愛知

09002443 松宗 功

09001606 筒井 孝二

愛知ｼﾆｱｽｷｰR

09001582 後藤 吉伸

ﾘﾍﾞﾙﾃSC

09000299 小島 孝一

ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

00000003 平澤 俊充

とぼねスキーク

09001617 梶田 素光

ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ

59.98

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09002946 傳田 実

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

149.76

09001215 鈴木 俊樹

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

141.15

58.52

09001162 宮川 重和

山田温泉ｽｷｰｸ

166.07

09002440 嘉部 泰徳

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

115.05

107.17

岐阜

09001247 芳川 太郎

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001315 牛山 成剛

松本市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

88.08

09001654 成田 薫

岐阜DSｽｷｰｸﾗﾌ

291.90

09001231 清水 義人

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

113.08

09001669 龍頭 彰夫

多治見ｽｷｰ協会

139.73

09001202 西澤 秀樹

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

134.48

09001206 羽毛田 美鶴 小谷村体育協会

70.94

三重
09001630 宇佐美 康彦 四日市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
09001635 吉冨 誠

221.64

09002430 竹井 豊

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001197 篠原 鉄也

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

116.43

09001159 西条 己智男 長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

68.58

09001268 和田 秀樹

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

29.59

09001217 兒玉 安弘

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

82.50

09001187 青木 徹夫

長野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

95.96

ｽﾉｰﾒｲﾄ名張

46.86

09001366 小林 一男

舞子高原ｽｷｰｸ

14.23

09001357 野上 久男

六日町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

46.24

09002840 村越 安雄

盛田ｽﾎﾟｰﾂ振興

09001326 柏木 茂奉

新潟ｽｷｰ協会

229.22

00000001 中村 協和

09001361 阿部 孝

舞子高原ｽｷｰｸ

65.46

00000002 市川 和人

09001358 外谷 志津夫 舞子高原ｽｷｰｸ

79.23

新潟

長野

中野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

東京
09000767 長谷川 武

日産自動車東京

186.92

87.75

09001055 片桐 知雄

渋谷区ｽｷｰ連盟

81.90

09001281 築田 英智

信濃町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001302 小山 一郎

JR東日本長野

100.41

09001052 東出 憲一

江東区ｽｷｰ連盟

09001287 古幡 光司

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

107.46

09001061 神田 友義

UNOｽｷｰｸﾗﾌﾞ

115.90

09001226 中島 洋一

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

267.72

09002515 高見 淳

東京消防庁ｽｷｰ

188.21

09001289 宮島 久

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

115.13

09001032 松本 直士

ﾊﾞﾓｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001293 楢原 聚

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

122.95

09000388 助川 尚一

ｼﾞｰﾌｧｸﾄﾘｰ

252.38

09001222 中村 宗一郎 中野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

234.39

09000710 石田 満

ｱｰﾄｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸ

224.18

09002557 木村 久一

東京消防庁ｽｷｰ

135.33

09002918 水口 裕

MAXIMUMｽｷｰﾁ

190.51

ｱｰﾄｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸ

240.53

射水市ｽｷｰ協会

85.31

ｽﾉｰﾗｲﾝｸﾗﾌﾞ

76.29
94.66

09001301 児玉 千代人 志賀高原ｽｷｰｸ

18.20

86.06

09001310 中村 忠好

中野市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001283 山辺 賢郎

上田ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

34.31

09000714 中村 利壮

09001299 真田 幸広

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

75.44

富山

09001155 星合 孝二

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

224.71

09001295 平山 良雄

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

93.11

福岡

09001208 室川 芳之

小谷村体育協会

71.88

09001852 川原 英之

09001275 猪股 茂

小谷村体育協会

35.75

09001274 田原 常勝

小谷村体育協会

211.55

09000339 瀬川 鐡男

福島県ﾏｽﾀｰｽﾞｽ

09001294 佐藤 利明

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

80.14

09000337 佐藤 隆雄

福島県ﾏｽﾀｰｽﾞｽ

61.75

09001292 小林 正広

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

53.86

09000352 齋藤 貞太郎 福島県ﾏｽﾀｰｽﾞｽ

16.38

09001290 西沢 重吉

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

40.83

兵庫

09001174 荻原 稔

小谷村体育協会

79.35

09001775 安福 稔

09001300 吉野 茂雄

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

34.56

09001160 石井 博

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

124.36

09001306 渡辺 正美

JR東日本長野

09001288 西山 勘十郎 大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

105.86

38.24

22.60
48.19

09002444 山下 邦彦

大町市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21.29

09001312 石原 登

志賀高原ｽｷｰｸ

296.57

09001241 田ノ上 徳延 木曽町体育協会

88.34

09001264 村山 隆行

千曲ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

160.11

09001234 相沢 稔

JR東日本長野

169.35

09002869 米倉 紀明

木島平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09001232 関口 修

JR東日本長野

164.80

09001265 小湊 弘明

飯山市ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

147.08

09001296 小林 健治

湯の丸ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

51.44

09001434 池原 等

福島

神戸ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰ

48.31

