
【バーティカル（エリート男子）／ ELITE MEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 ユース 年齢 都道府県 所属

V001 宮原　徹 ミヤハラトオル 男性 36 静岡県
V002 新牛込　崇史 シンウシゴメタカシ 男性 33 静岡県
V003 藤 飛翔 フジ ツバサ 男性 24 長野県 Salomon
V004 横山 忠男 ヨコヤマ タダオ 男性 49 群馬県
V005 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
V006 和田 陽太 ワダ ヨウタ 男性 39 長野県
V007 鈴木 龍弥 スズキ リュウヤ 男性 24 神奈川県 SC丹沢秦野
V008 今井　洋二 イマイ　ヨウジ 男性 46 長野県 SKYNINJA
V009 宮川　朋史 ミヤガワ　トモフミ 男性 37 福井県
V010 加藤　晟人 カトウ　アキヒト 男性 〇 20 埼玉県
V011 小林 海仁 コバヤシ カイト 男性 〇 21 長野県 日本体育大学
V012 服部　一輝 ハットリ　カズキ 男性 〇 19 千葉県
V013 涌嶋 優 ワクシマ スグル 男性 27 静岡県 富士空界
V014 青木 純 アオキ ジュン 男性 32 茨城県 RUNS
V015 相良 孔太 サガラ コウタ 男性 33 長野県 SKYNINJA
V016 八田 康裕 ハッタ ヤスヒロ 男性 28 愛知県
V017 浦野 正紀 ウラノ マサノリ 男性 44 長野県 SKYNINJA
V018 近江 仁之介 オウミ ジンノスケ 男性 15 京都府 チームスカイKYOTO
V019 小寺 啓允 コデラ ヒロマサ 男性 〇 21 神奈川県
V020 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
V021 高村 颯 タカムラ ハヤテ 男性 〇 20 兵庫県 TEAM☆SKY KYOTO / 関西学院大学
V022 中俣 翔太 ナカマタ ショウタ 男性 〇 21 新潟県
V023 野切 完相 ノギリ サダスケ 男性 47 北海道 レッドリボン群
V024 大西 一成 オオニシ カズナリ 男性 49 北海道 TRAIL HAT
V025 西田　康孝 ニシダ　ヤスタカ 男性 39 岡山県 Sky Demon / JST
V026 竹原 直矢 タケハラ ナオヤ 男性 35 神奈川県 SC丹沢秦野
V027 山口 大河 ヤマグチ タイガ 男性 〇 21 京都府 TEAM☆SKY 京都
V028 杉山 暢 スギヤマ イタル 男性 〇 21 神奈川県 東海A.C.
V029 上田　瑠偉 ウエダルイ 男性 26 埼玉県 Columbia Montrail
V030 田中　耕造 タナカ　コウゾウ 男性 42 長野県 SKYNINJA
V031 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
V032 山田　勝久 ヤマダ　カツヒサ 男性 50 福井県 ＪＳＴ北陸
V033 岩楯 岳一 イワダテ タケヒト 男性 55 東京都 SC丹沢秦野
V034 布施 洋 フセ ヒロシ 男性 58 新潟県
V035 内田 正直 ウチダ マサナオ 男性 61 長野県 SKYNINJA
V036 宮下　弘文 ミヤシタ　ヒロフミ 男性 63 山梨県

【バーティカル（エリート女子）／ ELITE WOMEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 ユース 年齢 都道府県 所属

