
⼋海⼭スカイスノー
 男⼦エキスパートリザルト

2022.12.18

1 110 ⽯⽥ 寛雄 イシダ ヒロオ 男性 34 新潟県 0:44:26
2 102 遠藤 凪従 エンドウ ナギト 男性 18 新潟県 0:46:06
3 103 喜屋武 陽介 キャン ヨウスケ 男性 26 新潟県 0:46:46
4 113 庭野 貴将 ニワノ タカマサ 男性 41 新潟県 0:48:29
5 101 根岸 洋⼀郎 ネギシ ヨウイチロウ 男性 51 神奈川県 0:50:12
6 119 安澤 善和 アンザワ ヨシカズ 男性 48 新潟県 0:50:49
7 130 ⾼橋 哲 タカハシ サトシ 男性 54 新潟県 0:51:23
8 112 阿部 浩司 アベ コウジ 男性 41 新潟県 0:52:49
9 124 伊勢⾕ 真⾂ イセヤ マサオミ 男性 50 新潟県 0:52:57

10 106 栁⽥ 和毅 ヤナギタ カズキ 男性 30 新潟県 0:53:49
11 116 和⽥ 智秀 ワダ トモヒデ 男性 44 新潟県 0:53:53
12 135 真壁 広樹 マカベ ヒロキ 男性 64 新潟県 0:54:09
13 131 ⽥村 実 タムラ ミノル 男性 57 東京都 0:54:29
14 129 覚張 正樹 ガクハリ マサキ 男性 52 新潟県 0:54:49
15 126 平澤 林太郎 ヒラサワ リンタロウ 男性 51 新潟県 0:55:33
16 104 城丸 樹 シロマル イツキ 男性 27 新潟県 0:55:49
17 121 ⽊暮 享 コグレ トオル 男性 49 新潟県 0:55:52
18 105 ⾓⽥ 恭平 カクタ キョウヘイ 男性 29 東京都 0:56:30
19 120 ⼭崎 順作 ヤマザキ ジュンサク 男性 48 新潟県 0:56:41
20 132 ⼤庭 ⼤ オオバ ヒロシ 男性 61 東京都 0:57:48
21 115 黒岩 揺光 クロイワ ヨウコウ 男性 41 新潟県 0:59:15
22 114 上村 健太郎 カミムラ ケンタロウ 男性 41 新潟県 0:59:39
23 125 島村 康夫 シマムラ ヤスオ 男性 51 新潟県 1:02:00
24 123 辺⾒ 壮 ヘンミ タケル 男性 49 新潟県 1:03:09
25 108 村⼭ 貴浩 ムラヤマ タカヒロ 男性 30 新潟県 1:04:21
26 133 伊藤 直⼈ イトウ ナオト 男性 61 群⾺県 1:06:07
27 127 尾⾝ 勉 オミ ツトム 男性 51 新潟県 1:06:44
28 118 桒原 勝彦 クワバラ カツヒコ 男性 48 新潟県 1:09:38
29 111 椎⾕ 友博 シイヤ トモヒロ 男性 40 新潟県 1:10:18
30 128 渡辺 康治 ワタナベ コウジ 男性 51 新潟県 1:10:44
31 117 南雲 弘明 ナグモ ヒロアキ 男性 46 新潟県 1:14:38
32 134 中俣 国男 ナカマタ クニオ 男性 64 新潟県 1:15:47
33 107 村⼭ 智晃 ムラヤマ トモアキ 男性 30 新潟県 1:24:07

順位 ゼッケン ⽒名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 タイム


