
UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース男子総合】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

1 1003 吉野 大和 ヨシノ ヤマト 群馬県 大和坂46 2:06:34

2 1008 宮川 朋史 ミヤガワ トモフミ 石川県 2:13:19

3 1009 牛田 美樹 ウシダ ミキ 群馬県 2:13:30

4 1004 丸山 将真 マルヤマ ショウマ 長野県 NASA 2:25:02

5 1006 金澤 拓則 カナザワ ヒロノリ 長野県 NASA 2:27:37

6 1012 島 徳太郎 シマ トクタロウ 長野県 2:28:09

7 1057 大島 拓郎 オオシマ タクロウ 新潟県 うなぎいぬ新潟 2:38:59

8 1013 小林 雅貴 コバヤシ マサキ 富山県 2:40:12

9 1037 山之内 健 ヤマノウチ タケシ 新潟県 2:45:45

10 1002 鈴木 龍弥 スズキ リュウヤ 群馬県 2:51:54

11 1050 山田 江二 ヤマダ コウジ 新潟県 信越工業株式会社 2:54:18

12 1089 高橋 哲 タカハシ サトシ 新潟県 2:56:27

13 1029 茂木 敬史 モギ タカシ 東京都 2:57:12

14 1040 尾崎 紘太朗 オザキ コウタロウ 愛知県 2:58:44

15 1062 小田 成之 オダ シゲユキ 新潟県 2:59:01

16 1085 吉田 誠 ヨシダ マコト 新潟県 3:01:06

17 1060 木村 大 キムラ ダイ 新潟県 3:01:28

18 1023 花田 海 ハナダ カイ 新潟県 3:02:08

19 1033 中嶋 亮介 ナカジマ リョウスケ 滋賀県 3:09:10

20 1072 山口 真一 ヤマグチ シンイチ 新潟県
遅咲き苦楽舞・佐

渡
3:09:13

21 1030 渡辺 空守 ワタナベ タカモリ 新潟県 3:10:29

22 1061 安澤 善和 アンザワ ヨシカズ 新潟県 3:12:49

23 1052 和田 智秀 ワダ トモヒデ 新潟県 3:19:11

24 1082 松浦 康次 マツウラ ヤスジ 新潟県
松浦国際特許事務

所
3:23:07

25 1043 伊佐 直樹 イサ ナオキ 新潟県 朝日酒造 3:27:32

26 1051 岸田 宜樹 キシダ ヨシキ 新潟県 3:28:45

27 1049 松井 重之 マツイ シゲユキ 新潟県 ゴム君 3:29:37

28 1106 佐藤 政仁 サトウ マサヒトト 新潟県 3:30:32

29 1018 和田 倫行 ワダ ミチユキ 栃木県 うさぎとかめ 3:31:10

30 1026 渡辺 稜 ワタナベ リョウ 新潟県 3:31:35

31 1019 倉島 孝行 クラシマ タカユキ 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 3:33:31

32 1091 星 賢道 ホシ ケンドウ 新潟県 3:34:33

33 1042 小島 和宏 コジマ カズヒロ 新潟県 3:37:24

34 1063 青柳 和樹 アオヤギ カズキ 新潟県 3:42:20

35 1022 丸山 結人 マルヤマ ユイト 新潟県 3:42:58

36 1094 荒木 和也 アラキ カズヤ 群馬県 勝己一族 3:44:04

37 1056 尾崎 貴範 オザキ タカノリ 新潟県 3:44:25



UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース男子総合】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

38 1110 岡本 豪 オカモト タケシ 新潟県 魚沼ＪＴＦＣ 3:45:57

39 1059 池田 勇介 イケダ ユウスケ 福井県 3:48:22

40 1101 畑 秀信 ハタ ヒデノブ 東京都 酒鬼老天狗 3:51:39

41 1039 村田 雄人 ムラタ ユウト 群馬県 新大将棋部 3:54:00

42 1107 笠原 幸夫 カサハラ ユキオ 宮城県 東北電ＩＨＭＣ 3:54:57

43 1032 須田 光 スダ ヒカル 新潟県 3:55:30

44 1073 太宰 智志 ダザイ サトシ 宮城県 カフェ・モンテ 3:55:59

45 1064 舘野 恵介 タテノ ケイスケ 新潟県 3:56:09

46 1068 皆川 淑哉 ミナガワ トシヤ 新潟県 3:58:54

47 1070 細貝 一也 ホソカイ カズヤ 新潟県 3:59:25

48 1016 内山 千尋 ウチヤマ ユキヒロ 長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 4:00:13

