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2021たかやしろトレイルランニングレース

1グループ　9:30 STRAT

No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
0 馬場 直人 ババ ナオト 18歳～29歳 中野土建SC 男性
1 小田 切将真 オダギリ ショウマ 18歳～29歳 NASA 男性
2 丸山 将真 マルヤマ ショウマ 18歳～29歳 NASA 男性
3 金澤 拓則 カナザワ タクノリ 18歳～29歳 NASA 男性
4 藤ノ木 光 フジノキ ヒカリ 18歳～29歳 東京美装興業（株） 男性
5 大瀬 和文 オオセ カズフミ 男子　30代 ALP SKI TEAM 男性
6 杉本 諭 スギモト サトシ 男子　30代 ノスコーソ 男性
7 上村 亮介 カミムラ リョウスケ 男子　30代 チームスロッブ 男性
8 宮川 鉄也 ミヤガワ テツヤ 男子　40代 酪農家 男性
9 奥宮 俊祐 オクノミヤ シュンスケ 男子　40代 Fun Trails 男性

10 駒村 俊介 コマムラ シュンスケ 男子　40代 ＴＥＡＭ　ＡＬＴＲＡ 男性
11 川久保 力生 カワクボ リキ 男子　高校 飯山高校 男性
12 岡田 幸也 オカダ ユキヤ 男子　高校 新井高校 男性
13 中川 敬太 ナカガワ ケイタ 男子　高校 男性
14 宮竹 利史哉 ミヤタケ トシヤ 男子　高校 チームしろくま 男性
15 池田 和勢 イケダ カズナリ 男子　高校 飯山高校 男性
16 伊藤 大智 イトウ ダイチ 男子　高校 飯山高校 男性
17 小笠原 舜 オギワラ シュン 男子　高校 飯山高校 男性
18 髙橋 明流 タカハシ アリュウ 男子　高校 飯山高校 男性
19 西村 龍起 ニシムラ リュウキ 男子　高校 飯山高校 男性
20 吉越 敬介 コシゴエ ケイスケ 男子　高校 飯山高校 男性
21 池田 遼一 イケダ リョウイチ 男子　高校 飯山高校 男性
22 小島 海翔 コジマ カイト 男子　高校 飯山高校 男性
23 千野 伸河 チノ シンガ 男子　高校 飯山高校 男性
24 沼田 渉聖 ヌマタ アユト 男子　高校 飯山高校 男性
25 堀米 結丸 ホリゴメ ユウマル 男子　高校 飯山高校 男性
26 岡田 滉樹 オカダ コウキ 男子　高校 飯山高校 男性
27 大日方 彩吹 オビナタ イブキ 男子　高校 飯山高校 男性
28 笠間 莉斗 カサマ リト 男子　高校 飯山高校 男性
29 串橋 祐次郎 クシハシ ユウジロウ 男子　高校 飯山高校 男性
30 久保田 八雲 クボタ ヤクモ 男子　高校 飯山高校 男性
31 佐藤 汰祐 サトウ タイスケ 男子　高校 中野立志館高校 男性
32 黒岩 桔平 クロイワ キッペイ 男子　高校 中野立志館高校 男性
33 森 稟桜 モリ リオ 男子　高校 中野立志館高校 男性
34 徳竹 佑哉 トクタケ ユウヤ 男子　高校 中野立志館高校 男性
35 宮入 俊輔 ミヤイリ シュウンスケ 男子　高校 中野立志館高校 男性
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36 川邊 仁太 カワベ ジンタ 男子　高校 中野立志館高校 男性
37 吉池 泰一 ヨシイケ タイチ 男子　高校 中野立志館高校 男性
38 稲田 結矢 イナダ ユウヤ 男子　高校 中野立志館高校 男性
39 佐藤 秀 サトウ ヒデル 男子　高校 中野立志館高校 男性
40 小林 琉斗 コバヤシ リュウト 男子　高校 中野立志館高校 男性
41 祢津 利空 ネツ リクウ 男子　高校 中野立志館高校 男性
42 徳竹 侑己 トクタケ ユウキ 男子　高校 中野立志館高校 男性
43 市川 巧真 イチカワ タクマ 男子　中学 セルベサ軍団 男性
44 岸本 莞爾 キシモト カンジ 男子　中学 長野日本大学中学 男性
45 松木 倖汰 マツキ コウタカ 男子　中学 信濃小中学校 男性
46 伊丹 颯矢 イタミ ソウヤ 男子　中学 信濃小中学校 男性
47 大貫 廉 オオヌキ レン 男子　中学 男性
48 山口 仁太郎 ヤマグチ ジンタロウ 男子　中学 草津中学校 男性
49 岡村 颯太 オカムラ ソウタ 男子　中学 城南中スキー部 男性
50 島崎 陽一朗 シマザキ ヨウイチロウ 男子　中学 木島平中学校 男性
51 鈴木 士愛 スズキ トア 男子　中学 木島平中学校 男性
52 山本 生吹 ヤマモト イブキ 男子　中学 木島平中学校 男性
53 山本 隆太 ヤマモト リュウタ 男子　中学 木島平中学校 男性
54 大山 陽生 オオヤマ ハルキ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
55 池田 大輝 イケダ ダイキ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
56 金井 珀人 カナイ ハクト 男子　中学 山ノ内中学校 男性
57 黒岩 佳佑 クロイワ ケイスケ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
58 川邊 暖太 カワベ ダンタ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
59 岩下 聖実 イワシタ マサミ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
60 山口 渡史樹 ヤマグチ トシキ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
61 小林 珠來 コバヤシ シュラ 男子　中学 山ノ内中学校 男性
62 木内 暢浩 キウチ ノブヒロ 男子　中学 城北中学校 男性
63 栗林 虎太郎 クリバヤシコタロウ 男子　中学 城北中学校 男性
64 深石 叶大 フカイシ カナタ 男子　中学 城北中学校 男性
65 富井 福太 トミイ フクタ 男子　中学 野沢温泉中学校 男性
66 久保田 咲羽 クボタ サクハ 男子　中学 野沢温泉中学校 男性
67 森 星七 モリ セナ 男子　中学 野沢温泉中学校 男性
68 畔上 蒼野 アゼガミ ソウヤ 男子　中学 野沢温泉中学校 男性
69 池田 旭陽 イケダ アサヒ 男子　中学 野沢温泉中学校 男性
70 服部 真仁 ハットリ マヒト 男子　中学 城南中学校 男性
71 山﨑 宏 ヤマザキ コウ 男子　中学 城南中学校 男性
72 岡田 龍樹 オカダ タツキ 男子　中学 城南中学校 男性
73 髙橋 優太朗 タカハシ ユウタロウ 男子　中学 城南中学校 男性
74 古市 惇朗 ふるいち あつろう 18歳～29歳 男性
75 中川 雄太 ナカガワ ユウタ 18歳～29歳 男性
76 坂井 冠太 サカイ カンタ 18歳～29歳 専修大学 男性
77 栗原 諒大 クリハラ リョウタ 18歳～29歳 専修大学 男性
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78 福原 健太 フクハラ ケンタ 18歳～29歳 東洋大学 男性
79 松本 祥汰 マツモト ショウタ 18歳～29歳 専修大学スキー部 男性
80 村上 颯汰 ムラカミ ソウタ 18歳～29歳 信州大学 男性
81 郷津 知哉 ゴウヅ トモヤ 18歳～29歳 専修大学スキー部 男性
82 村岡 瑛介 ムラオカ エイスケ 18歳～29歳 東京工業大学 男性
83 星野 一平 ホシノ イッペイ 18歳～29歳 山梨学院大学 男性
84 山村 優太 ヤマムラ ユウタ 18歳～29歳 東工大スキー部 男性
85 藁科 蒼 ワラシナ ソウ 18歳～29歳 男性
86 渡辺 貴仁 ワタナベ タカヒト 18歳～29歳 ノースポールｓｃ 男性
87 外谷 涼太 トヤ リョウタ 18歳～29歳 専修大学スキー部 男性
88 佐藤 聖也 サトウ セイヤ 18歳～29歳 男性
89 藤本 航喜 フジモト コウキ 18歳～29歳 長野赤十字病院 男性
90 黒岩 勇作 クロイワ ユウサク 18歳～29歳 男性
91 古屋 輝昭 フルヤ テルアキ 18歳～29歳 男性
92 木原 渉 キハラ ワタル 18歳～29歳 男性
93 植田 智之 ウエダ トモユキ 18歳～29歳 男性
94 山岸 正季 ヤマギシ マサキ 18歳～29歳 武蔵台病院 男性
95 小山田 巧 オヤマダ タクミ 18歳～29歳 Ｏｋａｇｅ株式会社 男性
96 齋藤 有馬 サイトウ アリマ 18歳～29歳 草津スキークラブ 男性
97 田中 求 タナカ モトム 18歳～29歳 男性
98 猿谷 雅人 サルヤ マサト 18歳～29歳 男性
99 進藤 真樹 シンドウ マサキ 18歳～29歳 男性

