 スズキ ジュンペイ 男性 短パンず
32 36’13 杉山 由希子 スギヤマ ユキコ 女性 へたっぴ組
33 36’23 杉戸 崇彦 スギト タカヒコ 男性 東京大雪クロカン推進委員会
34 36’28 伊達 京子 ダテ キョウコ 女性 住所不定の人妻part2
35 40’32 増田 康 マスダ コウ 男性 無所属
36 48’04 安藤 菜緒 アンドウ ナオ 女性 TLB
37 1’00’32 今井 久美子 イマイ クミコ 女性 初心者ＯＫ信じてます！

DNS 橋本 唯一 ハシモト ユウイチ 男性 KIJIMADAIRA TRAILJANKIES ファンクラブ
DNS 奥宮 陽嵩 オクノミヤ ヒタカ 男性 FTR
DNS 齋藤 美紀 サイトウ ミキ 女性 ALP SKI TEAM 営業部 雑用係
DNS 山岸 那奈 ヤマギシ ナナ 女性 初参加
DNS 大山 洋史 オオヤマ ヒロシ 男性 ファイントラックフリーク
DNS 髙橋 知彦 タカハシ トモヒコ 男性 アキレス腱炎にはクロカンスキー！
DNS 木村 卓哉 キムラ タクヤ 男性 長野県スカイランニング協会
DNS 青木 徹 アオキ トオル 男性 松本市
DNS 島 徳太郎 シマ トクタロウ 男性 デビル島
DNS 大瀬 和文 オオセ カズフミ 男性 風呂掃除係
DNS 服部 正秋 ハットリ マサアキ 男性 ４期生
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