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ピンク

No, Bib 組別 氏名 氏名2 府県名 所属 ﾁｰﾑﾖﾐｶﾞﾅ 学年 GS
1 21 小学1～4年 伊澤  慶介 ｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 鳥取県 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 2 755.32

2 22 小学1～4年 勢木 怜志 ｾｷ ﾚﾝｼ 鳥取県 末恒小学校 ｽｴﾂﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 3 252.09

3 23 小学1～4年 杉森　岳翔 ｽｷﾞﾓﾘ ｶﾞｸﾄ 鳥取県 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 4 339.05

4 24 小学1～4年 野川　勘太郎 ﾉｶﾞﾜ ｶﾝﾀﾛｳ 鳥取県 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 3 492.31

5 25 小学1～4年 森岡　三歩 ﾓﾘｵｶ ｻﾝﾎﾟ 鳥取県 若桜学園 ﾜｶｻｶﾞｸｴﾝ 2

6 26 小学1～4年 柴原　長門 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾅｶﾞﾄ 兵庫県 一宮ライトスタッフ ｲﾁﾉﾐﾔﾗｲﾄｽﾀｯﾌ 3

7 27 小学1～4年 岸本　斗輝 ｷｼﾓﾄ ﾄｷ 鳥取県 智頭小学校 ﾁｽﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 3

8 28 小学1～4年 大原　暖翔 ｵｵﾊﾗ ﾊﾙﾄ 鳥取県 上灘小学校 ｳﾜﾅﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 3

9 29 小学1～4年 濟　竜真 ﾜﾀﾙ ﾘｮｳﾏ 兵庫県 弘道小学校 ｺｳﾄﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 4

10 30 小学1～4年 山根　壮真 ﾔﾏﾈ ｿｳﾏ 鳥取県 若桜学園 ﾜｶｻｶﾞｸｴﾝ 2

11 31 小学5・6年 勢木　来志 ｾｷ ﾗｲｼ 鳥取県 末恒小学校 ｽｴﾂﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳ 6 201.64

12 32 小学5・6年 岸本　麿己 ｷｼﾓﾄ ﾏｷ 鳥取県 智頭小学校 ﾁｽﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 5 842.62

13 33 小学5・6年 安達 鶴雄 ｱﾀﾞﾁ ｶｸﾕｳ 鳥取県 和田小学校 ﾜﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 6 360.22

14 34 小学5・6年 伊澤 悠介 ｲｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 鳥取県 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 5 322.53

15 35 小学5・6年 西川　聖莉 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾘ 鳥取県 智頭小学校 ﾁｽﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 5 375.93

16 36 小学5・6年 森岡　幹太 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ 鳥取県 若桜学園 ﾜｶｻｶﾞｸｴﾝ 6 538.47

17 37 小学5・6年 桐畑　莞爾 ｷﾘﾊﾀ ｶﾝｼﾞ 滋賀県 余呉小中学校 ﾖｺﾞｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 6

18 38 中学生 森岡 岳大 ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ 鳥取県 若桜学園 ﾜｶｻｶﾞｸｴﾝ 2 207.40

19 39 中学生 近藤 龍生 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 岡山県 操山中学校 ﾐｻｵﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 312.58

20 40 中学生 稲増 秀成 ｲﾅﾏｽ ｼｭｳｾｲ 佐賀県 成穎中学校 ｾｲｴｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 3 247.97

21 41 中学生 高國 陽矢 ﾀｶｸﾆ ﾊﾙﾔ 岡山県 吉備中学校 ｷﾋﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 262.34

22 42 中学生 前田　藍光 ﾏｴﾀ ｱｲｷ 鳥取県 大山中学校 ﾀﾞｲｾﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 384.62

23 43 中学生 生田　和獅 ｲｸﾀ ｶｽﾞｼ 鳥取県 溝口中学校 ﾐｿﾞｸﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 1 304.35

24 44 中学生 小椋　久遠 ｵｸﾞﾗ ｸｵﾝ 鳥取県 大山中学校 ﾀﾞｲｾﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 1 268.17

25 45 中学生 飯田 琥晴 ｲｲﾀﾞ ｺﾊﾙ 兵庫 日高西中学校 ﾋﾀﾞｶﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 1

