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バーティカルレース（エキスパート）3.0km / +800m
ナンバー 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

1 藤 飛翔 フジ ツバサ 男性 27 長野県 Salomon

2 涌嶋 優 ワクシマ スグル 男性 30 静岡県 富士空界－Fuji SKY－

3 高村 純太 タカムラ ジュンタ 男性 33 新潟県 Niigata Sky Club

4 太宰 智志 ダザイ サトシ 男性 49 宮城県

5 根本 正蔵 ネモト ショウゾウ 男性 28 栃木県

6 大屋 明久 オオヤ アキヒサ 男性 32 静岡県 富士空界

7 相良 孔太 サガラ コウタ 男性 36 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ

8 秋葉 悠 アキバ ユウ 男性 39 静岡県 富士空界

9 山田 将太 ヤマダ ショウタ 男性 41 新潟県 Niigata Sky Club

10 山田 江二 ヤマダ コウジ 男性 43 新潟県 Niigata Sky Club

11 謝 威 シャ ウエイ 男性 44 神奈川県 杖一ＺＥＮＯＮＥ

12 田中 耕造 タナカ コウゾウ 男性 45 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ

13 川崎 義孝 カワサキ ヨシタカ 男性 50 栃木県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ

14 岩楯 岳一 イワダテ タケヒト 男性 58 東京都 Ｔｈｅ　Ｓｋｙｗｏｌｆ

15 布施 洋 フセ ヒロシ 男性 61 新潟県

16 加藤 利雄 カトウ トシオ 男性 61 長野県 木曽南部森林組合

17 栃堀 一樹 トチボリ ヒトキ 男性 63 新潟県 柏崎幸町

21 小幡 莉子 オバタ リコ 女性 15 新潟県 Niigata Sky Club

22 高村 貴子 タカムラ タカコ 女性 29 長野県

23 齋藤 磨実 サイトウ マミ 女性 45 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＡ＋

24 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 女性 65 長野県 SKYNINJA

25 齋藤 夢海 サイトウ ユウミ 女性 13 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＡ＋

26 渡辺 亜咲 ワタナベ アサ 女性 49 福島県

27 岩楯 志帆 イワダテ シホ 女性 52 東京都 Ｔｈｅ　Ｓｋｙｗｏｌｆ

101 ガチオ ガチオ 男性 51 神奈川県

102 遠藤 凪従 エンドウ ナギト 男性 18 新潟県

103 喜屋武 陽介 キャン ヨウスケ 男性 26 新潟県 Niigata Sky Club

104 城丸 樹 シロマル イツキ 男性 27 新潟県 ｈａｋｋａｉ

105 角田 恭平 カクタ キョウヘイ 男性 29 東京都

106 栁田 和毅 ヤナギタ カズキ 男性 30 新潟県

107 村山 智晃 ムラヤマ トモアキ 男性 30 新潟県

108 村山 貴浩 ムラヤマ タカヒロ 男性 30 新潟県

109 大平 一幾 オオダイラ カズキ 男性 31 新潟県

110 石田 寛雄 イシダ ヒロオ 男性 34 新潟県 新潟薬科大学ＡＣ

111 椎谷 友博 シイヤ トモヒロ 男性 40 新潟県 チームゆた

112 阿部 浩司 アベ コウジ 男性 41 新潟県 越後長岡ユルランナー

113 庭野 貴将 ニワノ タカマサ 男性 41 新潟県

114 上村 健太郎 カミムラ ケンタロウ 男性 41 新潟県

115 黒岩 揺光 クロイワ ヨウコウ 男性 41 新潟県 南魚沼市議会

116 和田 智秀 ワダ トモヒデ 男性 44 新潟県

117 南雲 弘明 ナグモ ヒロアキ 男性 46 新潟県

118 桒原 勝彦 クワバラ カツヒコ 男性 48 新潟県

119 安澤 善和 アンザワ ヨシカズ 男性 48 新潟県

120 山崎 順作 ヤマザキ ジュンサク 男性 48 新潟県 羽吹唯人後援会

121 木暮 享 コグレ トオル 男性 49 新潟県 湯沢町有酸素運動倶楽部

122 佐藤 幸夫 サトウ ユキオ 男性 49 新潟県

123 辺見 壮 ヘンミ タケル 男性 49 新潟県

124 伊勢谷 真臣 イセヤ マサオミ 男性 50 新潟県 ＪＪＪ

125 島村 康夫 シマムラ ヤスオ 男性 51 新潟県 ｔｅａＭｉ３０

126 平澤 林太郎 ヒラサワ リンタロウ 男性 51 新潟県

127 尾身 勉 オミ ツトム 男性 51 新潟県 ミユキメンテナンス

128 渡辺 康治 ワタナベ コウジ 男性 51 新潟県

129 覚張 正樹 ガクハリ マサキ 男性 52 新潟県 ＣＭＳ

130 高橋 哲 タカハシ サトシ 男性 54 新潟県

131 田村 実 タムラ ミノル 男性 57 東京都 チームたむたむ

132 大庭 大 オオバ ヒロシ 男性 61 東京都

133 伊藤 直人 イトウ ナオト 男性 61 群馬県

134 中俣 国男 ナカマタ クニオ 男性 64 新潟県 ｈａｋｋａｉＪＣ

135 真壁 広樹 マカベ ヒロキ 男性 64 新潟県

201 河野 珠里亜 カワノ ジュリア 女性 23 新潟県 越王会

202 中島 彩香 ナカジマ アヤカ 女性 28 群馬県 ちーむぱんだ

203 林 美樹 ハヤシ ミキ 女性 39 新潟県

204 甲斐 愛子 カイ アイコ 女性 48 新潟県 ＵＴＲＳ



バーティカルレース（ノーマル）2.0km / +500m
ナンバー 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