100 原 大貴 ハラ ダイキ 18歳～29歳 男性
101 丸山 朋樹 マルヤマ トモキ 18歳～29歳 柳の下 男性
102 児玉 亮太 コダマ リョウタ 男子　30代 長野銀行 男性
103 増田 博之 マスダ ヒロユキ 男子　30代 男性
104 醍醐 陸史 ダイゴ アツシ 男子　30代 男性
105 小林 孝臣 コバヤシ タカオミ 男子　30代 木下トレラン倶楽部 男性
106 望月 政俊 モチヅキ マサトシ 男子　30代 男性
107 石川 雄麻 イシカワ ユウマ 男子　30代 男性
108 永原 直樹 エイハラ ナオキ 男子　30代 男性
109 松島 和彦 マツシマ カズヒコ 男子　30代 東谷山レーシング 男性
110 清水 健郎 シミズ ケンロウ 男子　30代 長野県警察 男性
111 嵯峨 興志 サガ トモユキ 男子　30代 男性
112 市川 智一 イチカワ トモカズ 男子　30代 セルベサ軍団 男性
113 小林 英樹 コバヤシ ヒデキ 男子　30代 肉団子 男性
114 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 男子　30代 男性
115 藤沢 慎也 フジサワ シンヤ 男子　30代 長野銀行 男性
116 中澤 俊文 ナカザワ トシフミ 男子　30代 Ｓ·Ｂ·Ｗ 男性
117 米村 典久 コメムラ ノリヒサ 男子　30代 男性
118 畔上 公夫 アゼガミ キミオ 男子　30代 男性
119 田中 耕造 タナカ コウゾウ 男子　40代 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 男性
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2グループ　9:50 STRAT

