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K8001 諸橋 雄一 ﾓﾛﾊｼ ﾕｳｲﾁ 諸橋　美優 ﾓﾛﾊｼ ﾐﾕ 南魚沼市 辰の子クラブ

K8002 星 俊寛 ﾎｼ ﾄｼﾋﾛ 星　映都 ﾎｼ ｱｷﾄ 魚沼市 エンジョイＳＣ魚沼

K8003 菊島 美和子 ｷｸｼﾏ ﾐﾜｺ 菊島　裕貴 ｷｸｼﾏ ﾕｳｷ 長岡市

K8004 菊島 裕貴 ｷｸｼﾏ ﾕｳｷ 菊島　美和子 ｷｸｼﾏ ﾐﾜｺ 長岡市

K8005 川上 葵生 ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 川上　智志 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ 小千谷市 おぢやファイトクラブ

K8006 伊藤 健一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 伊藤　未来 ｲﾄｳ ﾐﾗｲ 新潟市 チーム未来

K8007 大塚 麻理奈 ｵｵﾂｶ ﾏﾘﾅ 大塚　稜矢 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾔ 魚沼市 あぶるまジュニア

K8008 今井 大志 ｲﾏｲ ﾀｲｼ 今井　来斗 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 魚沼市 吉水楽走会

K8009 佐藤 敬吾 ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 佐藤　ゆき子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 新潟市

K8010 湯本 洋子 ﾕﾓﾄ ﾖｳｺ 湯本　康太 ﾕﾓﾄ ｺｳﾀ 魚沼市 あぶるまジュニア

K8011 椿 利幸 ﾂﾊﾞｷ ﾄｼﾕｷ 椿　遥斗 ﾂﾊﾞｷ ﾊﾙﾄ 魚沼市

K8012 椿 遥斗 ﾂﾊﾞｷ ﾊﾙﾄ 椿　利幸 ﾂﾊﾞｷ ﾄｼﾕｷ 魚沼市

K8013 馬場 陽平 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｳﾍｲ 馬場　蘭 ﾊﾞﾊﾞ ﾗﾝ 魚沼市

K8014 馬場 智恵子 ﾊﾞﾊﾞ ﾁｴｺ 馬場　潤 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 魚沼市

K8015 霜鳥 拓歩 ｼﾓﾄﾘ ﾀｸﾎ 霜鳥　祐介 ｼﾓﾄﾘ ﾕｳｽｹ 妙高市 新井小学校

K8016 高野 育子 ﾀｶﾉ ｲｸｺ 高野　将太郎 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 南魚沼市

K8017 半戸 寿男 ﾊﾝﾄﾞ ﾄｼｵ 半戸　朱莉 ﾊﾝﾄﾞ ｱｶﾘ 魚沼市

K8018 半戸 由希子 ﾊﾝﾄﾞ ﾕｷｺ 半戸　明音 ﾊﾝﾄﾞ ｱｶﾈ 魚沼市

K8019 中澤 純子 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 真部　郷子 ﾏﾍﾞ ｻﾄｺ 新潟市 新潟ウェルネス

K8020 櫻井 康平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 櫻井　真冬 ｻｸﾗｲ ﾏﾌﾕ 魚沼市 りんりんロード

K8021 澤口 和時 ｻﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｷ 澤口　晴樹 ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 燕市

K8022 星野 さくら ﾎｼﾉ ｻｸﾗ 星野　豊 ﾎｼﾉ ﾕﾀｶ 魚沼市 湯之谷小学校

K8023 長谷部 歩 ﾊｾﾍﾞ ｱﾕﾑ 長谷部　真一 ﾊｾﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 新発田市 新発田東小学校

K8024 横山 潤弥 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 横山　蒼空 ﾖｺﾔﾏ ｿﾗ 魚沼市

K8025 上村 則文 ｶﾐﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 上村　護 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾓﾙ 魚沼市 魚沼防災

