
ｾﾞｯｹﾝ番号 種目名 氏名漢字 氏名ｶﾅ 性別 参加地域

401 ショート12km女子 引地　美紀 ﾋｷﾁ ﾐｷ 女 宮城県

402 ショート12km女子 木島　麻衣子 ｷｼﾏ ﾏｲｺ 女 秋田県

403 ショート12km女子 佐藤　美希 ｻﾄｳ ﾐｷ 女 宮城県

404 ショート12km女子 山本　尚子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｺ 女 秋田県

405 ショート12km女子 佐藤　美和 ｻﾄｳ ﾐﾜ 女 宮城県

406 ショート12km女子 高橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 女 秋田県

407 ショート12km女子 藤島　佳世 ﾌｼﾞｼﾏ ｶﾖ 女 山形県

408 ショート12km女子 有本　真紀 ｱﾘﾓﾄ ﾏｷ 女 山形県

409 ショート12km女子 小原　麗子 ｵﾊﾞﾗ ﾚｲｺ 女 岩手県

410 ショート12km女子 髙田　美穂 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎ 女 宮城県

411 ショート12km女子 堀川　千秋 ﾎﾘｶﾜ ﾁｱｷ 女 秋田県

412 ショート12km女子 加藤　道代 ｶﾄｳ ﾐﾁﾖ 女 山形県

413 ショート12km女子 加藤　葵 ｶﾄｳ ｱｵｲ 女 山形県

414 ショート12km女子 高橋　恵理子 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ 女 山形県

415 ショート12km女子 大滝　由利 ｵｵﾀｷ ﾕﾘ 女 山形県

416 ショート12km女子 菅井　久美子 ｽｶﾞｲ ｸﾐｺ 女 宮城県

417 ショート12km女子 渡辺　澄江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｴ 女 宮城県

418 ショート12km女子 山崎　風香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳｶ 女 山形県

419 ショート12km女子 BELLEC　CHLOE ﾍﾞﾚｯｸ ｸﾛｴ 女 宮城県

501 ショート12km男子 土屋　隆 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳ 男 山形県

502 ショート12km男子 朝倉　侑生 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 男 宮城県

503 ショート12km男子 畠山　慎太郎 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 男 秋田県

504 ショート12km男子 渡辺　久徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾉﾘ 男 宮城県

505 ショート12km男子 木島　秀智 ｷｼﾏ ﾋﾃﾞﾄﾓ 男 秋田県

506 ショート12km男子 皆川　崇 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 男 宮城県

507 ショート12km男子 阿部　寛記 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 男 宮城県

508 ショート12km男子 高橋　正浩 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 男 秋田県

509 ショート12km男子 大沼　智哉 ｵｵﾇﾏ ﾄﾓﾔ 男 宮城県

510 ショート12km男子 黒田　美喜男 ｸﾛﾀﾞ ﾐｷｵ 男 山形県

511 ショート12km男子 松田　有史 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ 男 山形県

512 ショート12km男子 五十嵐　朗 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 男 山形県

513 ショート12km男子 櫻井　正剛 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾀｶ 男 山形県

514 ショート12km男子 井上　雄一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 男 山形県

515 ショート12km男子 高橋　淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 男 宮城県



516 ショート12km男子 高橋　欣正 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾏｻ 男 山形県

517 ショート12km男子 五十嵐　永治 ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｼﾞ 男 宮城県

518 ショート12km男子 菅原　智 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 男 山形県

519 ショート12km男子 麥谷　政承 ﾑｷﾞﾔ ﾏｻﾂｸﾞ 男 群馬県

520 ショート12km男子 矢久保　学 ﾔｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 男 宮城県

521 ショート12km男子 佐藤　幸基 ｻﾄｳ ｺｳｷ 男 山形県

522 ショート12km男子 藤原　大樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 男 宮城県

523 ショート12km男子 橋本　篤 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ 男 宮城県

524 ショート12km男子 星川　拓也 ﾎｼｶﾜ ﾀｸﾔ 男 山形県

525 ショート12km男子 齊藤　貴蔵 ｻｲﾄｳ ﾀｶｸﾗ 男 東京都

526 ショート12km男子 髙橋　恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 男 秋田県

527 ショート12km男子 栗原　隆志 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 男 山形県

528 ショート12km男子 横山　浩樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 男 宮城県

529 ショート12km男子 小谷地　拓己 ｺﾔﾁ ﾀｸﾐ 男 山形県

530 ショート12km男子 真田　翔 ｻﾅﾀﾞ ｼｮｳ 男 山形県

531 ショート12km男子 羽角　秀太 ﾊｽﾐ ｼｭｳﾀ 男 山形県

532 ショート12km男子 渡辺　雄大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 男 宮城県

533 ショート12km男子 髙橋　伸夫 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 男 山形県

534 ショート12km男子 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 男 宮城県

535 ショート12km男子 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ 男 宮城県

536 ショート12km男子 小池　晋 ｺｲｹ ｼﾝ 男 山形県

537 ショート12km男子 我妻　嘉仁 ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ 男 宮城県