No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別

201 大草 健史 オオクサ タケシ 男子　40代 男性
202 水落 仁 ミズオチ ヒトシ 男子　40代 湯沢町有酸素運動部 男性
203 古志 智也 コシ トモヤ 男子　40代 男性
204 齋藤 真彦 サイトウ マサヒコ 男子　40代 男性
205 熊谷 誠弥 クマガイ マサヤ 男子　40代 ＣＡＲＣ 男性
206 岡田 耕作 オカダ コウサク 男子　40代 ｎｏｓ　ｋｏｈｚｏ 男性
207 ケナー ケフ ケナー ケフ 男子　40代 男性
208 木下 武 キノシタ タケル 男子　40代 木下トレイル倶楽部 男性
209 荻原 裕樹 オギワラ ヒロキ 男子　40代 野沢温泉村体協 男性
210 宮嵜 哲 ミヤザキ テツ 男子　40代 長野銀行 男性
211 松林 洋志 マツバヤシ ヒロシ 男子　40代 男性
212 春山 昌樹 ハルヤマ マサキ 男子　40代 男性
213 齋藤 洋一 サイトウ ヨウイチ 男子　40代 木下トレラン倶楽部 男性
214 高橋 幸一郎 タカハシ コウイチロウ 男子　40代 飯山高校 男性
215 竹内 靖 タケウチ ヤスシ 男子　40代 男性
216 清水 健太郎 シミズ ケンタロウ 男子　40代 男性
217 町 貴仁 マチ タカヒト 男子　40代 男性
218 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ 男子　40代 まらくら 男性
219 柳澤 毅 ヤナギサワ タケシ 男子　40代 男性
220 太川 龍 オオカワ リョウ 男子　40代 男性
221 尾崎 稔 オザキ ミノル 男子　40代 男性
222 小野 正幸 オノ マサユキ 男子　40代 男性
223 河野 晃久 コウノ アキヒサ 男子　40代 野沢温泉体協陸上部 男性
224 浦野 正紀 ウラノ マサノリ 男子　40代 男性
225 高橋 泰史 タカハシ ヤスシ 男子　40代 竜太練 男性
226 左右田 謙 ソウダ ケン 男子　40代 男性
227 岡田 裕也 オカダ ユウヤ 男子　40代 安曇野ゼロ 男性
228 秋野 利文 アキノ トシフミ 男子　40代 駆ケグルイ 男性
229 大塚 信也 オオツカ シンヤ 男子　40代 男性
230 笹野 秀 ササノ シュウ 男子　40代 男性
231 小池 誠 コイケ マコト 男子　40代 男性
232 森 知弘 モリ トモヒロ 男子　40代 野沢温泉村 男性
233 清水 徹 シミズ トオル 男子　40代 男性
234 三浦 淳 ミウラ ジュン 男子　40代 男性
235 藤沢 淳一 フジサワ ジュンイチ 男子　40代 チームＭＫＴ 男性
236 野村 真秀 ノムラ マスラオ 男子　40代 まんへいくらぶ 男性
237 小玉 真弘 コダマ マサヒロ 男子　40代 男性
238 小平 良司 コダイラ リョウジ 男子　40代 有限会社小平建設 男性
239 堀米 光男 ホリゴメ ミツオ 男子　40代 小賀坂スキークラブ 男性
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240 村井 博 ムライ ヒロシ 男子　40代 さえがくず 男性
241 関澤 仁 セキザワ ヒトシ 男子　40代 糸魚川やんども会 男性
242 福島 浩史 フクシマ ヒロシ 男子　40代 男性
243 栗林 光彦 クリバヤシ ミツヒコ 男子　40代 戸狩小学校 男性
244 勝山 剛 カツヤマ タケシ 男子　40代 男性
245 羽生田 覚 ハニュウダ サトル 男子　40代 中島製作所 男性
246 小林 敬一郎 コバヤシ ケイイチロウ 男子　50代 男性
247 大河原 譲 オオカワラ ユズル 男子　50代 高田走ろう会 男性
248 佐野 吾朗 サノ ゴロウ 男子　50代 春日井市 男性
249 永井 孝一 ナガイ コウイチ 男子　50代 中部電力 男性
250 小川 浩保 オガワ ヒロヤス 男子　50代 男性
251 村本 雅紀 ムラモト マサキ 男子　50代 男性
252 伊藤 勲 イトウ イサオ 男子　50代 サコス 男性
253 中村 貴之 ナカムラ タカユキ 男子　50代 男性
254 城下 晃 シロシタ ノボル 男子　50代 男性
255 森 崇広 モリ タカヒロ 男子　50代 男性
256 石井 聖文 イシイ セイブン 男子　50代 男性
257 下村 嘉巳 シモムラ ヨシミ 男子　50代 男性
258 油嶋 和義 ユシマ カズヨシ 男子　50代 男性
259 高橋 辰哉 タカハシ タツヤ 男子　50代 飯山市役所ＲＣダメ兵 男性
260 萱津 寛章 カヤツ ヒロアキ 男子　50代 上水内陸協 男性
261 関根 靖共 セキネ ヤストモ 男子　50代 男性
262 星野 秀樹 ホシノ ヒデキ 男子　50代 男性
263 丸山 豊文 マルヤマ トヨフミ 男子　50代 ＳＡＫＵ乱ＨＴＦ 男性
264 鈴木 政宏 スズキ マサヒロ 男子　50代 男性
265 浦野 昭彦 ウラノ アキヒコ 男子　50代 ＩＲＣ 男性
266 野崎 高光 ノザキ タカミツ 男子　50代 ＪＥＣ 男性
267 舟金 清則 フナキン キヨノリ 男子　50代 男性
268 柴 博昭 シバ ヒロアキ 男子　50代 ＡＤ損保 男性
269 牛田 稔一 ウシダ トシカズ 男子　50代 男性
270 水野 友秋 ミズノ トモアキ 男子　50代 常盤小学校 男性
271 鈴木 雄詞 スズキ ユウジ 男子　50代 市之倉小学校 男性
272 荻窪 雅幸 オギクボ マサユキ 男子　50代 滝神楽林保存会 男性
273 小山 敬二 コヤマ ケイジ 男子　50代 新光電気 男性
274 赤羽 久樹 アカハ ヒサキ 男子　50代 男性
275 久保田 陽介 クボタ ヨウスケ 男子　50代 男性
276 星野 栄 ホシノ サカエ 男子　50代 インペックスロジ 男性
277 古幡 太郎 フルハタ タロウ 男子　50代 チーム北斗号 男性
278 宮入 芳幸 ミヤイリ ヨシユキ 男子　50代 男性
279 永井 左千夫 ナガイ サチオ 男子　50代 男性
280 山口 辰也 ヤマグチ タツヤ 男子　50代 山ノ内町社協 男性
281 小出 功 コイデ イサオ 男子　50代 ＵＪＲＣ 男性
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282 柴田 雅博 シバタ マサヒロ 男子　50代 ＭＣＩＴ 男性
283 平林 芳一 ヒラバヤシ ヨシカズ 男子　50代 ヤーゲンラート 男性
284 内山 隆徳 ウチヤマ タカノリ 男子　50代 男性
285 相古 和裕 ソウコ カズヒロ 男子　50代 男性
286 穴沢 保 アナザワ タモツ 男子　60歳以上 チームＡＡＡ 男性
287 高野 明 タカノ アキラ 男子　60歳以上 宇都宮製作所 男性
288 富井 博 トミイ ヒロシ 男子　60歳以上 男性
289 星野 正仁 ホシノ マサヒト 男子　60歳以上 別俣ひまわり 男性
290 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 男子　60歳以上 男性
291 藤井 健司 フジイ ケンジ 男子　60歳以上 男性
292 金井 利明 カナイ トシアキ 男子　60歳以上 ミツバＲＣ 男性
293 伊東 秀 イトウ スグル 男子　60歳以上 立教山友会 男性
294 内田 正直 ウチダ マサナオ 男子　60歳以上 ＳＫＹＮＩＮＪＡ 男性
295 藤森 良哉 フジモリ ヨシヤ 男子　60歳以上 男性
296 田中 延男 タナカ ノブオ 男子　60歳以上 男性
297 大島 義夫 オオシマ ヨシオ 男子　60歳以上 葛生アスリート 男性
298 島田 篤 シマダ アツシ 男子　60歳以上 男性
299 田中 慶夫 タナカ ケイオ 男子　60歳以上 高知市消防団 男性
300 石川 雅英 イシカワ マサヒデ 男子　60歳以上 名古屋クラブ 男性
301 小林 英二 コバヤシ エイジ 男子　60歳以上 男性
302 堀内 昭 ホリウチ アキラ 男子　60歳以上 男性
303 水上 宏一郎 ミズカミ コウイチロウ 男子　60歳以上 男性