V301 吉住　友里 ヨシズミユリ 女性 33 山梨県 富士空界
V302 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
V303 安ヶ平 萌子 ヤスガヒラ モエコ 女性 〇 23 北海道
V304 高橋 　友理奈 タカハシ ユリナ 女性 〇 23 宮城県 オリエンティア軍団
V305 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
V306 立石　ゆう子 タテイシユウコ 女性 33 東京都 SC丹沢秦野
V307 須藤 　吉仕子 ストウ キシコ 女性 62 埼玉県 SKYNINJA
V308 井上　 海埜哩 イノウエ　ミノリ 女性 47 静岡県
V309 滝澤　空良 タキザワ　ソラ 女性 〇 22 福井県 DYNAFIT
V310 木下 久美 キノシタ クミ 女性 52 大阪府 TEAM☆SKY京都
V311 秋山 　穂乃果 アキヤマ ホノカ 女性 26 長野県
V312 石渡 保子 イシワタリ ヤスコ 女性 49 東京都 富士空界
V313 佐俣　明香莉 サマタ　アカリ 女性 〇 19 神奈川県 東海A.C.
V314 錦織 美智子 ニシコオリ ミチコ 女性 55 大阪府
V315 名村 洋子 ナムラ ヨウコ 女性 55 兵庫県 JSA
V316 若林 綾 ワカバヤシ アヤ 女性 〇 20 大阪府 チームスカイ
V317 市川 里奈 イチカワ リナ 女性 43 大阪府
V318 上田　絢加 ウエダアヤカ 女性 26 東京都 salomon

SPECIALビブ 　=　２０１９スカイランナージャパンシリーズ暫定ランキングトップ１０

BIWAKO VALLEY SKYRUN

VERTICAL エントリーリスト



【バーティカル（ノーマル男子）／ NORMAL MEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 ユース 年齢 都道府県 所属