49 1092 大嶋 太郎 オオシマ タロウ 新潟県 4:04:29

50 1034 荻島 潤基 オギシマ ジュンキ 新潟県 4:04:43

51 1096 安沢 昌俊 アンザワ マサトシ 新潟県 4:06:14

52 1015 山田 将太 ヤマダ ショウタ 新潟県
ＮｉｉｇａｔａＳ

ｋｙＣｌｕｂ
4:06:23

53 1071 吽野 健一郎 ウンノ ケンイチロウ 茨城県 4:07:46

54 1098 春日 尚義 カスガ ナオヨシ 東京都 4:08:44

55 1081 覚張 正樹 ガクハリ マサキ 新潟県 4:09:04

56 1104 渡辺 晃三 ワタナベ コウゾウ 新潟県
サードフィールド

さど
4:10:00

57 1084 渋谷 哲夫 シブヤ テツオ 埼玉県 4:14:40

58 1021 矢野 政孝 ヤノ マサタカ 長野県 4:15:57

59 1105 行田 道知 コウダ ミチトモ 新潟県 4:19:40

60 1069 平沢 達彦 ヒラサワ タツヒコ 新潟県 4:20:33

61 1095 簗瀬 仁一 ヤナセ ジンイチ 栃木県
古賀志山快速登山

部
4:20:44

62 1035 小野塚 昌之 オノヅカ マサユキ 栃木県 4:22:34

63 1031 本間 大介 ホンマ ダイスケ 新潟県 4:22:56

64 1065 秋野 利文 アキノ トシフミ 新潟県 駆ケグルイ 4:27:07

65 1024 末次 陸 スエツグ リク 群馬県 4:27:27

66 1086 南雲 昭浩 ナグモ アキヒロ 新潟県 4:28:24

67 1025 佐藤 宙斗 サトウ ヒロト 富山県 4:30:14

68 1020 沼澤 一久 ヌマザワ カズヒサ 東京都 4:31:21

69 1083 春川 聡 ハルカワ サトシ 群馬県 ＲＣミッチー 4:31:30

70 1093 堀 多佳志 ホリ タカシ 新潟県 4:33:54

71 1047 境野 喜之 サカイノ ヨシユキ 群馬県 八斗島サイクル 4:35:30

72 1067 原田 亮 ハラダ リョウ 新潟県 チーム安室奈美恵 4:50:31

73 1055 佐藤 司康 サトウ カズヨシ 新潟県 4:51:14



UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース男子総合】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

74 1087 宇山 陽太 ウヤマ ヨウタ 新潟県 4:53:17

75 1109 中俣 国男 ナカマタ クニオ 新潟県 ｈａｋｋａｉ 5:09:01

76 1058 渡部 崇 ワタベ タカシ 茨城県 5:21:21

DNF 1007 松本 大 マツモト ダイ 群馬県 JSA

DNF 1014 西山 達也 ニシヤマ タツヤ 長野県 かえるのポッケ

DNF 1017 高橋 友和 タカハシ トモカズ 新潟県
Ｄｅｔｏｕｒ＿ま

わり道

DNF 1027 三輪 徹 ミワ トオル 新潟県

DNF 1028 大川 采久 オオカワ アヤヒサ 新潟県 長岡技術科学大学

DNF 1036 太島 秀典 オオシマ ヒデノリ 新潟県

DNF 1038 富澤 剛 トミザワ タケシ 福島県

DNF 1041 板垣 澄人 イタガキ スミト 新潟県

DNF 1048 山崎 正貴 ヤマザキ マサキ 新潟県 ゴム君

DNF 1053 岡城 良太 オカシロ リョウタ 沖縄県

DNF 1054 樋口 太郎 ヒグチ タロウ 新潟県 ゴム君

DNF 1066 東条 叙宏 トウジョウ ノブヒロ 富山県
富山ランニングク

ラブ

DNF 1088 内山 丈明 ウチヤマ タケアキ 新潟県 しもまちクラブ

DNF 1090 船木 元 フナキ ハジメ 秋田県

DNF 1097 木津 誠 キツ マコト 新潟県 木津糀屋

DNF 1102 藤野 貴之 フジノ タカシ 埼玉県 埼玉ドＭ軍団

DNF 1103 林 啓 ハヤシ ケイ 埼玉県

DNF 1108 市場 利晴 イチバ トシハル 大阪府



UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース40代男子】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

1 1009 牛田 美樹 ウシダ ミキ 群馬県 2:13:30

2 1057 大島 拓郎 オオシマ タクロウ新潟県 うなぎいぬ新潟 2:38:59

3 1050 山田 江二 ヤマダ コウジ 新潟県 信越工業株式会社 2:54:18

4 1062 小田 成之 オダ シゲユキ 新潟県 2:59:01

5 1060 木村 大 キムラ ダイ 新潟県 3:01:28

6 1072 山口 真一 ヤマグチ シンイチ新潟県
遅咲き苦楽舞・佐

渡
3:09:13

7 1061 安澤 善和 アンザワ ヨシカズ新潟県 3:12:49

8 1052 和田 智秀 ワダ トモヒデ 新潟県 3:19:11

9 1051 岸田 宜樹 キシダ ヨシキ 新潟県 3:28:45

10 1049 松井 重之 マツイ シゲユキ新潟県 ゴム君 3:29:37

11 1018 和田 倫行 ワダ ミチユキ 栃木県 うさぎとかめ 3:31:10

12 1019 倉島 孝行 クラシマ タカユキ長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 3:33:31

