
【スカイレース（エリート男子）／ ELITE MEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

S001 近藤　敬仁 コンドウ　ヨシヒト 男性 36 静岡県 富士空界
S002 上田　瑠偉 ウエダルイ 男性 26 埼玉県 Columbia Montrail
S003 平賀 太智 ヒラガ タイチ 男性 22 山梨県 Jaybird
S004 宮川 朋史 ミヤガワ トモフミ 男性 37 福井県
S005 上正原　真人 カミショウハラ　マサト 男性 22 東京都 上智
S006 安田　隼人 ヤスダ　ハヤト 男性 41 愛知県
S007 藤 飛翔 フジ ツバサ 男性 24 長野県 Salomon
S008 松本 陽介 マツモト ヨウスケ 男性 38 群馬県 ks481
S009 青木 純 アオキ ジュン 男性 32 茨城県 RUNS
S010 服部　一輝 ハットリ　カズキ 男性 19 千葉県
S011 吉田 岳生 ヨシダ タケオ 男性 45 福井県 JST北陸
S012 竹原 直矢 タケハラ ナオヤ 男性 35 神奈川県 SC丹沢秦野
S013 尾崎 弘和 オサキ ヒロカズ 男性 28 千葉県 オリエンティア軍団
S014 大屋　明久 オオヤ　アキヒサ 男性 29 静岡県 富士空界
S015 田中　耕造 タナカ　コウゾウ 男性 42 長野県 SKYNINJA
S016 小林 海仁 コバヤシ カイト 男性 21 長野県 日本体育大学
S017 松原　克博 マツバラ　カツヒロ 男性 27 岡山県 マツバラトレイル
S018 Ｄｅｍａｒｅ Ｒｏｍａｉｎ デマル ロマン 男性 34 東京都 Societe Generale Securities
S019 遠藤 健太 エンドウ ケンタ 男性 25 新潟県 株式会社シアンス
S020 小山 孝明 コヤマ タカアキ 男性 29 東京都 富士空界
S021 相良　孔太 サガラコウタ 男性 33 長野県 SKYNINJA
S022 喜多村 晃仁 キタムラ アキヒト 男性 41 東京都 BukkaSkyClub
S023 井上　隆詞 イノウエ　タカノリ 男性 36 京都府 inov-8
S024 井上 直斗 イノウエ ナオト 男性 23 愛知県
S025 西澤 誠二 ニシザワ セイジ 男性 30 京都府 はちのすけ
S026 西田　康孝 ニシダ　ヤスタカ 男性 39 岡山県 Sky Demon / JST
S027 岡部　泉太郎 オカベ　センタロウ 男性 45 埼玉県 埼玉県庁
S028 山田　勝久 ヤマダ　カツヒサ 男性 50 福井県 ＪＳＴ北陸
S029 鈴木 健太郎 スズキ ケンタロウ 男性 42 神奈川県 SC丹沢秦野
S030 松本 岳 マツモト ガク 男性 44 神奈川県 湘南ランフィジオ
S031 林 直弘 ハヤシ ナオヒロ 男性 38 岐阜県
S032 川崎 義孝 カワサキ ヨシタカ 男性 47 群馬県 SKYNINJA
S033 吉田　健児 ヨシダ　ケンジ 男性 34 兵庫県
S034 丹藤　卓也 タンドウ　タクヤ 男性 30 神奈川県 SC丹沢秦野
S035 小寺 教夫 コデラ ノリオ 男性 40 三重県 アサケアルパインクラブ
S036 山本 隆二 ヤマモト リュウジ 男性 57 埼玉県 JST埼玉
S037 峰岸 良真 ミネギシ リョウマ 男性 35 群馬県 KS481
S038 高村 颯 タカムラ ハヤテ 男性 20 兵庫県 ＴＥＡＭＳＫＹＫＹＯＴＯ
S039 小幡　利春 オバタ　トシハル 男性 41 新潟県 ウィンタートライアスロン
S040 内田 正直 ウチダ マサナオ 男性 61 長野県 SkYNINJA
S041 宮下　弘文 ミヤシタ　ヒロフミ 男性 63 山梨県
S042 宮原　徹 ミヤハラトオル 男性 36 静岡県
S043 新牛込　崇史 シンウシゴメタカシ 男性 33 静岡県