3グループ　10:10 STRAT

No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別

501 小林 華蓮 コバヤシ カレン 女子　高校 NASA 女性
502 森 かのん モリ カノン 女子　高校 白馬高校 女性
503 花岡 桂名 ハナオカ ケイナ 女子　高校 嬬恋高校 女性
504 鏑木 葵 カブラギ アオイ 女子　高校 女性
505 河野 千雪 コウノ チユキ 女子　高校 飯山高校 女性
506 髙橋 夢果 タカハシ ユメカ 女子　高校 飯山高校 女性
507 竹内 美琴 タケウチ ミコト 女子　高校 飯山高校 女性
508 中島 果歩 ナカジマ カホ 女子　高校 飯山高校 女性
509 佐藤 遥 サトウ ハルカ 女子　高校 飯山高校 女性
510 鈴木 もえ スズキ モエ 女子　高校 飯山高校 女性
511 山﨑 優風 ヤマザキ ユウカ 女子　高校 飯山高校 女性
512 山中 夢華 ヤマナカ ユメカ 女子　高校 飯山高校 女性
513 小坂 璃彩 コサカ リサ 女子　高校 飯山高校 女性
514 佐藤 笑瑠 サトウ エル 女子　高校 中野立志館高校 女性
515 小林 百々果 コバヤシ モモカ 女子　高校 中野立志館高校 女性
516 小林 凜 コバヤシ リン 女子　高校 中野立志館高校 女性
517 村田 彩夏 ムラタ サヤカ 女子　中学 草津中学校 女性
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518 齋藤 陽茉里 サイトウ ヒマリ 女子　中学 草津中学校 女性
519 村井 咲英 ムライ サエ 女子　中学 さえがくず 女性
520 大塚 柚季 オオツカ ユズキ 女子　中学 草津中学校 女性
521 中澤 知愛 ナカザワ チナ 女子　中学 草津中学校 女性
522 髙橋 実楽 タカハシミラ 女子　中学 木島平中学校 女性
523 湯本 美園 ユモト ミソノ 女子　中学 木島平中学校 女性
524 添田 春佳 ソエダ ハルカ 女子　中学 木島平中学校 女性
525 山田 桃子 ヤマダ モモコ 女子　中学 木島平中学校 女性
526 和田 亜海 ワダ アミ 女子　中学 木島平中学校 女性
527 松澤 実夢 マツザワ ミユウ 女子　中学 城北中学校 女性
528 大日方 琴音 オビナタ コトネ 女子　中学 城北中学校 女性
529 小林 寧音 コバヤシ ネオン 女子　中学 城北中学校 女性
530 宮入 彩愛 ミヤイリ サラ 女子　中学 山ノ内中学校 女性
531 笠原 れい カサハラ レイ 女子　中学 山ノ内中学校 女性
532 野中 菜南 ノナカ ナナミ 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
533 荻原 那優 オギワラ ユナ 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
534 川村 美沙都 カワムラ ミサト 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
535 久保田 美羽 クボタ ミウ 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
536 富井 和歩子 トミイ ワホコ 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
537 河野 若穂 コウノ ワカホ 女子　中学 野沢温泉中学校 女性
538 髙橋 幸由実 タカハシ サユミ 女子　中学 城南中 女性
539 小林 梨花 コバヤシ リカ 女子　中学 城南中 女性
540 篠原 春華 シノハラ ハルカ 女子　中学 城南中 女性
541 石川 優菜 イシカワ ユウナ 女子　中学 城南中 女性
542 伊東 咲幸 イトウ サユキ 女子　中学 城南中 女性
543 坂本 季花 サカモト キッカ 女子　中学 城南中 女性
544 高村 貴子 タカムラ タカコ 女子　18歳～29歳 NASA 女性
545 滝沢 こずえ タキザワ コズエ 女子　18歳～29歳 フォーカスシステムズ 女性
546 小林 千佳 コバヤシ チカ 女子　18歳～29歳 長野日野自動車ＳＣ 女性
547 米田 依里湖 マイタ エリコ 女子　18歳～29歳 専修大学 女性
548 山本 明里 ヤマモト アカリ 女子　18歳～29歳 女性
549 吉住 友里 ヨシズミ ユリ 女子　30代 女性
550 上野 朋子 ウエノ トモコ 女子　30代 女性
551 中川 ひろ乃 ナカガワ ヒロノ 女子　30代 木下トレラン倶楽部 女性
552 望月 有紀子 モチヅキ ユキコ 女子　30代 女性
553 河野 莉沙 コウノ リサ 女子　30代 さにーさいどあっぷ 女性
554 木下 友子 キノシタ トモコ 女子　30代 木下トレラン倶楽部 女性
555 嵯峨 美穂 サガ ミホ 女子　30代 女性
556 四方 みどり シカタ ミドリ 女子　30代 女性
557 立石 尚子 タテイシ ナオコ 女子　40代 女性
558 大島 のぞみ オオシマ ノゾミ 女子　40代 女性
559 神藤 小夜子 カントウ サヨコ 女子　40代 女性
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560 高橋 瑞恵 タカハシ ミヅエ 女子　40代 女性
561 福田 奈江 フクダ ナエ 女子　40代 女性
562 田中 綾子 タナカ アヤコ 女子　40代 女性
563 藤澤 正美 フジサワ マサミ 女子　40代 チームまことちゃん 女性
564 川久保 恵 カワクボ メグミ 女子　40代 女性
565 関澤 留美 セキザワ ルミ 女子　40代 女性
566 村井 さおり ムライ サオリ 女子　40代 さえがくず 女性
567 廣田 頼美 ヒロタ トモミ 女子　40代 女性
568 小林 八重子 コバヤシ ヤエコ 女子　40代 宴來 女性
569 小林 あけみ コバヤシ アケミ 女子　40代 女性
570 栗原 千乃 クリハラ チノ 女子　40代 葛生アスリート 女性
571 星野 良江 ホシノ ヨシエ 女子　40代 女性
572 高田 裕子 タカタ ユウコ 女子　40代 ＩＲＣ 女性
573 柳楽 朋子 ナギラ トモコ 女子　40代 女性
574 片桐 久美 カタギリ クミ 女子　50代 女性
575 藤澤 由紀子 フジサワ ユキコ 女子　50代 女性
576 河原 可奈 カワハラ カナ 女子　50代 女性
577 市川 奈津子 イチカワ ナツコ 女子　50代 セルベサ軍団 女性
578 林 法子 ハヤシ ノリコ 女子　50代 女性
579 今井 三枝子 イマイ ミエコ 女子　50代 女性
580 萱津 理佳 カヤツ リカ 女子　50代 ◆ちーむ萱津◆ 女性
581 岡村 真由美 オカムラ マユミ 女子　50代 女性
582 大楠 千恵 オオクス チエ 女子　50代 女性
583 柄澤 美華 カラサワ ミカ 女子　50代 うらじーず 女性
584 須藤 吉仕子 ストウ キシコ 女子　60歳以上 NASA 女性
585 宮澤 智子 ミヤザワ トモコ 女子　60歳以上 チームのこのこ 女性
586 秋山 穂乃果 アキヤマ ホノカ 女子　18歳～29歳 長野県警 女性

