
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

未就学児男女　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:9:00

4001 子安　星登 ｺﾔｽ ｾﾄ 男子未就学児長野県

4002 岡村　実輝 ｵｶﾑﾗ ﾐﾂｷ しろやま保育園 男子未就学児長野県

4003 沼田　大馳 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子未就学児長野県

4004 松村　梁成 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｾｲ 男子未就学児長野県

4005 望月　達稀 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂｷ ほなみ保育園 男子未就学児長野県

4006 松本　壮登 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾄ 男子未就学児長野県

4007 武井　志道 ﾀｹｲ ﾕｷﾐﾁ 大豆島保育園 男子未就学児長野県

4008 馬野　碧 ｳﾏﾉ ｱｵ 男子未就学児兵庫県

4009 小田切　一生 ｵﾀｷﾞﾘ ｲｯｾｲ 男子未就学児長野県

4010 折橋　優誠 ｵﾘﾊｼ ﾕｳｾｲ 吉田保育園 男子未就学児長野県

4011 岡　優利 ｵｶ ﾕｳﾘ ひよこ保育園 男子未就学児長野県

4012 浦野　和弥 ｳﾗﾉ ｶｽﾞﾔ 木島保育園 男子未就学児長野県

4013 池田　遊大 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ Ｔｅａｍ　池田 男子未就学児長野県

4014 滝澤　秀篤 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ 腰越ＪＳＣ 男子未就学児長野県

4015 松澤　里仁 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾋﾄ 小谷保育園 男子未就学児長野県

4016 小池　優大 ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 木島保育園 男子未就学児長野県

4017 小池　優成 ｺｲｹ ﾕｳｾｲ 木島保育園 男子未就学児長野県

4018 田中　吟 ﾀﾅｶ ｷﾞﾝ 木島保育園 男子未就学児長野県

4019 永沢　橙莉 ｴｲｻﾞﾜ ﾄｳﾘ 高社小スキークラブ 男子未就学児長野県

4020 竹前　文湊 ﾀｹﾏｴ ｱﾔﾄ 高社小スキークラブ 男子未就学児長野県

4101 大口　侑 ｵｵｸﾁ ﾕｳ 木島保育園 女子未就学児長野県

4102 山室　舞果 ﾔﾏﾑﾛ ﾏｲｶ 女子未就学児長野県

4103 佐藤　希 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子未就学児長野県

4104 川守田　美結 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾐﾕ 長野幼稚園 女子未就学児長野県

4105 傳田　麻理有 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾏﾘｱ 女子未就学児長野県

4106 馬野　いろは ｳﾏﾉ ｲﾛﾊ 女子未就学児兵庫県

4107 小林　明紗 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻ 女子未就学児長野県

4108 沼田　歩里 ﾇﾏﾀ ｱﾕﾘ 女子未就学児長野県

4109 滝澤　千鶴 ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾂﾞﾙ 女子未就学児長野県

4110 川口　いろ絆 ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 高社小スキークラブ 女子未就学児長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

1.5km男子小学1・2年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:9:20

1001 佐藤　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 男子小学1・2年生長野県

1002 岡村　継生 ｵｶﾑﾗ ﾂｸﾞｷ 飯山小ＲＴＣ 男子小学1・2年生長野県

1003 畔上　歩大 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｱﾕﾄ 野沢温泉小学校 男子小学1・2年生長野県

1004 渡邊　桃悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 男子小学1・2年生長野県

1005 浦野　健登 ｳﾗﾉ ｹﾝﾄ 木島小学校 男子小学1・2年生長野県

1006 大口　直 ｵｵｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 木島小学校 男子小学1・2年生長野県

1007 富井　幸朗 ﾄﾐｲ ｻﾁﾛｳ 野沢温泉小学校 男子小学1・2年生長野県

1008 滝澤　幸輝 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 腰越ＪＳＣ 男子小学1・2年生長野県

1009 山本　凌聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男子小学1・2年生長野県

1010 林　優汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ まらくら 男子小学1・2年生長野県

1011 庄司　峰成 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾈﾅﾘ 男子小学1・2年生山梨県

1012 庄司　岳成 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹﾅﾘ 男子小学1・2年生山梨県

1013 山本　夏向 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ 山ノ内西 男子小学1・2年生長野県

1014 池田　陽士 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 信濃町ＸＣ 男子小学1・2年生長野県

1015 石川　蓮麻 ｲｼｶﾜ ﾊｽﾏ 木島平小 男子小学1・2年生長野県

1016 竹内　満 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾙ 木島平小学校 男子小学1・2年生長野県

1017 渡邊　珠樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 男子小学1・2年生長野県

1018 望月　岳大 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾞｸﾄ 男子小学1・2年生長野県

1019 大平　啓介 ｵｵﾋﾗ ｹｲｽｹ 木島小学校 男子小学1・2年生長野県

1020 川守田　大智 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 長野小学校 男子小学1・2年生長野県

1021 岡　哉太 ｵｶ ｴｲﾀ 高社小学校 男子小学1・2年生長野県

1022 村山　圭弥 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲﾔ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子小学1・2年生長野県