K8026 坂西 みらの ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾐﾗﾉ 坂西　那知 ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾅﾁ 魚沼市

K8027 八木 桃子 ﾔｷﾞ ﾓﾓｺ 八木　みのり ﾔｷﾞ ﾐﾉﾘ 魚沼市

K8028 山田　悦子 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾂｺ 山田　あこ 新潟市

K8029 山田　克一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂｲﾁﾛｳ 山田　祥太郎 新潟市

K8030 佐藤　貞 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 佐藤　貞太郎 魚沼市

K8031 飯塚　広泰 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾔｽ 飯塚　瑛介 新潟市

K8032 篠田　憲太 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 篠田　果歩 小千谷市 スナック幸子

K8033 椛沢　雄彦 ｶﾊﾞｻﾜ ﾀｹﾋｺ 椛沢　陽彦 魚沼市

K8034 椛沢　知加 ｶﾊﾞｻﾜ ﾁｶ 椛沢　颯太 魚沼市

K8035 山之内　由香里 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕｶﾘ 山之内　凛菜 魚沼市 あぶるまジュニア

K8036 大桃　久美子 ｵｵﾓﾓ ｸﾐｺ 大桃　大和 魚沼市 あぶるまジュニア

K8037 阿部　貫太 ｱﾍﾞ ｶﾝﾀ 阿部　春生 南魚沼市

K8038 奥田 千佳子 ｵｸﾀﾞ ﾁｶｺ 奥田 陽一朗 ｵｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 魚沼市 チーム圓福寺

K8039 桜井 浬夢 ｻｸﾗｲ ﾘｲﾈ 桜井 ひとみ ｻｸﾗｲ ﾋﾄﾐ 魚沼市 ラビットRC

K8040 桜井 玲音 ｻｸﾗｲ ﾚﾉﾝ 高橋 杏 ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 魚沼市 ラビットRC

K8041 山本 多聞 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾓﾝ 山本 想 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ 魚沼市

K8042 井口 浩子 ｲｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 井口 尊陽 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 魚沼市

K8043 関 麻莉子 ｾｷ ﾏﾘｺ 関 遥人 ｾｷ ﾊﾙﾄ 魚沼市
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K8044 内田 美保 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾎ 内田 花 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾅ 魚沼市

K8045 小岩 ひより ｺｲﾜ ﾋﾖﾘ 小岩 直子 ｺｲﾜ ﾅｵｺ 魚沼市 ラビットRC

K8046 桜井 司 ｻｸﾗｲ ﾂｶｻ 小岩 悟司 ｺｲﾜ ｻﾄｼ 魚沼市 ラビットRC

K8047 和田 麻耶 ﾜﾀﾞ ﾏﾔ 和田 夢希音 ﾜﾀﾞ ﾕﾉﾝ 魚沼市

K8048 片岡 暖人 ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾄ 片岡 雄也 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾔ 魚沼市 ラビットRC

K8049 片岡 駿介 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 片岡 寿枝 ｶﾀｵｶ ｺﾄｴ 魚沼市 ラビットRC

K8050 水野 泰河 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ 水野 興司 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾞ 長岡市

K8051 吉田 羚人 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾄ 渡辺 爽夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 魚沼市 須原小学校

K8052 吉田 倖 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁ 吉田 羚真 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 魚沼市

K8053 吉田 秀喜 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 吉田 久子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ 長岡市

K8054 渡辺 摩理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘ 渡辺 爽海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ 魚沼市

K8055 志田 みなみ ｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ 志田 アン ｼﾀﾞ ｱﾝ 魚沼市

K8056 五十嵐 新 ｲｶﾗｼ ｱﾗﾀ 五十嵐 拓也 ｲｶﾗｼ ﾀｸﾔ 魚沼市 堀之内小学校

K8057 今井 清司 ｲﾏｲ ｷﾖｼ 今井 麻結 ｲﾏｲ ﾏﾕ 魚沼市

K8058 西野 正人 ﾆｼﾉ ﾏｻﾄ 西野 雅飛 南魚沼市