8



2021/05/30

2021たかやしろトレイルランニングレース

男子　小学1・2年　9:00 START

No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
1001 浦野 健登 ウラノ ケント 男子　小学1・2年 木島小学校 男性
1002 大口 直 オオクチ タダシ 男子　小学1・2年 木島小学校 男性
1003 不破 圭悠 フワ ヨシヒサ 男子　小学1・2年 安曇野かけっこクラブ 男性
1004 堀田 雄生 ホッタ ユウセイ 男子　小学1・2年 くらぶ鬼島 男性
1005 岡 哉太 オカ エイタ 男子　小学1・2年 高社小学校 男性
1006 高木 瑛飛 タカギ エイト 男子　小学1・2年 木島平小学校 男性
1007 新井 結李 アライ ユウリ 男子　小学1・2年 赤穂東小学校 男性
1008 村山 圭弥 ムラヤマ ケイヤ 男子　小学1・2年 秋津小 男性
1009 久保田 丈一郎 クボタ ジョウイチロウ 男子　小学1・2年 飯山小RTC 男性
1010 上松 大翔 アゲマツ ハルト 男子　小学1・2年 飯山小RTC 男性
1011 佐藤 圭翼 サトウ ケイスケ 男子　小学1・2年 飯山小RTC 男性
1012 原 優心 ハラ ユウシン 男子　小学1・2年 おぢやファイトクラブ 男性
1013 井川 玲有 イガワ レアル 男子　小学1・2年 おぢやファイトクラブ 男性
1014 滝澤 幸輝 タキザワ コウキ 男子　小学1・2年 ＫＳＲＣ 男性
1015 岡田 雅樹 オカダ マサキ 男子　小学1・2年 飯山小ＲＴＣ 男性
1016 関澤 正陽 セキザワ マサハル 男子　小学1・2年 洗馬小学校 男性
1017 関澤 和春 セキザワ カズハル 男子　小学1・2年 洗馬小学校 男性
1018 山本 凌聖 ヤマモト リョウセイ 男子　小学1・2年 木島小 男性
1019 佐藤 成 サトウ ナル 男子　小学1・2年 山ノ内西小学校 男性
1020 林 優汰 ハヤシ ユウタ 男子　小学1・2年 まらくら 男性
1021 内田 理翔 ウチダ マサト 男子　小学1・2年 矢代ＪＳＣ 男性
1022 山本 夏向 ヤマモト カナタ 男子　小学1・2年 山ノ内西小 男性
1023 小林 樹生 コバヤシ イツキ 男子　小学1・2年 木島平小学校 男性
1024 西野 雅飛 ニシノ ミヤビ 男子　小学1・2年 なんとかなる 男性
1025 大平 啓介 オオヒラ ケイスケ 男子　小学1・2年 木島小学校 男性
1026 佐藤 悠月 サトウ ハルキ 男子　小学1・2年 さくら小学校 男性
1027 高野 淳平 タカノ ジュンペイ 男子　小学1・2年 飯山東小学校 男性
1028 石川 蓮麻 イシカワ ハスマ 男子　小学1・2年 木島平小学校 男性
1029 竹内 満 タケウチ ミツル 男子　小学1・2年 男性
1030 須藤 礼貴 スドウ ノリタカ 男子　小学1・2年 高社小学校 男性
1031 永沢 凛眞 エイザワ リマ 男子　小学1・2年 高社小スキークラブ 男性