S044 ルブラス エルワン ルブラス エルワン 男性 48 神奈川県 SC丹沢秦野

【スカイレース（エリート女子）／ ELITE WOMEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

S301 高村　貴子 タカムラタカコ 女性 26 長野県 信州上田医療センター
S302 上田　絢加 ウエダアヤカ 女性 26 東京都 salomon
S303 木下 久美 キノシタ クミ 女性 52 大阪府 TEAM☆SKY京都
S304 楠田　涼葉 クスダ　スズハ 女性 26 大阪府 TEAM☆SKY KYOTO
S305 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 女性 62 埼玉県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ
S306 井上　 海埜哩 イノウエ　ミノリ 女性 47 静岡県
S307 宮坂 康子 ミヤサカ ヤスコ 女性 53 長野県
S308 坂本 さちこ サカモト サチコ 女性 44 富山県
S309 枝元　香菜子 エダモトカナコ 女性 28 石川県
S310 名村 洋子 ナムラ ヨウコ 女性 55 兵庫県 JSA
S311 石渡 保子 イシワタリ ヤスコ 女性 49 東京都 富士空界
S312 若林 綾 ワカバヤシ アヤ 女性 20 大阪府 チームスカイ
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【スカイレース（ノーマル男子）／ NORMAL MEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

S101 川島 源徒 カワシマ ゲント 男性 19 北海道 UgoKL
S102 鳥谷 優太 トリタニ ユウタ 男性 19 京都府 京都薬科大学
S103 林 直輝 ハヤシ ナオキ 男性 20 大阪府
S104 荒木　朋也 アラキ　トモヤ 男性 20 愛知県 名古屋大学トライアスロン部
S105 中俣 翔太 ナカマタ ショウタ 男性 21 新潟県
S106 安田 勝洋 ヤスダ カツヒロ 男性 21 大阪府 近畿大学
S107 青山 友基 アオヤマ ユウキ 男性 21 兵庫県 近畿大学
S108 福岡 拓也 フクオカ タクヤ 男性 22 石川県
S109 渡辺　鷹志 ワタナベ　タカシ 男性 22 京都府 京都大学
S110 村山 英 ムラヤマ アキラ 男性 23 京都府
S111 南河 駿 ミナミカワ シュン 男性 23 愛知県 OLCルーパー
S112 垣見　知宏 カキミ　トモヒロ 男性 23 福井県 ニチコン
S113 岡田　庄馬 オカダ　ショウマ 男性 23 滋賀県 あそうクリニック
S114 上村　太城 ウエムラ　タイジョウ 男性 23 神奈川県 KOLC
S115 有賀 裕亮 アリガ ユウスケ 男性 24 神奈川県 オリエンティア軍団
S116 村本 瞭真 ムラモト リョウマ 男性 24 大阪府
S117 北條　孝樹 ホウジョウ　コウキ 男性 24 愛知県 名古屋大学
S118 橋本　拓 ハシモト　タク 男性 24 兵庫県
S119 酒井 孝志 サカイ タカシ 男性 25 大阪府 TEAM☆SKY
S120 中尾 幸稀 ナカオ コウキ 男性 25 兵庫県 JSA近畿
S121 前中　脩人 マエナカ　シュウト 男性 25 東京都 オリエンティア軍団
S122 宮澤　留以 ミヤザワ　ルイ 男性 25 大阪府
S123 山下　晶太郎 ヤマシタ　ショウタロウ 男性 25 愛知県 名古屋大学
S124 水内 伸哉 ミズウチ シンヤ 男性 26 新潟県
S125 室谷 和弘 ムロタニ カズヒロ 男性 26 京都府
S126 家田 達也 イエダ タツヤ 男性 26 京都府 TEAM☆SKY 京都
S127 村尾 直哉 ムラオ ナオヤ 男性 26 大阪府