V101 森口 匠真 モリグチ ショウマ 男性 13 滋賀県
V102 仲西 旺生 ナカニシ オウ 男性 15 大阪府
V103 牧戸　悠生 マキド　ユウキ 男性 〇 15 三重県 伊勢志摩OLC
V104 森　悠太郎 モリ　ユウタロウ 男性 〇 16 神奈川県
V105 松島 帆 マツシマ イヅル 男性 〇 18 奈良県
V106 入江　龍成 イリエ　リュウセイ 男性 〇 18 東京都 早稲田大学
V107 川島 源徒 カワシマ ゲント 男性 〇 19 北海道 UgoKL
V108 鳥谷 優太 トリタニ ユウタ 男性 〇 19 京都府
V109 木場 憲大 コバ ケンダイ 男性 〇 19 滋賀県 立命館大学
V110 荒木 朋也 アラキ トモヤ 男性 〇 20 愛知県 名古屋大学トライアスロン部
V111 東條 秀祐 トウジョウ シュウスケ 男性 〇 20 京都府 京都大学
V112 岡田 慎平 オカダ シンペイ 男性 〇 20 京都府
V113 登　弘樹 ノボリ　ヒロキ 男性 〇 20 滋賀県
V114 桃本 一輝 モモモト カズキ 男性 〇 21 大阪府 阪大OLC
V115 伊藤　良介 イトウ　リョウスケ 男性 〇 21 京都府 京大OLC
V116 住吉　将英 スミヨシ　マサヒデ 男性 〇 21 愛知県 名古屋大学
V117 薛 玄太郎 セツ ゲンタロウ 男性 〇 22 茨城県 筑波大学
V118 渡辺　鷹志 ワタナベ　タカシ 男性 〇 22 京都府 京都大学
V119 本間 拓貴 ホンマ ヒロタカ 男性 〇 23 京都府
V120 南河 駿 ミナミカワ シュン 男性 23 愛知県 OLCルーパー
V121 北條　孝樹 ホウジョウ　コウキ 男性 24 愛知県 名古屋大学
V122 武井 翔 タケイ ショウ 男性 25 島根県 山陰ランクラブ
V123 酒井 孝志 サカイ タカシ 男性 25 大阪府 TEAM☆SKY
V124 中尾 幸稀 ナカオ コウキ 男性 25 兵庫県 JSA近畿
V125 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
V126 瀬賀　祥起 セガ　ヨシキ 男性 25 大阪府
V127 水内 伸哉 ミズウチ シンヤ 男性 26 新潟県
V128 室谷 和弘 ムロタニ カズヒロ 男性 26 京都府
V129 鈴鹿 祐希 スズカ ユウキ 男性 26 滋賀県
V130 増田 克也 マスダ カツヤ 男性 26 滋賀県 東近江消防登山部
V131 山本　諒馬 ヤマモト　リョウマ 男性 26 岡山県 チーム伝熱
V132 岸 健太郎 キシ ケンタロウ 男性 27 大阪府
V133 土井 大樹 ドイ ダイキ 男性 27 兵庫県
V134 北川　雄貴 キタガワ　ユウキ 男性 27 滋賀県
V135 有村 孝 アリムラ タカシ 男性 28 大阪府
V136 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
V137 牧 孝至 マキ タカシ 男性 29 兵庫県
V138 今井 崇之 イマイ タカユキ 男性 29 大阪府
V139 遠藤　弘樹 エンドウ　ヒロキ 男性 29 愛知県
V140 藤本 智也 フジモト トモヤ 男性 30 京都府
V141 秋定 優太朗 アキサダ ユウタロウ 男性 30 三重県
V142 宮園 貴之 ミヤゾノ タカユキ 男性 31 東京都
V143 中嶋 亮介 ナカジマ リョウスケ 男性 31 滋賀県
V144 フランコ イスマエル フランコ イスマエル 男性 31 京都府
V145 佐竹　一弘 サタケ　カズヒロ 男性 31 静岡県 滝ヶ原自衛隊
V146 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
V147 野崎 尚吾 ノザキ ショウゴ 男性 32 滋賀県
V148 大矢 将司 オオヤ ショウジ 男性 32 京都府
V149 パジェルスキー リチャード パジェルスキー リチャード 男性 32 大阪府
V150 世古口　良太 セコグチ　リョウタ 男性 32 三重県
V151 黒川 祥吾 クロカワ ショウゴ 男性 33 三重県 飯高分署
V152 清田 広輝 セイタ コウキ 男性 33 神奈川県
V153 平井　航 ヒライ　ワタル 男性 33 兵庫県
V154 Gray　Adam グレイ　アダム 男性 34 京都府
V155 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
V156 伊藤 健太 イトウ ケンタ 男性 35 三重県
V157 秋葉 悠 アキバ ユウ 男性 36 静岡県 富士空界
V158 治久丸 信輔 ジクマル シンスケ 男性 36 兵庫県 シガウマラ
V159 木全　俊介 キマタ　シュンスケ 男性 36 京都府
V160 大西　哲朗 オオニシ　テツロウ 男性 36 大阪府 のーぷらん
V161 岡　佳孝 オカ　ヨシタカ 男性 37 愛知県
V162 山口 一之 ヤマグチ カズユキ 男性 38 鳥取県 MMC
V163 野村 雅人 ノムラ マサト 男性 38 大阪府 塚原サンクラブ
V164 森口 真吾 モリグチ シンゴ 男性 38 滋賀県
V165 高前 直幸 タカマエ ナオユキ 男性 38 広島県 寺岡整形外科病院
V166 鬼頭 岳之 キトウ タケユキ 男性 38 大阪府 Crossroad Osaka
V167 宮脇　迅 ミヤワキ　ジン 男性 38 滋賀県 びわこランナーズ(多分)
V168 小出　徹 コイデ　トオル 男性 38 富山県 Salomon
V169 玉井　誠 タマイ　マコト 男性 38 大阪府
V170 阿藤 武 アトウ タケシ 男性 39 愛知県
V171 宮本 純太 ミヤモト ジュンタ 男性 39 滋賀県 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

V172 蔦宗 明紘 ツタムネ アキヒロ 男性 39 広島県
V173 渡邊 鉄王 ワタナベ テツオ 男性 39 奈良県
V174 二川 浩司 フタガワ コウジ 男性 40 香川県 讃岐やいの會
V175 木村 卓哉 キムラ タクヤ 男性 40 長野県 ＪＳＡ
V176 中村 羊介 ナカムラ ヨウスケ 男性 40 滋賀県 東近江消防登山部