女子　小学1・2年　9:20 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
1101 勝田 有美 カツダ ユミ 女子　小学1・2年 女性
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1102 小池 愛結 コイケ アユ 女子　小学1・2年 おぢやファイトクラブ 女性
1103 高野 絵音 タカノ エンネ 女子　小学1・2年 飯山小RTC 女性
1104 山﨑 多恵 ヤマザキ タエ 女子　小学1・2年 飯山小RTC 女性
1105 小境 栞和 コザカイ カンナ 女子　小学1・2年 戸狩小 女性
1106 田中 心穏 タナカ シオン 女子　小学1・2年 矢代ＪＳＣ 女性
1107 小林 千夏 コバヤシ チナツ 女子　小学1・2年 飯山小ＲＴＣ 女性
1108 高橋 結月 タカハシ ユヅキ 女子　小学1・2年 常盤小学校 女性
1109 萩原 理央 ハギワラ リオ 女子　小学1・2年 木島小学校 女性
1110 望月 優花 モチヅキ ユウカ 女子　小学1・2年 女性
1111 和田 桜ノ風 ワダ サノカ 女子　小学1・2年 常盤小スキークラブ 女性

男子　小学3・4年　9:40 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
2001 川辺 哲太 カワベ テッタ 男子　小学3・4年 山ノ内町立東小学校 男性
2002 竹内 鉄郎 タケウチ テツロウ 男子　小学3・4年 木島平小学校 男性
2003 長坂 太頼 ナガサカ タヨリ 男子　小学3・4年 木島平小学校 男性
2004 村山 仁汰 ムラヤマ ジンタ 男子　小学3・4年 秋津小 男性
2005 高橋 善 タカハシ ゼン 男子　小学3・4年 秋津小 男性
2006 仲條 十和 ナカジョウ トウワ 男子　小学3・4年 飯山小RTC 男性
2007 李 雨森 リ ウシン 男子　小学3・4年 飯山小RTC 男性
2008 高嶋 宏太朗 タカシマ コウタロウ 男子　小学3・4年 飯山小RTC 男性
2009 高野 円蔵 タカノ エンゾ 男子　小学3・4年 飯山小RTC 男性
2010 水野 奏汰 ミズノ ソウタ 男子　小学3・4年 常盤小学校 男性
2011 半田 遥己 ハンダ ハルキ 男子　小学3・4年 男性
2012 岸本 作 キシモト サク 男子　小学3・4年 通明小学校 男性
2013 古谷 捺貴 フルヤ ナツキ 男子　小学3・4年 泉台小学校 男性
2014 山室 橙矢 ヤマムロ トウヤ 男子　小学3・4年 泉台小 男性
2015 池田 陽向 イケダ ヒナタ 男子　小学3・4年 野沢温泉小学校 男性
2016 河野 成太 コウノ セイタ 男子　小学3・4年 野沢温泉小学校 男性
2017 西方 志有 ニシニシカタ シウ 男子　小学3・4年 野沢温泉小学校 男性
2018 茂手木 大心 モテギ オミ 男子　小学3・4年 野沢温泉小学校 男性
2019 山本 絢仁 ヤマモト アヤト 男子　小学3・4年 木島小 男性
2020 松澤 大和 マツザワ ヤマト 男子　小学3・4年 小谷小学校 男性
2021 岡村 榛馬 オカムラ ハルマ 男子　小学3・4年 飯山小ＲＴＣ 男性
2022 坪内 樹希 ツボウチ イツキ 男子　小学3・4年 矢代ＪＳＣ 男性
2023 田中 瑛翔 タナカ エイト 男子　小学3・4年 矢代ＪＳＣ 男性
2024 齊藤 天晟 サイトウ テンセイ 男子　小学3・4年 矢代ｊｓｃ 男性
2025 山本 夏偉 ヤマモト カイ 男子　小学3・4年 山ノ内西小 男性
2026 富井 陽友 トミイ ハルト 男子　小学3・4年 飯山小学校 男性
2027 青木 胤人 アオキ ツグヒ 男子　小学3・4年 泉台小 男性
2028 服部 朔海 ハットリ サクミ 男子　小学3・4年 泉台小学校 男性
2029 小林 竜大 コバヤシ タツキ 男子　小学3・4年 木島平小学校 男性
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2030 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 男子　小学3・4年 飯山小ＲＴＣ 男性
2031 高橋 陽斗 タカハシ ハルト 男子　小学3・4年 常盤小学校 男性
2032 大熊 隆仁 オオクマ リュウジ 男子　小学3・4年 常盤小学校 男性
2033 丸山 颯心 マルヤマ ソウシ 男子　小学3・4年 高社小学校 男性
2034 大塚 友稀 オオツカ トモキ 男子　小学3・4年 戸狩小学校 男性
2035 梨元 賢志 ナシモト ケンジ 男子　小学3・4年 常盤小学校 男性
2036 齋藤 翼 サイトウ ツバサ 男子　小学3・4年 木島小学校 男性
2037 萩原 和真 ハギワラ カズマ 男子　小学3・4年 木島小学校 男性
2038 伊賀 優斗 イガ ユウト 男子　小学3・4年 木島小学校 男性
2039 塩川 聡大 シオカワ ソウタ 男子　小学3・4年 泉台小学校 男性
2040 斉藤 祥真 サイトウ ショウマ 男子　小学3・4年 飯山小ＲＴＣ 男性
2041 郷原 麟太郎 ゴウハラ リンタロウ 男子　小学3・4年 男性
2042 佐藤 朋輝 サトウ トモキ 男子　小学3・4年 さくら小学校 男性
2043 高野 峻之介 タカノ シュンノスケ 男子　小学3・4年 飯山東小学校 男性
2044 山田 奏汰 ヤマダ カナタ 男子　小学3・4年 高社小スキークラブ 男性
2045 須藤 誉生 スドウ ヨシキ 男子　小学3・4年 高社小学校 男性