1023 嘉部　蒼汰 ｶﾍﾞ ｿｳﾀ 木島平小スキー部 男子小学1・2年生長野県

1024 小林　樹生 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 木島平小スキー部 男子小学1・2年生長野県

1025 木村　大翔 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学1・2年生長野県

1026 阿部　真武 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学1・2年生長野県

1027 久保田　丈一郎 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学1・2年生長野県

1028 岡田　雅樹 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学1・2年生長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

1.5km女子小学1・2年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:9:40

1101 廣橋　空 ﾋﾛﾊｼ ｿﾗ 武蔵プロングホーン 女子小学1・2年生東京都

1102 青木　音 ｱｵｷ ｵﾄ 常盤小学校 女子小学1・2年生長野県

1103 黒澤　葉奈 ｸﾛｻﾜ ﾊﾅ 女子小学1・2年生長野県

1104 増田　夏綺 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂｷ 埼玉ランニングクラブ 女子小学1・2年生埼玉県

1105 小田切　舞莉夏 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏﾘｶ 戸狩小学校 女子小学1・2年生長野県

1106 小林　千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 飯山小 女子小学1・2年生長野県

1107 渡辺　咲音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷﾈ 女子小学1・2年生長野県

1108 坂田　莉彩 ｻｶﾀ ﾘｻ 山ノ内南小学校 女子小学1・2年生長野県

1109 傳田　悠理有 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾘｱ 女子小学1・2年生長野県

1110 湯本　椛 ﾕﾓﾄ ﾊﾅ 木島平小スキー部 女子小学1・2年生長野県

1111 宮島　莉沙 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｻ 木島平小スキー部 女子小学1・2年生長野県

1112 湯本　美尋 ﾕﾓﾄ ﾐﾋﾛ 木島平小スキー部 女子小学1・2年生長野県

1113 竹前　陽葵 ﾀｹﾏｴ ﾋﾏﾘ 高社小スキークラブ 女子小学1・2年生長野県

1114 川口　あか俐 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾘ 高社小スキークラブ 女子小学1・2年生長野県

1115 荻原　結陽 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾋ 高社小スキークラブ 女子小学1・2年生長野県

1116 関　一花 ｾｷ ｲﾁｶ 山ノ内東小学校スキー部 女子小学1・2年生長野県

1117 高野　絵音 ﾀｶﾉ ｴﾝﾈ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学1・2年生長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

1.5km男子小学3・4年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:10:00

2001 城下　航 ｼﾛｼﾀ ﾜﾀﾙ 男子小学3・4年生長野県

2002 丸山　結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 農家／ａｄｄｉｃｔｓ 男子小学3・4年生長野県

2003 池田　航理 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾘ Ｔｅａｍ　池田 男子小学3・4年生長野県

2004 堀田　雄生 ﾎｯﾀ ﾕｳｾｲ くらぶ鬼島 男子小学3・4年生長野県

2005 佐藤　成 ｻﾄｳ ﾅﾙ 山ノ内西小 男子小学3・4年生長野県

2006 山田　爽野 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾔ 白馬北小学校 男子小学3・4年生長野県

2007 小林　悠晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 中野小学校 男子小学3・4年生長野県

2008 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子小学3・4年生長野県

2009 岸本　作 ｷｼﾓﾄ ｻｸ 通明小学校 男子小学3・4年生長野県

2010 小林　龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 飯山小 男子小学3・4年生長野県

2011 小林　千隼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾔ スポコミ東北 男子小学3・4年生長野県

2012 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 木島小学校 男子小学3・4年生長野県

2013 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 木島小学校 男子小学3・4年生長野県

2014 塩川　聡大 ｼｵｶﾜ ｿｳﾀ 泉台小学校 男子小学3・4年生長野県

2015 斉藤　祥真 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 飯山小ＲＴＣ 男子小学3・4年生長野県

2016 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 大町北小学校 男子小学3・4年生長野県

2017 折橋　義仁 ｵﾘﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 長野市吉田小学校 男子小学3・4年生長野県

2018 松澤　大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小谷小学校 男子小学3・4年生長野県

2019 青木　胤人 ｱｵｷ ﾂｸﾞﾋ 泉台小 男子小学3・4年生長野県

2020 大塚　友稀 ｵｵﾂｶ ﾄﾓｷ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子小学3・4年生長野県

2021 小泉　耀大 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｳﾀ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子小学3・4年生長野県

2022 湯本　創 ﾕﾓﾄ ｿｳ 木島平小スキー部 男子小学3・4年生長野県

2023 小林　竜大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 木島平小スキー部 男子小学3・4年生長野県

2024 宮島　拓豊 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 木島平小スキー部 男子小学3・4年生長野県

2025 永沢　凛眞 ｴｲｻﾞﾜ ﾘﾏ 高社小スキークラブ 男子小学3・4年生長野県

2026 川辺　哲太 ｶﾜﾍﾞ ﾃｯﾀ 山ノ内東小学校 男子小学3・4年生長野県

2027 佐藤　圭翼 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学3・4年生長野県

2028 島田　瑠暁 ｼﾏﾀﾞ ﾙｱ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学3・4年生長野県

2029 高野　円蔵 ﾀｶﾉ ｴﾝｿﾞ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学3・4年生長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