31 阿部 源三郎 アベ ゲンザブロウ 男性 12 新潟県 塩沢中学校野球部

32 井口 輝莉 イグチ リキ 男性 12 新潟県 塩沢中野球部

33 曽根 千聖 ソネ チサト 男性 12 新潟県 塩沢中学校

34 立壁 晄 タテカベ ヒカル 男性 12 新潟県 塩沢中学校

35 峠 鴻史朗 トウゲ コウシロウ 男性 12 新潟県 塩沢中学校

36 樋口 晴也 ヒグチ ハルヤ 男性 12 新潟県 塩沢中学校

37 井口 蒼空 イグチ ソラ 男性 13 新潟県 塩沢中学校

38 大塚 智哉 オオツカ トモヤ 男性 13 新潟県 塩沢中学校

39 小野塚 侑真 オノヅカ ユウマ 男性 13 新潟県 塩沢中学校

40 黒岩 凜々雨 クロイワ リウ 男性 13 新潟県

41 佐藤 光 サトウ コウ 男性 13 新潟県 塩沢中学校　野球部

42 関井 暁斗 セキイ アキト 男性 13 新潟県 塩沢中学校野球部

43 田村 絆 タムラ キズナ 男性 13 新潟県 塩沢中学校

44 中俣 武翔 ナカマタ タケル 男性 13 新潟県 塩沢中学校

45 南雲 琉仁 ナグモ リュウジン 男性 13 新潟県 塩中野球部

46 西本 匠海 ニシモト タクミ 男性 13 新潟県 塩沢中学校

47 野澤 岳己 ノザワ タケミ 男性 13 新潟県 六日町中学校陸上部

48 曳田 橙馬 ヒキダ トウマ 男性 13 新潟県 塩沢中学校野球部

49 星野 爽羽 ホシノ ソウハ 男性 13 新潟県 塩沢中学校野球部

50 松井 陽路 マツイ ヒロ 男性 13 新潟県 塩沢中学校野球部

51 八木 滉陽 ヤギ コウヨウ 男性 13 新潟県 南魚沼市立　塩沢中学校

52 山崎 晏士 ヤマザキ アンジ 男性 13 新潟県 塩沢中学校　野球部

53 阿部 小次郎 アベ コジロウ 男性 14 新潟県 塩沢中学校野球部

54 岡崎 來 オカザキ ライ 男性 14 新潟県 塩沢中学野球部

55 上村 優真 カミムラ ユウマ 男性 14 新潟県

56 葛原 明弘 クズハラ アキヒロ 男性 14 新潟県 塩沢中学校野球部

57 駒形 尊 コマガタ タケル 男性 14 新潟県 塩沢中学校

58 林 聖渚 ハヤシ セナ 男性 14 新潟県

59 牧野 一朗 マキノ イチロー 男性 14 新潟県 塩沢中

60 山田 佑希 ヤマダ ユウキ 男性 14 新潟県 有限会社やまちく

301 渡邉 真路 ワタナベ マロ 男性 16 新潟県 新潟県立柏崎高校

302 田中 理人 タナカ マサト 男性 24 新潟県 広神中教

303 澤田 佑樹 サワダ ユウキ 男性 30 新潟県

304 渡辺 宙夢 ワタナベ ヒロム 男性 30 新潟県

305 高村 一樹 タカムラ カズキ 男性 35 新潟県 ディスポート南魚沼

306 齋藤 昌史 サイトウ マサシ 男性 37 岐阜県

307 石塚 健太郎 イシヅカ ケンタロウ 男性 37 新潟県

308 吉本 健一郎 ヨシモト ケンイチロウ 男性 39 富山県