女子　小学3・4年　10:10 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
2101 鷲野 ゆりあ ワシノ ユリア 女子　小学3・4年 飯山小RTC 女性
2102 山田 優羅 ヤマダ ユラ 女子　小学3・4年 飯山小RTC 女性
2103 川瀬 叶実 カワセ カナミ 女子　小学3・4年 飯山小RTC 女性
2104 小林 まこと コバヤシ マコト 女子　小学3・4年 飯山小RTC 女性
2105 山﨑 美咲 ヤマザキ ミサキ 女子　小学3・4年 飯山小RTC 女性
2106 森 あん モリ アン 女子　小学3・4年 木島平小学校 女性
2107 堀田 和佳生 ホッタ ワカナ 女子　小学3・4年 くらぶ鬼島 女性
2108 岡 柚子葉 オカ ユズハ 女子　小学3・4年 高社小学校 女性
2109 永井 詞葉 ナガイ コトハ 女子　小学3・4年 中野西部ＭＢＢＣ 女性
2110 川久保 莉美 カワクボ リミ 女子　小学3・4年 戸狩小学校 女性
2111 松澤 怜愛 マツザワ レア 女子　小学3・4年 泉台小学校 女性
2112 山崎 結惺 ヤマザキ ユンセ 女子　小学3・4年 木島平村小 女性
2113 岡田 美璃 オカダ ミリ 女子　小学3・4年 妙高高原南小学校 女性
2114 米持 美柊 ヨネモチ ミフユ 女子　小学3・4年 飯山東小学校 女性
2115 湯本 ちひろ ユモト チヒロ 女子　小学3・4年 高社小スキークラブ 女性
2116 小林 杏 コバヤシ アン 女子　小学3・4年 戸狩小学校 女性
2117 駒村 幸 コマムラ ミユキ 女子　小学3・4年 妙高高原南小 女性
2118 川口 眞 カワグチ シン 女子　小学3・4年 泉台小学校 女性
2119 増田 百華 マスダ モモカ 女子　小学3・4年 大宮別所小学校 女性
2120 江口 凛果 エグチ リンカ 女子　小学3・4年 高社小学校 女性
2121 太田 結吏 オオタ ユウリ 女子　小学3・4年 木島小学校 女性
2122 和田 雪ノ羽 ワダ ユノハ 女子　小学3・4年 常盤小スキークラブ 女性
2123 川口 ほの夏 カワグチ ホノカ 女子　小学3・4年 高社小学校 女性
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男子　小学5・6年　10:40 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
3001 川辺 陽太 カワベ ヒナタ 男子　小学5・6年 山ノ内町立東小学校 男性
3002 村山 未来翔 ムラヤマ ミキト 男子　小学5・6年 秋津小 男性
3003 小島 善 コジマ ゼン 男子　小学5・6年 飯山小RTC 男性
3004 竹田 怜莉 タケダ レイリ 男子　小学5・6年 飯山小RTC 男性
3005 丸山 拓人 マルタマ タクト 男子　小学5・6年 飯山小RTC 男性
3006 栗林 陽 クリバヤシ ハル 男子　小学5・6年 飯山小RTC 男性
3007 西脇 勘太朗 ニシワキ カンタロウ 男子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 男性
3008 原 明優 ハラ アキヤ 男子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 男性
3009 込田 泰成 コミタ タイセイ 男子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 男性
3010 上村 洵太 カミムラ ジュンタ 男子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 男性
3011 半田 悠真 ハンダ ユウマ 男子　小学5・6年 男性
3012 青木 晴 アオキ ハル 男子　小学5・6年 常盤小学校 男性
3013 新井 結士 アライ ユウシ 男子　小学5・6年 赤穂東小学校 男性
3014 永井 謙伍 ナガイ ケンゴ 男子　小学5・6年 ノザワナＦ．Ｃ． 男性
3015 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 男子　小学5・6年 木島小 男性
3016 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 男子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 男性
3017 三ッ井 悠星 ミツイ ユウセイ 男子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 男性
3018 田中 晟悟 タナカ セイゴ 男子　小学5・6年 矢代ＪＳＣ 男性
3019 小嶋 心哉 コジマ シンヤ 男子　小学5・6年 男性
3020 山本 夏芽 ヤマモト ナツメ 男子　小学5・6年 山ノ内西小 男性
3021 服部 海聖 ハットリ カザト 男子　小学5・6年 泉台小学校 男性
3022 深石 新大 フカイシ アラタ 男子　小学5・6年 戸狩小学校 男性
3023 轟 仁汰 トドロキ ジンタ 男子　小学5・6年 戸狩小学校 男性
3024 岡田 綾汰 オカダ アヤタ 男子　小学5・6年 矢代ＪＳＣ 男性
3025 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 男子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 男性
3026 田中 那月 タナカナツ タナカナツ 男子　小学5・6年 堀金小 男性
3027 川口 陽友 カワグチ ヒユウ 男子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 男性
3028 斉藤 隆希 サイトウ リュウキ 男子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 男性
3029 高野 晃太郎 タカノ コウタロウ 男子　小学5・6年 飯山東小学校 男性
3030 永沢 奏真 エイザワ ソウマ 男子　小学5・6年 男性
3031 永沢 凛旺 エイザワ リオ 男子　小学5・6年 高社小スキークラブ 男性
3032 新井 颯 アライ カケル 男子　小学5・6年 男性
3033 北村 友悠 キタムラ トモヒサ 男子　小学5・6年 高社小学校 男性

