
Champion System Tokyo Vertical Race in Hinohara

ゼッケン 選手氏名 選手氏名（カナ） 性別
1 堀 泰彰 ホリ ヤスアキ 男性
2 田中 晶 タナカ アキラ 男性
3 鈴木 一憲 スズキ カズノリ 男性
4 野口 直樹 ノグチ ナオキ 男性
5 市倉 豊 イチクラ ユタカ 男性
6 又井 ゆうこ マタイ ユウコ 女性
7 川出 浩司 カワデ コウジ 男性
8 福手 瑛士 フクテ エイシ 男性
9 堀口 秀一 ホリグチ シュウイチ 男性
10 竹原 直矢 タケハラ ナオヤ 男性
11 小澤 善文 オザワ ヨシフミ 男性
12 土屋 佳秀 ツチヤ ヨシヒデ 男性
13 田中 裕之 タナカ ヒロユキ 男性
14 沼澤 一久 ヌマザワ カズヒサ 男性
15 加藤 忠介 カトウ タダスケ 男性
16 佐藤 健 サトウ ケン 男性
17 丸田 晋司 マルタ シンジ 男性
18 草薙 眞一郎 クサナギ シンイチロウ 男性
19 箕田 直人 ミノダ ナオト 男性
20 丸橋 浩 マルバシ ヒロシ 男性
21 田村 実 タムラ ミノル 男性
22 石榑 昌也 イシグレ マサヤ 男性
23 宮下 環 ミヤシタ タマキ 男性
24 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 女性
25 細木 郁生 ホソキ イクオ 男性
26 安藤 綸沙子 アンドウ リサコ 女性
27 島田 登仁 シマダ ノリヒト 男性
28 有賀 裕亮 アリガ ユウスケ 男性
29 船山 明彦 フナヤマ アキヒコ 男性
30 阿部 浩司 アベ コウジ 男性
31 春日 尚義 カスガ ナオヨシ 男性
32 水頭 健太郎 スイトウ ケンタロウ 男性
33 松崎 崇志 マツザキ タカシ 男性
34 小川 俊介 オガワ シュンスケ 男性
35 小林 海仁 コバヤシ カイト 男性
36 熊崎 大和 クマザキ ヤマト 男性
37 平野 年紀 ヒラノ トシノリ 男性
38 柳原 真人 ヤナギハラ マサト 男性
39 高橋 純 タカハシ ジュン 男性
40 ルブラス エルワン ルブラス エルワン 男性
41 ルブラス 恵美里 ルブラス エミリ 女性
42 佐藤 誠也 サトウ セイヤ 男性
43 西尾 敏郎 ニシオ トシロウ 男性
44 橘 孝祐 タチバナ コウスケ 男性
45 小林 哲朗 コバヤシ テツアキ 男性
46 杉坂 健次 スギサカ ケンジ 男性
47 上杉 博一 ウエスギ ヒロカズ 男性
48 神林 桂子 カンバヤシ ケイコ 女性
49 岡野 椋介 オカノ リョウスケ 男性
50 根岸 洋一郎 ネギシ ヨウイチロウ 男性
51 山上 聡 ヤマカミ サトル 男性
52 白波瀬 龍平 シラハセ リュウヘイ 男性
53 前中 脩人 マエナカ シュウト 男性
54 青山 桂子 アオヤマ ケイコ 女性
55 寺垣内 航 テラガウチ ワタル 男性
56 矢澤 孝 ヤザワ タカシ 男性
57 石渡 保子 イシワタリ ヤスコ 女性