S128 鈴鹿 祐希 スズカ ユウキ 男性 26 滋賀県
S129 山本　諒馬 ヤマモト　リョウマ 男性 26 岡山県 チーム伝熱
S130 岸 健太郎 キシ ケンタロウ 男性 27 大阪府
S131 藤村 陸 フジムラ リク 男性 27 東京都 オリエンティア軍団
S132 坂口　祐生 サカグチ　ユウキ 男性 27 滋賀県
S133 有村 孝 アリムラ タカシ 男性 28 大阪府
S134 佐藤 大樹 サトウ ダイキ 男性 28 静岡県 オリエンティア軍団
S135 井島 陽輔 イジマ ヨウスケ 男性 28 滋賀県 しがでんランニングクラブ
S136 下井　康暉 シモイ　コウキ 男性 28 愛知県
S137 下家 悟 ゲヤ サトル 男性 29 福井県 山中整骨院
S138 久保 萌木 クボ モエギ 男性 30 滋賀県
S139 村田 稔幸 ムラタ トシユキ 男性 30 三重県
S140 秋定 優太朗 アキサダ ユウタロウ 男性 30 三重県
S141 藤本 智也 フジモト トモヤ 男性 30 京都府
S142 寺岡　諒 テラオカ　リョウ 男性 30 愛知県
S143 柴田　直紀 シバタ　ナオキ 男性 30 滋賀県
S144 池山　聖治 イケヤマ　セイジ 男性 30 愛知県
S145 細江 真夫 ホソエ マサオ 男性 31 愛知県
S146 中嶋 亮介 ナカジマ リョウスケ 男性 31 滋賀県
S147 宮園 貴之 ミヤゾノ タカユキ 男性 31 東京都 ランボーズ
S148 添田 世紀 ソエダ トシノリ 男性 31 滋賀県
S149 赤池 大樹 アカイケ ヒロキ 男性 31 三重県
S150 糸井 駿平 イトイ シュンペイ 男性 31 京都府
S151 岡本　将志 オカモト　マサシ 男性 31 愛知県 オリエンティア軍団
S152 細江　真夫 ホソエ　マサオ 男性 31 愛知県
S153 平林 昌憲 ヒラバヤシ マサノリ 男性 32 愛知県
S154 山口 健太郎 ヤマグチ ケンタロウ 男性 33 滋賀県
S155 渡邉　寛大 ワタナベ　カンダイ 男性 33 石川県
S156 濵田　歩 ハマダ　アユム 男性 33 京都府 TEAM☆SKY 京都
S157 重入 史明 シゲイリ フミアキ 男性 34 兵庫県 酒猿組
S158 岡田 一樹 オカダ カズキ 男性 34 京都府 三菱京都製作所
S159 井ノ上 和輝 イノウエ カズキ 男性 34 滋賀県
S160 串山 雄史 クシヤマ タカシ 男性 34 大阪府
S161 井桁 勇人 イゲタ ユウト 男性 35 京都府
S162 板垣 渚 イタガキ ナギサ 男性 35 滋賀県 大津市役所ランナーズクラブ
S163 伊藤 健太 イトウ ケンタ 男性 35 三重県
S164 田部井 聡 タメガイ サトシ 男性 35 愛知県
S165 西山 真一 ニシヤマ シンイチ 男性 35 奈良県
S166 鷲田　明広 ワシダ　アキヒロ 男性 35 岡山県 狸倶楽部
S167 佐原　甲一 サハラ　コウイチ 男性 35 静岡県 浜松市役所JC
S168 宅野 敏和 タクノ トシカズ 男性 36 滋賀県 新旭
S169 秋葉 悠 アキバ ユウ 男性 36 静岡県 富士空界
S170 鹿取 康平 カトリ コウヘイ 男性 36 滋賀県
S171 大西 哲朗 オオニシ テツロウ 男性 36 大阪府 のーぷらん
S172 森　宣人 モリ　ノブト 男性 36 大阪府
S173 田中 宏法 タナカ ヒロノリ 男性 37 京都府
S174 佐藤　あきら サトウ　アキラ 男性 37 愛知県 人力車
S175 田中 友博 タナカ トモヒロ 男性 38 神奈川県
S176 岩田 淳 イワタ ジュン 男性 38 岐阜県
S177 鬼頭 岳之 キトウ タケユキ 男性 38 大阪府 Crossroad Osaka
S178 小出 徹 コイデ トオル 男性 38 富山県 salomon
S179 小塩　昭彦 オシオ　アキヒコ 男性 38 滋賀県