女子　小学5・6年　11:10 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
3101 篠原 優香 シノハラ ユウカ 女子　小学5・6年 飯山小RTC 女性
3102 中村 夢香 ナカムラ ユメカ 女子　小学5・6年 飯山小RTC 女性
3103 服部 心咲 ハットリ ミサキ 女子　小学5・6年 飯山小RTC 女性
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3104 竹節 舞優 タケフシ マユ 女子　小学5・6年 山ノ内町立東小学校 女性
3105 荻野 璃子 オギノ リコ 女子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 女性
3106 小池 美紅 コイケ ミク 女子　小学5・6年 おぢやファイトクラブ 女性
3107 不破 清華 フワ サヤカ 女子　小学5・6年 安曇野かけっこクラブ 女性
3108 勝田 夏妃 カツダ ナツキ 女子　小学5・6年 女性
3109 岸本 あずさ キシモト アズサ 女子　小学5・6年 通明小学校 女性
3110 山室 果鈴 ヤマムロ カリン 女子　小学5・6年 泉台小 女性
3111 森 宝美 モリ ホウミ 女子　小学5・6年 野沢温泉小学校 女性
3112 笹岡 晴 ササオカ ハル 女子　小学5・6年 野沢温泉小学校 女性
3113 富井 美裕 トミイ ミヒロ 女子　小学5・6年 野沢温泉小学校 女性
3114 富井 瑠菜 トミイ ルナ 女子　小学5・6年 野沢温泉小学校 女性
3115 荻原 咲良 オギワラ サラ 女子　小学5・6年 野沢温泉小 女性
3116 山崎 仁乃 ヤマザキ ニノ 女子　小学5・6年 木島平村小 女性
3117 木内 絢花 キウチ アヤカ 女子　小学5・6年 常盤小学校 女性
3118 松澤 美里 マツザワ ミサト 女子　小学5・6年 小谷小学校 女性
3119 金井 凰世 カナイ オウセ 女子　小学5・6年 山ノ内西小 女性
3120 田中 希果 タナカ ノゾミ 女子　小学5・6年 常盤小 女性
3121 相浦 依莉紗 アイウラ エリサ 女子　小学5・6年 矢代ＪＳＣ 女性
3122 青木 倫乃 アオキ リノ 女子　小学5・6年 飯山市泉台小スポーツ 女性
3123 青木 倖乃 アオキ コノ 女子　小学5・6年 泉台小スポーツクラブ 女性
3124 千坂 芽良 チサカ メイ 女子　小学5・6年 飯山小ＲＴＣ 女性
3125 小林 陽向 コバヤシ ヒナタ 女子　小学5・6年 木島平小学校 女性
3126 齊藤 里莉奈 サイトウ リリナ 女子　小学5・6年 泉台小学校 女性
3127 大塚 愛佳 オオツカ アイカ 女子　小学5・6年 戸狩小学校 女性
3128 栗林 ののは クリバヤシ ノノハ 女子　小学5・6年 戸狩小学校 女性
3129 笠間 菜瑠 カサマ ナル 女子　小学5・6年 千里小学校 女性
3130 大平 恵愛 オオヒラ メイ 女子　小学5・6年 木島小学校 女性
3131 伊賀 優奈 イガ ユウナ 女子　小学5・6年 木島小学校 女性
3132 江口 煌梨 エグチ キラリ 女子　小学5・6年 高社小学校 女性
3133 佐藤 萌花 サトウ モカ 女子　小学5・6年 さくら小学校 女性
3134 福田 空 フクダ ソラ 女子　小学5・6年 女性
3135 山田 柚野 ヤマダ ユノ 女子　小学5・6年 白馬北小学校 女性
3136 須藤 有香 スドウ ユカ 女子　小学5・6年 高社小学校 女性
3137 永沢 茉奈果 エイザワ マナカ 女子　小学5・6年 女性

未就学児　11:40 START
No. 氏名 フリガナ カテゴリ 所属 性別
4001 上村 祥生 カミムラ ショウキ 男子　未就学児 おぢやファイトクラブ 男性
4002 浦野 和弥 ウラノ カズヤ 男子　未就学児 木島保育園 男性
4003 岡 優利 オカ ユウリ 男子　未就学児 ひよこ保育園 男性
4004 古志 陛也 コシ ヘイヤ 男子　未就学児 男性
4005 松本 壮登 マツモト ソウト 男子　未就学児 男性

5



4006 武井 志道 タケイ ユキミチ 男子　未就学児 チューリップ組 男性
4007 滝澤 秀篤 タキザワ シュウマ 男子　未就学児 ＫＳＲＣ 男性
4008 佐藤 歩 サトウ アユム 男子　未就学児 男性
4009 松澤 里仁 マツザワ リヒト 男子　未就学児 小谷保育園年中 男性
4010 岡村 継生 オカムラ ツグキ 男子　未就学児 しろやま保育園 男性
4011 岡村 実輝 オカムラ ミツキ 男子　未就学児 しろやま保育園 男性
4012 小池 優大 コイケ ユウダイ 男子　未就学児 木島保育園 男性
4013 小池 優成 コイケ ユウセイ 男子　未就学児 木島保育園 男性
4014 栗林 汰旺 クリバヤシ タオ 男子　未就学児 とがり保育園 男性
4015 望月 晃太 モチヅキ コウタ 男子　未就学児 男性
4016 高野 耀平 タカノ ヨウヘイ 男子　未就学児 瑞穂保育園 男性
4017 畔上 歩大 アゼガミ アユト 男子　未就学児 男性
4018 田中 吟 タナカ ギン 男子　未就学児 男性
4101 沼田 歩里 ヌマタ アユリ 女子　未就学児 女性
4102 山室 舞果 ヤマムロ マイカ 女子　未就学児 女性
4103 青木 音 アオキ オト 女子　未就学児 女性
4104 富井 明里 トミイ アカリ 女子　未就学児 めぐみ保育園 女性
4105 増田 夏綺 マスダ ナツキ 女子　未就学児 星野学園幼稚園 女性
4106 川口 あか俐 カワグチ アカリ 女子　未就学児 たかやしろ保育園 女性
4107 川口 いろ絆 カワグチ イロハ 女子　未就学児 たかやしろ保育園 女性
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