
2022 Ski Tour de Kosha（長野県木島平村）
公式結果
3/13 インディヴィジュアル種目　男子
順位 Bib 氏 名 フリガナ 性 別 都道府県 タイム
1 3 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 男性 山梨県 42’35
2 9 平林 安里 ヒラバヤシ アリ 男性 長野県 43’25
3 10 上正原 真人 カミショウハラ マサト 男性 長野県 48’19
4 8 國吉 正紀 クニヨシ マサノリ 男性 岐阜県 49’43
5 18 蘆澤 真太郎 アシザワ シンタロウ 男性 長野県 51’08
6 7 太田 喜彰 オオタ ヨシアキ 男性 石川県 51’10
7 24 宮下 環 ミヤシタ タマキ 男性 山梨県 51’30
8 4 大槻 雅一 オオツキ マサカズ 男性 静岡県 53’14
9 27 松井 諒 マツイ リョウジ 男性 東京都 59’09
10 22 木下 竜 キノシタ リュウ 男性 長野県 59’45
11 25 笹川 勇太 ササガワ ユウタ 男性 長野県 1’00’50
12 15 山田 宏 ヤマダ ヒロシ 男性 富山県 1’00’57
13 11 村本 宗将 ムラモト ソウスケ 男性 石川県 1’01’24
14 13 真田 瑞己 サナダ ミズキ 男性 長野県 1’01’47
15 16 高橋 秀明 タカハシ ヒデアキ 男性 富山県 1’03’38
16 26 ブルツ ルイ ブルツ ルイ 男性 新潟県 1’07’20
17 20 星野 耕平 ホシノ コウヘイ 男性 東京都 1’12’10
18 12 長谷川 貴大 ハセガワ タカヒロ 男性 愛知県 1’14’12
19 17 高麗 幸大 コマ ユキヒロ 男性 富山県 1’14’47
20 14 大庭 大 オオバ ヒロシ 男性 東京都 1’16’38
21 23 山田 朝陽 ヤマダ アサヒ 男性 富山県 1’19’42
22 21 田崎 富士夫 タザキ フジオ 男性 東京都 1’20’22
23 5 梅田 俊也 ウメダ トシヤ 男性 東京都 1’24’38
24 1 町田 順市 マチダ ジュンイチ 男性 山梨県 1’25’42
25 19 永津 陽一郎 ナガツ ヨウイチロウ 男性 静岡県 1’29’01
DNS 2 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 男性 東京都
DNS 6 箭内 紀男 ヤナイ トシオ 男性 山梨県
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公式結果
3/13 インディヴィジュアル種目　女子
順位 Bib 氏 名 フリガナ 性 別 都道府県 タイム
1 35 小林華蓮 コバヤシ カレン 女性 長野県 53’30
2 37 飯田 直子 イイダ ナオコ 女性 東京都 59’35
3 34 加藤倫子 カトウ ミチコ 女性 山梨県 1’00’35
4 36 切久保美織 キリクボ ミオリ 女性 長野県 1’07’50
5 39 笹川 陽子 ササガワ ヨウコ 女性 長野県 1’08’39
6 32 中山 就実 ナカヤマ ナルミ 女性 新潟県 1’08'40
7 38 臼井 なつみ ウスイ ナツミ 女性 長野県 1’12’27
8 33 池田 美貴 イケダ ミキ 女性 富山県 1’15’15
9 31 齋藤 美紀 サイトウ ミキ 女性 東京都 1’20’04
10 30 降旗 里香 フリハタ リカ 女性 神奈川県 1’34’58
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