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ピンク SAT-GS

No, Bib ＳＡＴｺｰﾄﾞ 氏　　名 ﾖﾐｶﾀ 県名 所  属 ﾁｰﾑﾖﾐｶﾞﾅ 学年 No.４ 部別

1 21 330727 難波　龍正 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 岡山県 吉備小学校 ｷﾋﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ 4 460.84 小学１～４年生

2 22 310008 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 3 402.10 小学１～４年生

3 23 310011 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 4 399.06 小学１～４年生

4 24 310574 羽田　篤 ﾊﾈﾀﾞｱﾂｼ 鳥取県 明道小学校 ﾒｲﾄﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 4 395.87 小学１～４年生

5 25 310046 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 1 353.30 小学１～４年生

6 26 310014 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 4 201.64 小学１～４年生

7 27 310045 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 4 小学１～４年生

8 28 310047 羽田　稔 ﾊﾈﾀﾞﾐﾉﾙ 鳥取県 明道小学校 ﾒｲﾄﾞｳｼｮｳｶﾞｯｺｳ 1 小学１～４年生

9 29 310044 生田　和獅 ｲｸﾀ ｶｽﾞｼ 鳥取県 溝口小学校 ﾐｿﾞｸﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ 5 394.99 小学５，６年生

10 30 310042 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 6 391.82 小学５，６年生

11 31 310002 小椋　久遠 ｵｸﾞﾗ ｸｵﾝ 鳥取県 大山小学校 ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ 5 268.17 小学５，６年生

12 32 310561 瀬戸　脩司 ｾﾄ ｼｭｳｼﾞ 鳥取県 若桜学園 ﾜｶｻｶﾞｸｴﾝ 2 340.73 中学生

13 33 310539 廣江　遥仁 ﾋﾛｴ ﾊﾙﾄ 鳥取県 後藤ヶ丘中学校 ｺﾞﾄｳｶﾞｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 197.32 中学生

14 34 310575 内田　葵 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ 鳥取県 日南中学校 ﾆﾁﾅﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 194.64 中学生

15 35 310547 山名　旦 ﾔﾏﾅ ｱｻﾋ 鳥取県 鳥取南中学校 ﾄｯﾄﾘﾐﾅﾐﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 2 191.54 中学生

16 36 310541 加藤　怜 ｶﾄｳ ﾚｲ 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 1 183.13 少年

17 37 310523 椎木　基覚 ｼｲﾉｷ ﾓﾄｱｷ 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 1 122.57 少年

18 38 310026 小林　雅行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 鳥取県 ﾌﾛﾝﾃｨｱSC ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 415.33 マスターズ２部

19 39 330686 山下　寿朗 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾛｳ 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ｽｷｰｻﾝｶﾞｸﾌﾞ 399.32 マスターズ２部

20 40 330641 守屋　寛二 ﾓﾘﾔ ｶﾝｼﾞ 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 353.96 マスターズ２部

21 41 330131 千田　雄示 ｾﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岡山県 ｸﾗﾌﾞｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ ｸﾗﾌﾞｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ 322.80 マスターズ２部

22 42 310507 増原　潤一 ﾏｽﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 鳥取県 白樺クラブ ｼﾗｶﾊﾞｸﾗﾌﾞ 302.12 マスターズ２部

23 43 330721 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 マスターズ２部

24 44 310319 高橋　好高 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾀｶ 鳥取県 山荘スキークラブ ｻﾝｿｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 286.24 マスターズ２部

25 45 310024 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 マスターズ２部

26 46 330580 小松　徹 ｺﾏﾂ ﾄｵﾙ 鳥取県 岡山教職員SC ｵｶﾔﾏｷｮｳｼｮｸｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 268.18 マスターズ２部

27 47 330197 石丸　洋 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｼ 岡山県 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 259.82 マスターズ２部

28 48 311014 西山　勉 ﾆｼﾔﾏ ﾂﾄﾑ 鳥取県 MOSSA ﾓｯｻ 241.53 マスターズ２部

29 49 280580 仲田　和富 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄﾐ 兵庫県 235.14 マスターズ２部

30 50 280574 糸乗 　隆行 ｲﾄﾉﾘ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 神鍋SC ｶﾝﾅﾍﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 226.77 マスターズ２部

31 51 311011 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 マスターズ２部

32 52 280138 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 マスターズ２部

33 53 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ｽｷｰｻﾝｶﾞｸﾌﾞ マスターズ２部

34 54 330010 松村　洋 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ 京都府 ファーレーンSC ﾌｧｰﾚｰﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 223.73 マスターズ１部

35 55 280095 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ﾁｰﾑ 209.04 マスターズ１部

36 56 311534 大久保　仁志 ｵｵｸﾎﾞﾋﾄｼ 鳥取県 206.35 マスターズ１部

37 57 340008 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 マスターズ１部

38 58 280067 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ﾁｰﾑ 175.95 マスターズ１部

39 59 280109 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ﾁｰﾑ 145.28 マスターズ１部

40 60 340736 迫　誠志 ｻｺ ｻﾄｼ 広島県 広島ﾏﾛﾆｴｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｼﾏﾏﾛﾆｴｽｷｰｸﾗﾌﾞ マスターズ１部

41 61 小田　浩幸 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ マスターズ１部

42 62 井上　英彰 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県 ﾈｰｼﾞｭST ﾈｰｼﾞｭｽｷｰﾁｰﾑ マスターズ１部

43 63 311004 村上　大 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲ 鳥取県 若桜氷ﾉ山ｸﾗﾌﾞ ﾜｶｻﾋｮｳﾉｾﾝｸﾗﾌﾞ 228.83 成年３部

44 64 311408 岡本　康宏 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 鳥取県 199.00 成年３部

45 65 280080 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ﾁｰﾑ 176.35 成年３部

46 66 280104 坂本　孝文 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 兵庫県 姫路RT ﾋﾒｼﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 175.39 成年３部

47 67 280074 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 成年３部

48 68 280471 尾上　宏一 ｵﾉｴ ｺｳｲﾁ 兵庫県 ﾈｰｼﾞｭST ﾈｰｼﾞｭｽｷｰﾁｰﾑ 147.01 成年３部

49 69 311040 西田　恵 ﾆｼﾀﾞ ｹｲ 鳥取県 136.31 成年３部

50 70 310536 藤村　友 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓ 鳥取県 ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾌﾛﾝﾃｨｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 218.02 成年２部

51 71 310508 寺本　神 ﾃﾗﾓﾄ ｼﾞﾝ 鳥取県 山荘SC ｻﾝｿｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 245.64 成年１部
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