309 上村 和彦 カミムラ カズヒコ 男性 39 新潟県

310 山田 光男 ヤマダ ミツオ 男性 39 新潟県 有限会社やまちく

311 名畑 直宏 ナバタ ナオヒロ 男性 40 新潟県

312 船山 明彦 フナヤマ アキヒコ 男性 42 富山県 腐っても鯛

313 岡﨑 勝彦 オカザキ カツヒコ 男性 45 新潟県 塩沢中学野球部保護者会

314 野澤 隆博 ノザワ タカヒロ 男性 47 新潟県 ｔｅａＭｉ３０

315 佐藤 真一 サトウ シンイチ 男性 48 新潟県

316 一場 直人 イチバ ナオト 男性 49 群馬県

317 西本 肇 ニシモト ハジメ 男性 49 新潟県

318 樋口 淳 ヒグチ ジュン 男性 50 埼玉県

319 関井 雅弘 セキイ マサヒロ 男性 50 新潟県

320 山崎 誠 ヤマザキ マコト 男性 52 新潟県 みりにゃん

321 羽鳥 富男 ハトリ トミオ 男性 55 新潟県 塩沢中学校

322 山越 徹 ヤマコシ トオル 男性 65 新潟県

401 小林 晃子 コバヤシ アキコ 女性 38 新潟県

402 栗林 春美 クリバヤシ ハルミ 女性 39 新潟県

403 本間 友紀 ホンマ ユキ 女性 40 新潟県

404 井筒 智子 イヅツ トモコ 女性 43 福井県

405 板鼻 玲子 イタハナ レイコ 女性 47 新潟県

406 荒井 佳子 アライ ヨシコ 女性 52 新潟県 そよかぜ

407 大平 房子 オオダイラ フサコ 女性 54 新潟県 ｔｅａＭｉ３０

408 関原 孝子 セキハラ タカコ 女性 58 新潟県

409 若井 恵子 ワカイ ケイコ 女性 59 新潟県

410 野田 幹子 ノダ ミキコ 女性 63 東京都



バーティカルレース（キッズ）0.8km / +200m
ナンバー 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

501 佐野 琉 サノ リュウ 男性 9 新潟県 あぶるま

502 齋藤 海聖 サイトウ カイセイ 男性 10 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＡ＋

503 難波 飛鳥馬 ナンバ アスマ 男性 10 新潟県 一ノ木戸小学校

504 西本 琉海 ニシモト ルカ 男性 10 新潟県 上田小学校

505 黒岩 清々雲 クロイワ シウ 男性 11 新潟県

506 水澤 勇人 ミズサワ ユウト 男性 12 新潟県 後山小

601 齋藤 愛海 サイトウ アイミ 女性 8 神奈川県

602 樋口 愛実 ヒグチ マナミ 女性 9 新潟県 上田小学校

603 小幡 萌衣亜 オバタ メイア 女性 11 新潟県 Niigata Sky Club

604 桜井 美雨 サクライ ミウ 女性 11 新潟県 葛巻小学校

605 佐野 世那 サノ セナ 女性 11 新潟県

606 日熊 葵 ヒグマ アオイ 女性 11 新潟県 栃窪小学校