S180 辻谷　紘一 ツジタニ　ヒロカズ 男性 38 滋賀県
S181 蔦宗 明紘 ツタムネ アキヒロ 男性 39 広島県
S182 永山 隆太 ナガヤマ リュウタ 男性 39 大阪府
S183 森下 裕 モリシタ ヒロシ 男性 39 大阪府
S184 髙谷 昌弘 タカヤ マサヒロ 男性 39 滋賀県
S185 渋谷　貴士 シブヤ　タカシ 男性 39 京都府
S186 木村 卓哉 キムラ タクヤ 男性 40 長野県 ＪＳＡ
S187 武田　賢治 タケダ　ケンジ 男性 40 京都府
S188 黒下　雄 クロシタ　ユウ 男性 40 愛知県
S189 小谷　僚太 コタニ　リョウタ 男性 40 滋賀県
S190 土肥　義則 ドヒ　ヨシノリ 男性 40 大阪府
S191 古橋 智洋 フルハシ トモヒロ 男性 41 静岡県 フジヤマユナイテッド
S192 宍戸 慶太 シシド ケイタ 男性 41 岐阜県
S193 伊部 亮 イベ リョウ 男性 41 滋賀県
S194 小野田 誠也 オノダ セイヤ 男性 41 東京都 ランニコ部
S195 西村 剛 ニシムラ ツヨシ 男性 41 滋賀県
S196 岡田 昌典 オカダ マサノリ 男性 41 滋賀県
S197 広出　靖之 ヒロデ　ヤスシ 男性 41 大阪府
S198 熊原 秀和 クマハラ ヒデカズ 男性 42 京都府
S199 村井 理利 ムライ マサトシ 男性 43 大阪府 交野里山TRC
S200 徳岡 崇 トクオカ タカシ 男性 43 滋賀県 NTRC
S201 酒井　大悟 サカイ　ダイゴ 男性 43 大阪府
S202 武田　圭史 タケダ　ケイジ 男性 43 岐阜県
S203 山下 雅美 ヤマシタ マサミ 男性 44 滋賀県
S204 木戸 孝一 キド コウイチ 男性 44 富山県 キノコ倶楽部
S205 石井 達也 イシイ タツヤ 男性 44 愛知県 東三河山ぽ会
S206 服部 一宏 ハットリ カズヒロ 男性 45 千葉県 JSA千葉
S207 八木 証 ヤギ アカシ 男性 45 京都府
S208 大西　孝英 オオニシ　タカヒデ 男性 45 京都府
S209 荒畑　哲夫 アラハタ　テツオ 男性 45 岐阜県 ＫＹＢーS A
S210 田中 彰 タナカ アキラ 男性 46 兵庫県
S211 マヌディス ゲオルギオス マヌディス ゲオルギオス 男性 46 東京都
S212 岡崎　良彦 オカザキ　ヨシヒコ 男性 46 京都府
S213 宮宗　武史 ミヤソウ　タケシ 男性 46 兵庫県
S214 三堂　勝宏 ミドウ　カツヒロ 男性 46 滋賀県
S215 山口 剛 ヤマグチ ツヨシ 男性 47 大阪府 ここきり
S216 大島谷 章 オオシマタニ アキラ 男性 47 奈良県 平城クラブ
S217 小西 雅也 コニシ マサヤ 男性 47 京都府
S218 ＳＨＩＲＡＩＳＨＩ ＴＡＴＳＵＲＯ シライシ タツロウ 男性 47 京都府
S219 福本　孝史 フクモト　タカシ 男性 47 滋賀県
S220 園田 寛道 ソノダ ヒロミチ 男性 48 滋賀県
S221 長井 武 ナガイ タケシ 男性 48 大阪府
S222 宮城　康司 ミヤギ　コウジ 男性 48 京都府
S223 小林　紀雄 コバヤシ　ノリオ 男性 48 東京都 ランニコ部
S224 矢田　洋平 ヤダ　ヨウヘイ 男性 48 京都府
S225 松下　竜二 マツシタ　リュウジ 男性 48 愛知県
S226 松岡 宜幸 マツオカ ノリユキ 男性 49 大阪府
S227 坂井 敏浩 サカイ トシヒロ 男性 49 大阪府 八尾YEG
S228 大西 一成 オオニシ カズナリ 男性 49 北海道 TRAIL HUT
S229 塚本　賀則 ツカモト　ヨシノリ 男性 49 大阪府
S230 古田　匠 フルタ　タクミ 男性 49 愛知県
S231 上田 正彦 ウエダ マサヒコ 男性 50 京都府
S232 佐々木 和明 ササキ カズアキ 男性 50 滋賀県