V177 佐藤　道政 サトウ　ミチマサ 男性 40 大阪府
V178 宍戸 慶太 シシド ケイタ 男性 41 岐阜県
V179 古市 純一 フルイチ ジュンイチ 男性 41 徳島県 天然酵母ぱんくまごろう
V180 小野田 誠也 オノダ セイヤ 男性 41 東京都 ランニコ部
V181 小倉 良太 オグラ リョウタ 男性 41 福岡県 青葉台病院
V182 北野 孝治 キタノ コウジ 男性 41 滋賀県
V183 Pedersen　Martin パダーソン マーティン 男性 41 Denmark
V184 笠井 正臣 カサイ マサオミ 男性 42 京都府
V185 平野 得益 ヒラノ ノリミツ 男性 42 愛知県 藤前干潟山岳会
V186 山口 敏 ヤマグチ サトシ 男性 43 愛知県
V187 中西 智之 ナカニシ トモユキ 男性 43 兵庫県
V188 木内 紀仁 キウチ ノリヒト 男性 44 大阪府
V189 金山　純也 カナヤマ　ジュンヤ 男性 44 三重県 三雲鵜飼陸上
V190 溝端 祐一 ミゾバタ ユウイチ 男性 45 大阪府
V191 大西　聡 オオニシ　サトル 男性 45 滋賀県
V192 山下　敦久 ヤマシタ　アツヒサ 男性 45 兵庫県
V193 大西　孝英 オオニシ　タカヒデ 男性 45 京都府
V194 服部　一宏 ハットリ　カズヒロ 男性 45 千葉県 JSA千葉
V195 渡辺 義人 ワタナベ ヨシト 男性 46 滋賀県
V196 加藤　健一 カトウ　ケンイチ 男性 46 埼玉県
V197 畠田　徹哉 ハタダ　テツヤ 男性 46 京都府
V198 岡崎　良彦 オカザキ　ヨシヒコ 男性 46 京都府
V199 木村 好孝 キムラ ヨシタカ 男性 47 大阪府 深北大学AC
V200 大橋 孝広 オオハシ タカヒロ 男性 47 京都府
V201 林　明男 ハヤシ　アキオ 男性 47 大阪府
V202 尾城　雅行 オシロ　マサユキ 男性 47 兵庫県
V203 和久　豪 ワク　タケシ 男性 47 兵庫県
V204 原田　和貴 ハラダ　カズキ 男性 47 兵庫県
V205 久保 哲哉 クボ テツヤ 男性 48 滋賀県
V206 谷澤　一夫 タニザワ　カズオ 男性 48 滋賀県
V207 薗田　毅 ソノダ　タケシ 男性 48 滋賀県
V208 奥村　健一 オクムラ　ケンイチ 男性 48 滋賀県 一般
V209 木崎　充裕 キザキ　ミツヒロ 男性 48 東京都 なんちゃってアスリート
V210 宮城　康司 ミヤギ　コウジ 男性 48 京都府
V211 木下　武之 キノシタ　タケシ 男性 48 滋賀県
V212 沼澤 一久 ヌマザワ カズヒサ 男性 49 東京都
V213 土屋 佳秀 ツチヤ ヨシヒデ 男性 49 長野県
V214 浜田 拓 ハマダ タク 男性 49 大阪府
V215 豊田　悦詩 トヨダ　エツシ 男性 49 京都府 エスカルゴルージュ
V216 関野 智勝 セキノ トモマサ 男性 50 千葉県 JSA千葉
V217 魚尾　英生 ウオオ　ヒデキ 男性 50 埼玉県 万葉健友会
V218 渡辺　茂人 ワタナベ　シゲト 男性 50 滋賀県
V219 牧戸　和之 マキド　カズユキ 男性 51 三重県 クロスフィット伊勢
V220 北野　元基 キタノ　モトノリ 男性 51 兵庫県
V221 鮫島 賢一 サメジマ ケンイチ 男性 52 大阪府
V222 池内 靖 イケウチ ヤスシ 男性 52 京都府
V223 岡野 哲之 オカノ テツユキ 男性 52 大阪府
V224 久保田　悦央 クボタ　ヨシオ 男性 53 千葉県 キタタンどかちん隊
V225 藤木 達夫 フジキ タツオ 男性 54 京都府 TARC
V226 前川　兼文 マエカワ　カネフミ 男性 55 大阪府
V227 石井 秀樹 イシイ ヒデキ 男性 57 愛知県
V228 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