13 1063 青柳 和樹 アオヤギ カズキ新潟県 3:42:20

14 1056 尾崎 貴範 オザキ タカノリ新潟県 3:44:25

15 1059 池田 勇介 イケダ ユウスケ福井県 3:48:22

16 1073 太宰 智志 ダザイ サトシ 宮城県 カフェ・モンテ 3:55:59

17 1064 舘野 恵介 タテノ ケイスケ新潟県 3:56:09

18 1068 皆川 淑哉 ミナガワ トシヤ新潟県 3:58:54

19 1070 細貝 一也 ホソカイ カズヤ新潟県 3:59:25

20 1016 内山 千尋 ウチヤマ ユキヒロ長野県 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 4:00:13

21 1015 山田 将太 ヤマダ ショウタ新潟県
ＮｉｉｇａｔａＳ

ｋｙＣｌｕｂ
4:06:23

22 1071 吽野 健一郎 ウンノ ケンイチロウ茨城県 4:07:46

23 1069 平沢 達彦 ヒラサワ タツヒコ新潟県 4:20:33

24 1065 秋野 利文 アキノ トシフミ新潟県 駆ケグルイ 4:27:07

25 1047 境野 喜之 サカイノ ヨシユキ群馬県 八斗島サイクル 4:35:30

26 1067 原田 亮 ハラダ リョウ 新潟県 チーム安室奈美恵 4:50:31

27 1055 佐藤 司康 サトウ カズヨシ新潟県 4:51:14

28 1058 渡部 崇 ワタベ タカシ 茨城県 5:21:21

DNF 1017 高橋 友和 タカハシ トモカズ新潟県
Ｄｅｔｏｕｒ＿ま

わり道

DNF 1048 山崎 正貴 ヤマザキ マサキ新潟県 ゴム君

DNF 1053 岡城 良太 オカシロ リョウタ沖縄県

DNF 1054 樋口 太郎 ヒグチ タロウ 新潟県 ゴム君

DNF 1066 東条 叙宏 トウジョウ ノブヒロ富山県
富山ランニングク

ラブ



UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース50代男子】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

1 1089 高橋 哲 タカハシ サトシ 新潟県 2:56:27

2 1085 吉田 誠 ヨシダ マコト 新潟県 3:01:06

3 1082 松浦 康次 マツウラ ヤスジ 新潟県 松浦国際特許事務所 3:23:07

4 1091 星 賢道 ホシ ケンドウ 新潟県 3:34:33

5 1094 荒木 和也 アラキ カズヤ 群馬県 勝己一族 3:44:04

6 1092 大嶋 太郎 オオシマ タロウ 新潟県 4:04:29

7 1096 安沢 昌俊 アンザワ マサトシ 新潟県 4:06:14

8 1098 春日 尚義 カスガ ナオヨシ 東京都 4:08:44

9 1081 覚張 正樹 ガクハリ マサキ 新潟県 4:09:04

10 1084 渋谷 哲夫 シブヤ テツオ 埼玉県 4:14:40

11 1021 矢野 政孝 ヤノ マサタカ 長野県 4:15:57

12 1095 簗瀬 仁一 ヤナセ ジンイチ 栃木県 古賀志山快速登山部 4:20:44

13 1086 南雲 昭浩 ナグモ アキヒロ 新潟県 4:28:24

14 1020 沼澤 一久 ヌマザワ カズヒサ 東京都 4:31:21

15 1083 春川 聡 ハルカワ サトシ 群馬県 ＲＣミッチー 4:31:30

16 1093 堀 多佳志 ホリ タカシ 新潟県 4:33:54

17 1087 宇山 陽太 ウヤマ ヨウタ 新潟県 4:53:17

DNF 1088 内山 丈明 ウチヤマ タケアキ 新潟県 しもまちクラブ

DNF 1090 船木 元 フナキ ハジメ 秋田県

DNF 1097 木津 誠 キツ マコト 新潟県 木津糀屋



UONUMA SKYRUN 2021 2021/10/24

【魚沼アルプススカイレース  　エキスパートコース60代以上男子】

順位 ナンバー 氏名 氏名カナ 都道府県 所属 記録

1 1106 佐藤 政仁 サトウ マサヒト 新潟県 3:30:32

2 1110 岡本 豪 オカモト タケシ 新潟県 魚沼ＪＴＦＣ 3:45:57

3 1101 畑 秀信 ハタ ヒデノブ 東京都 酒鬼老天狗 3:51:39

4 1107 笠原 幸夫 カサハラ ユキオ 宮城県 東北電ＩＨＭＣ 3:54:57

5 1104 渡辺 晃三 ワタナベ コウゾウ 新潟県 サードフィールドさど 4:10:00

6 1105 行田 道知 コウダ ミチトモ 新潟県 4:19:40

7 1109 中俣 国男 ナカマタ クニオ 新潟県 ｈａｋｋａｉ 5:09:01

DNF 1102 藤野 貴之 フジノ タカシ 埼玉県 埼玉ドＭ軍団

DNF 1103 林 啓 ハヤシ ケイ 埼玉県

DNF 1108 市場 利晴 イチバ トシハル 大阪府




