
2022 ALP ATTACK RESALT
2022/03/20

順位 Time 氏名 カナ 性別 所属
1 15:45 小山 祐 コヤマ ユウ 男性 体育科奴隷の13期生
2 16:24 小野沢 泰雅 オノザワ タイガ 男性 THE 親父狩り
3 17:33 浦野 裕之 ウラノ ヒロユキ 男性 ６期生
4 17:51 山田 琢也 ヤマダタクヤ 男性 ３期生
5 18:32 堀米 光男 ホリゴメ ミツオ 男性 堀米板金工業所
6 18:38 木村 大志 キムラヒロシ 男性 2021社長
7 20:08 小林 華蓮 コバヤシ カレン 女性 THE 親父狩り
8 20:21 小野 雅弘 オノ マサヒロ 男性 神奈川県国体代表（23年ぶり）
9 22:00 鎌倉 洋介 カマクラ ヨウスケ 男性 白馬村スキークラブ
10 22:15 吉村 有生 ヨシムラ ユウキ 男性 XCひらかた
11 22:30 岡田 耕作 オカダ コウサク 男性 所属:四十肩の電気屋さん
12 23:13 大瀬 和文 オオセカズフミ 男性 ALP SKI TEAM主将
13 23:50 長野 安那 ナガノアンナ 女性 甲信越の女神（自称）
14 23:53 高田 典明 タカダ フミアキ 男性 XCひらかた
15 25:31 田崎 富士夫 タザキ フジオ 男性 国体東京都代表！ろう者です！
16 26:30 築田 真実 ツクダ マナミ 女性 ほぼ長野県の妙高人
17 26:55 喜多 智彦 キタ トモヒコ 男性 面白い所属、思いつきません！
18 27:04 松井 諒史 マツイ リョウジ 男性 ただの夫婦
19 28:44 小川 顕 オガワ ケン 男性 1年ぶり２回目のレース！
20 28:56 玉井 良太郎 タマイ リョウタロウ 男性 枚方ローラースキー同好会
21 29:04 齋藤 美紀 サイトウ ミキ 女性 ただの夫婦
22 29:16 仲宗根 遼太郎 ナカソネ リョウタロウ 男性 XCひらかた
23 29:35 丸山 将真 マルヤマショウマ 男性 丸山農産/ALP SKI TEAM
24 29:47 大塚 浩司 オオツカ コウジ 男性 KTF
25 30:00 足立 尚紀 アダチ ナオキ 男性 XCひらかた
26 30:00 松井健太 マツイケンタ 男性 HUNGERKNOCK ORIGINALS
27 30:37 中村 賢次 ナカムラ ケンジ 男性 アルプの住人
28 30:45 中西 健一郎 ナカニシ ケンイチロウ 男性 とりあえずALPリピーター
29 31:39 赤池 貞和 アカイケ サダカズ 男性 Ski Dai好き❤ SD爺's
30 31:40 渡辺 知史 ワタナベ トモフミ 男性 初参加。目標はマルコ・オルモ！
31 32:13 伊達 貴幸 ダテ タカユキ 男性 妻の帰りを待つ旦那
32 33:59 久保田 雅志 クボタ マサシ 男性 朝馬鹿
33 36:30 梶 園子 カジ ソノコ 女性 枚方ノル同好会
34 36:37 鈴木 恋次郎 スズキ レンジロウ 男性 XCひらかた
35 36:39 坂口 元 サカグチ ゲン 男性 枚方ローラースキー同好会
36 36:58 髙橋 知彦 タカハシ トモヒコ 男性 全然滑れないのに長野に移住したヤツ
37 39:01 渡邊 千春 ワタナベ チハル 男性 チーム桃太郎
38 39:18 宮島 光弘 ミヤジマ ミツヒロ 男性 宮島塾
39 41:01 福家 朋 フケ トモ 男性 初参加です！当たって砕けます。
40 41:55 伊達 京子 ダテ キョウコ 女性 住所不定の妻
41 43:00 入口 亮介 イリグチ リョウスケ 男性 日本国
42 43:00 石橋 美歩 イシバシ ミホ 女性 XCひらかた
43 43:15 遠藤 晶 エンドウ アキ 女性 スキー大すきーっこ
44 44:04 橋本 唯一 ハシモト ユウイチ 男性 Kijimadaira Trail Junky Funclub
45 46:22 永木 明日美 ナガキ アスミ 女性 リベンジ斑尾!!
46 46:40 寺本 瑛 テラモト アキラ 男性 イメトレの対策だけはバッチリ！だけどイメトレしても転ぶ様子ばかり浮かびますチクショー
47 47:56 遠藤 陵 エンドウ リョウ 男性 オホーツクの風にはなれかった人
48 49:15 薄井 理子 ウスイ リコ 女性 枚方ローラースキー同好会
49 49:27 高橋 美也 タカハシ ミヤ 女性 78年度製
50 51:01 安藤 菜緒 アンドウナオ 女性 リアルチキンハート
51 52:00 大野 美紀 オオノ ミキ 女性 ALP SKI TEAM
52 52:15 今井 久美子 イマイ クミコ 女性 制限時間なし真に受けてます
53 53:17 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 男性 練馬からの刺客
54 55:00 金 嵐 キン ラン 女性 ALP SKI TEAM
55 1:06:00 中西 友子 ナカニシ トモコ 女性 とりあえずALPリピーター
56 1:10:00 丘村 彰敏 オカムラ アキトシ 男性 JDOA（日本デフオリエンテーリング協会）聴覚障害者です。

DNS 奥宮 俊祐 オクノミヤ シュンスケ 男性 バンフライはルールじゃなくてマナーだからヤマタクさんの「ハイッ」には応じない 略称：バンフライには応じない
DNS 清水 正和 シミズ マサカズ 男性 ハンドサインあいらぶゆー
DNS 澤中 裕介 サワナカ ユウスケ 男性 XCひらかた
DNS 小角 忠大 コスミ タダヒロ 男性 XCひらかた
DNS 小林海斗 コバヤシ カイト 男性 ALP SKI TEAM新入り
DNS 小須田 抄子 コスダ ショウコ 女性 朝バカ
DNS 小林 里歩 コバヤシリホ 女性 ALP SKI TEAM
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