26 46 中学生 濟　大樹 ﾜﾀﾙ ﾀﾞｲｷ 兵庫県 出石中学校 ｲｽﾞｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 1

27 47 少年 内田 葵 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取県 米子北高等学校 ﾖﾅｺﾞｷﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 1 175.77

28 48 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 小谷　領人 ｺﾀﾆ ﾘｮｳﾄ 兵庫県 新宮ＳＣ ｼﾝｸﾞｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 141.61

29 49 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 谷渕　光二 ﾀﾆﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ 兵庫県 姫路RT ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 175.95

30 50 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 田中　誠二 ﾀﾅｶ ｾｲｼﾞ 岡山県 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 291.84

31 51 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 山下 寿朗 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾛｳ 岡山県 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 399.32

32 52 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 門野 保 ｶﾄﾞﾉ ﾀﾓﾂ 岡山県 三菱自工水島ｽｷｰ山岳部 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｺｳﾐｽﾞｼﾏ 404.92

33 53 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 田中 賢 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 鳥取県 智頭SC ﾁｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 194.61
34 54 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 西山　勉 ﾆｼﾔﾏﾂﾄﾑ 鳥取県 ｽｷｰﾁｰﾑＭＯＳＳＡ ﾓｯｻ 241.53
35 55 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 尾﨑 健一 ｵｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鳥取県 ﾌﾛﾝﾃｨｱSC ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 273.54
36 56 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 清水　琢也 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 鳥取県 HART 188.80

37 57 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 小林　良整 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｾｲ 鳥取県 フロンティアｽｷｰｸﾗﾌ゛ ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌ゛

38 58 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 山本　敏雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 鳥取県 フロンティアｽｷｰｸﾗﾌ゛ ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌ゛

39 74 ﾏｽﾀｰｽﾞ2部 青木　厚博 ｱｵｷ ｱﾂﾋﾛ 高知県 高知県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｺｳﾁｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 320.53

40 59 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 大西　利明 ｵｵﾆｼ ﾄｼｱｷ 兵庫県 姫路RT ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 145.28

41 60 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 長濱　憲之 ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 バル・ガルディナSC ﾊﾞﾙｶﾞﾙﾃﾞｨﾅｽｷｰｸﾗﾌﾞ 167.32

42 61 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 近行 博文 ﾁｶﾕｷ ﾋﾛﾌﾐ 岡山県 吉備SC ｷﾋﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 368.53

43 62 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 長山　誠司 ﾅｶﾞﾔﾏ ｾｲｼﾞ 鳥取県 かしのはクラブ ｶｼﾉﾊｸﾗﾌﾞ 327.52

44 63 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 岩本　弘一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 三重県 ﾁｰﾑさんじゅうまる 206.30

45 64 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 大地　康宏 ｵｵﾁ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 姫路RT ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 209.04

46 65 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 中川 滋 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 広島県 ﾏﾂﾀﾞSC ﾏﾂﾀﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 181.47

47 66 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 植田　篤志 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ 兵庫県 チームインフィニティ ﾁｰﾑｲﾝﾌｨﾆﾃｨ

48 67 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 西川　拓男 ﾆｼｶﾜ ﾀｸｵ 岡山県

49 75 ﾏｽﾀｰｽﾞ1部 新谷　誠 ﾆｲﾔ ﾏｺﾄ 高知県 クロススタイル高知 ｸﾛｽｽﾀｲﾙｺｳﾁ 237.22

50 68 成年3部 西田 恵 ﾆｼﾀﾞ ｹｲ 鳥取県 蒜山スキークラブ ﾋﾙｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 136.31

51 69 成年3部 福島 雅志 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｼ 岡山県 JR岡山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｼﾞｪｰｱｰﾙｵｶﾔﾏｽｷｰｸﾗﾌﾞ 323.96

52 70 成年3部 岡本　康宏 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 鳥取県 199.00

53 71 成年3部 北川　哲也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 兵庫県 姫路RT ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

54 72 成年2部 岸本　克己 ｷｼﾓﾄ ｶﾂｷ 鳥取県 智頭スキークラブ ﾁｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

55 73 成年2部 大原　秀一 ｵｵﾊﾗ ｼｭｳｲﾁ 鳥取県 智頭スキークラブ ﾁｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ


