
2021.03.13
【Skimo Race】2021 Ski Tour de Kosha (長野県木島平村）
男子 バーティカル
No Start Time 氏名 カナ カテゴリ

1 14:00 尾崎 紘太朗 オザキ コウタロウ 男性
2 14:00 伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ 男性
3 14:00 西田 康孝 ニシダ ヤスタカ 男性
4 14:00 大槻 雅一 オオツキ マサカズ 男性
5 14:00 梅田 俊也 ウメダ トシヤ 男性
6 14:00 山田 宏 ヤマダ ヒロシ 男性
7 14:00 Burtz Louis ブルツ ルイ 男性
8 14:00 星野 和昭 ホシノ カズアキ 男性
9 14:00 遠藤 健太 エンドウ ケンタ 男性
10 14:00 デブレ シリル デブレ シリル 男性
11 14:00 ルシアー セバスチャン ルシアー セバスチャン 男性
12 14:00 松島 帆 マツシマ イヅル 男性
13 14:00 宮下 環 ミヤシタ タマキ 男性
14 14:00 山田 朝陽 ヤマダ アサヒ 男性
15 14:00 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 男性
16 14:00 大瀬 和文 オオセ カズフミ 男性
17 14:00 鈴木 淳平 スズキ ジュンペイ 男性

女子 バーティカル
No Start Time 氏名 カナ カテゴリ

1 14:00 金子 あずさ カネコ アズサ 女性
2 14:00 飯田 直子 イイダ ナオコ 女性
3 14:00 上田 絢加 ウエダ アヤカ 女性
4 14:00 アラル エロジ アラル エロジ 女性
5 14:00 新坂 志保里 シンサカ シホリ 女性
6 14:00 加藤 倫子 カトウ ミチコ 女性
7 14:00 井上 海埜哩 イノウエ ミノリ 女性
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2021.03.14
【Skimo Race】2021 Ski Tour de Kosha (長野県木島平村）
男子 インディヴィジュアル
No Start Time 氏名 カナ カテゴリ

1 13:00 太田 喜彰 オオタ ヨシアキ 男性
2 13:00 尾崎 紘太朗 オザキ コウタロウ 男性
3 13:00 伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ 男性
4 13:00 Burtz Louis ブルツ ルイ 男性
5 13:00 Heinrich Christian ハインリヒ クリスチャン 男性
7 13:00 Rabsiun Aramburu Carlos ラビシウム カルロス 男性
8 13:00 西田 康孝 ニシダ ヤスタカ 男性
9 13:00 大槻 雅一 オオツキ マサカズ 男性
10 13:00 中俣 翔太 ナカマタ ショウタ 男性
11 13:00 梅田 俊也 ウメダ トシヤ 男性
12 13:00 山田 宏 ヤマダ ヒロシ 男性
13 13:00 遠藤 健太 エンドウ ケンタ 男性
14 13:00 松野 哲也 マツノ テツヤ 男性
15 13:00 松島 帆 マツシマ イヅル 男性
16 13:00 宮下 環 ミヤシタ タマキ 男性
17 13:00 山田 朝陽 ヤマダ アサヒ 男性
18 13:00 笹川 伸吾 ササガワ シンゴ 男性
19 13:00 島 徳太郎 シマ トクタロウ 男性
20 13:00 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 男性
21 13:00 鈴木 淳平 スズキ ジュンペイ 男性

女子 インディヴィジュアル
No Start Time 氏名 カナ カテゴリ

1 13:00 金子 あずさ カネコ アズサ 女性
2 13:00 井上 海埜哩 イノウエ ミノリ 女性
3 13:00 飯田 直子 イイダ ナオコ 女性
4 13:00 上田 絢加 ウエダ アヤカ 女性
5 13:00 池田 美貴 イケダ ミキ 女性
6 13:00 笹川 陽子 ササガワ ヨウコ 女性
7 13:00 加藤 倫子 カトウ ミチコ 女性
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