S233 魚尾　英生 ウオオ　ヒデキ 男性 50 埼玉県 万葉健友会
S234 木村　誓一 キムラ　セイイチ 男性 50 大阪府 神漕会
S235 栁原　勝浩 ヤナギハラ　マシャヒロ 男性 50 大阪府 北摂ランナーズ
S236 香川 禎明 カガワ ヨシアキ 男性 51 岐阜県
S237 平木 靖 ヒラキ ヤスシ 男性 51 奈良県
S238 北野　元基 キタノ　モトノリ 男性 51 兵庫県
S239 田畑　学 タバタ　マナブ 男性 51 三重県 日本ヘリシス㈱
S240 羽山 覚 ハヤマ サトル 男性 52 京都府 KSLR
S241 大橋 修 オオハシ オサム 男性 53 滋賀県 日本精工株式会社
S242 安田　善輝 ヤスダ　ヨシテル 男性 53 愛知県 別所沼スマイル
S243 古割 一哉 コワリ カズヤ 男性 54 大阪府 WindRun
S244 福岡 伸泰 フクオカ ノブヤス 男性 54 三重県
S245 古林　公司 コバヤシ　コウジ 男性 54 徳島県 Ｍ＆Ｍ
S246 能登　光春 ノト　ミツハル 男性 54 滋賀県
S247 山口 秀司 ヤマグチ シュウジ 男性 56 滋賀県
S248 上田　貴広 ウエダ　タカヒロ 男性 56 大阪府
S249 惣坊　賢治 ソウボウ　ケンジ 男性 56 大阪府
S250 備前　淳 ビゼン　アツシ 男性 56 福井県
S251 松岡 孝至 マツオカ タカシ 男性 57 大阪府
S252 前田　晃 マエダ　アキラ 男性 58 滋賀県
S253 笠島 浩孝 カサシマ ヒロタカ 男性 59 福井県
S254 谷 哲 タニ アキラ 男性 61 奈良県 ＫＭＣ
S255 利守 卓 トシモリ タク 男性 61 奈良県 朝日航洋（株）
S256 福本　義明 フクモト　ヨシアキ 男性 62 兵庫県 気まぐれ仙人
S257 明神　千頼 ミョウジン　チヨリ 男性 70 兵庫県 チーム忠右衛門



【スカイレース（ノーマル女子）／ NOMAL WOMEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 年齢 都道府県 所属

S401 見嶋 真紀子 ミシマ マキコ 女性 24 兵庫県
S402 松本　晴香 マツモト　ハルカ 女性 25 大阪府
S403 稲毛　日菜子 イナゲ　ヒナコ 女性 26 神奈川県 オリエンティア軍団
S404 鈴木 未都 スズキ ミサト 女性 26 大阪府
S405 南條 愛 ナンジョウ アイ 女性 27 大阪府
S406 青山 桂子 アオヤマ ケイコ 女性 31 東京都 富士空界
S407 西矢 栄里 ニシヤ エリ 女性 32 大阪府
S408 黒田 藍子 クロダ アイコ 女性 33 東京都
S409 大西 佳那子 オオニシ カナコ 女性 35 三重県
S410 関野 幸紀 セキノ ユキ 女性 39 滋賀県 KAMIARI TRAILRUN CREW
S411 津村 あすか ツムラ アスカ 女性 40 兵庫県 TEAM☆SKY 京都
S412 仲西 のぞみ ナカニシ ノゾミ 女性 44 大阪府
S413 糸井 順子 イトイ ジュンコ 女性 45 京都府
S414 神農 潤華 ジンノウ ユナ 女性 45 愛知県
S415 辻 たづ子 ツジ タヅコ 女性 45 愛知県
S416 古林　敬子 コバヤシ　ケイコ 女性 46 徳島県 M&M
S417 岡田　裕子 オカダ　ユウコ 女性 46 愛知県
S418 石黒　裕代 イシグロ　ヒロヨ 女性 46 大阪府
S419 依田 真紀 ヨダ マキ 女性 49 大阪府
S420 本田　さわ子 ホンダ　サワコ 女性 50 京都府
S421 上田　てるみ ウエダ　テルミ 女性 53 大阪府
S422 木庭　明子 コバ　アキコ 女性 55 兵庫県
S423 錦織 美智子 ニシコオリ ミチコ 女性 55 大阪府
S424 佐々木 新子 ササキ シンコ 女性 56 東京都