【バーティカル（ノーマル女子）／ NORMAL WOMEN】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 ユース 年齢 都道府県 所属

V401 和久　好風 ワク　コノカ 女性 13 兵庫県
V402 ルブラス 恵美里 ルブラス エミリ 女性 14 神奈川県 ＳＣ丹沢秦野
V403 大畠 知子 オオバタケ トモコ 女性 〇 21 京都府 GRlab
V404 下稲 理子 シモイネ リコ 女性 〇 21 京都府
V405 永井 実 ナガイ ミノリ 女性 〇 21 奈良県
V406 吉田 知世 ヨシダ トモヨ 女性 〇 22 大阪府
V407 上田 真里奈 ウエダ マリナ 女性 〇 22 大阪府
V408 原田 美緒 ハラダ ミオ 女性 〇 23 愛知県
V409 宮川　早穂 ミヤカワ　サホ 女性 25 神奈川県 ES関東C
V410 山口　美里 ヤマグチ　ミサト 女性 25 京都府
V411 豊岡　真莉 トヨオカ　マリ 女性 26 京都府
V412 安藤 佳菜 アンドウ カナ 女性 26 京都府
V413 本田 陽子 ホンダ ヨウコ 女性 28 新潟県 阪急交通社
V414 松井 麻悠子 マツイ マユコ 女性 28 大阪府
V415 山中 美月 ヤマナカ ミヅキ 女性 28 大阪府
V416 黒田 藍子 クロダ アイコ 女性 33 東京都
V417 橋本 里奈子 ハシモト リナコ 女性 36 富山県 Soleil・K
V418 岡嶋　風子 オカジマ　フウコ 女性 40 大阪府
V419 河西　智映子 カサイ　チエコ 女性 40 京都府 京都マイラーズ
V420 土屋 和嘉子 ツチヤ ワカコ 女性 41 長野県 SKYNINJA
V421 近藤　和佳 コンドウ　ワカ 女性 42 福井県
V422 和久　真弓 ワク　マユミ 女性 45 兵庫県
V423 井尻　香代 イジリ　カヨ 女性 46 京都府
V424 加賀 真由美 カガ マユミ 女性 46 大阪府 岸和田健康クラブ
V425 小林 悦子 コバヤシ エツコ 女性 46 愛知県
V426 依田 真紀 ヨダ マキ 女性 49 大阪府
V427 泉　恵美 イズミ　エミ 女性 50 大阪府 八尾アスリートクラブ
V428 寺岡　清美 テラオカ　キヨミ 女性 50 大阪府
V429 大柴 久子 オオシバ ヒサコ 女性 50 東京都 メガロス葛飾
V430 長坂　恵子 ナガサカ　ケイコ 女性 51 愛知県 猿投
V431 上 美津子 ウエ ミツコ 女性 51 奈良県
V432 大林 恵 オオバヤシ メグミ 女性 54 滋賀県
V433 辻上 美弥子 ツジカミ ミヤコ 女性 55 愛知県 一宮RC
V434 佐々木 新子 ササキ シンコ 女性 56 東京都
V435 灘　尚子 ナダ　タカコ 女性 58 京都府 やんちゃ村