1.5km女子小学3・4年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:10:20

2101 勝田　有美 ｶﾂﾀﾞ ﾕﾐ 女子小学3・4年生長野県

2102 高橋　結月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 常盤小学校 女子小学3・4年生長野県

2103 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 木島小学校 女子小学3・4年生長野県

2104 和田　桜ノ風 ﾜﾀﾞ ｻﾉｶ 常盤小学校 女子小学3・4年生長野県

2105 森　優来 ﾓﾘ ﾕﾗﾗ 野沢温泉小学校 女子小学3・4年生長野県

2106 齊藤　雅 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 野沢温泉小学校 女子小学3・4年生長野県

2107 万場　彩愛 ﾏﾝﾊﾞ ｻｴ 野沢温泉小学校 女子小学3・4年生長野県

2108 西方　志杏 ﾆｼｶﾀ ｼｱ 野沢温泉小学校 女子小学3・4年生長野県

2109 望月　美伽 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ 山ノ内南小学校 女子小学3・4年生長野県

2110 永井　詞葉 ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾊ 中野西部ΜΒΒС 女子小学3・4年生長野県

2111 小境　栞和 ｺｻﾞｶｲ ｶﾝﾅ 戸狩小 女子小学3・4年生長野県

2112 山崎　結惺 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾝｾ 木島平小 女子小学3・4年生長野県

2113 滝澤　寿々花 ﾀｷｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 女子小学3・4年生長野県

2114 池田　安輝 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 信濃町ＸＣ 女子小学3・4年生長野県

2115 小林　月音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾉﾝ 泉台小学校 女子小学3・4年生長野県

2116 坂田　美来 ｻｶﾀ ﾐｸ 山ノ内南小学校 女子小学3・4年生長野県

2117 小田切　柑奈 ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾅ 戸狩小学校 女子小学3・4年生長野県

2118 小林　明莉 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 女子小学3・4年生長野県

2119 岡　柚子葉 ｵｶ ﾕｽﾞﾊ 高社小学校 女子小学3・4年生長野県

2120 太田　結吏 ｵｵﾀ ﾕｳﾘ 木島小学校 女子小学3・4年生長野県

2121 渡邊　雛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 女子小学3・4年生長野県

2122 遠山　利世 ﾄｵﾔﾏ ﾘｾ くらぶ鬼島 女子小学3・4年生長野県

2123 森　あん ﾓﾘ ｱﾝ 木島平小スキー部 女子小学3・4年生長野県

2124 小田切　香 ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ 木島平小スキー部 女子小学3・4年生長野県

2125 湯本　ちひろ ﾕﾓﾄ ﾁﾋﾛ 高社小スキークラブ 女子小学3・4年生長野県

2126 川口　ほの夏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 高社小スキークラブ 女子小学3・4年生長野県

2127 渡邊　陽音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾉﾝ 高社小スキークラブ 女子小学3・4年生長野県

2128 佐々木　可絵 ｻｻｷ ｶｴ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学3・4年生長野県

2129 八重田　真愛 ﾔｴﾀﾞ ﾏﾅ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学3・4年生長野県

2130 島田　璃彩 ｼﾏﾀﾞ ﾘｱ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学3・4年生長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

3km男子小学5・6年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:10:40

3001 長坂　太頼 ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾖﾘ 木島平小スキー部 男子小学5・6年生長野県

3002 村山　仁汰 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾞﾝﾀ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子小学5・6年生長野県

3003 吉越　悠人 ﾖｼｺﾞｴ ﾊﾙﾄ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子小学5・6年生長野県

3004 竹内　鉄郎 ﾀｹｳﾁ ﾃﾂﾛｳ 木島平小スキー部 男子小学5・6年生長野県

3005 花岡　空翔 ﾊﾅｵｶ ｸｳﾄ 高社小スキークラブ 男子小学5・6年生長野県

3006 永沢　奏真 ｴｲｻﾞﾜ ｿｳﾏ 高社小スキークラブ 男子小学5・6年生長野県

3007 山田　奏汰 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾀ 高社小スキークラブ 男子小学5・6年生長野県

3008 水野　奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 常盤小学校 男子小学5・6年生長野県

3009 古谷　捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 泉台小学校 男子小学5・6年生長野県

3010 山室　橙矢 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｳﾔ 泉台小 男子小学5・6年生長野県

3011 廣橋　大河 ﾋﾛﾊｼ ﾀｲｶﾞ 武蔵プロングホーン 男子小学5・6年生東京都

3012 池田　陽向 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 野沢温泉小学校 男子小学5・6年生長野県

3013 河野　成太 ｺｳﾉ ｾｲﾀ 野沢温泉小学校 男子小学5・6年生長野県

3014 西方　志有 ﾆｼﾆｼｶﾀ ｼｳ 野沢温泉小学校 男子小学5・6年生長野県

3015 茂手木　大心 ﾓﾃｷﾞ ｵﾐ 野沢温泉小学校 男子小学5・6年生長野県

3016 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 飯山小ＲＴＣ 男子小学5・6年生長野県

3017 服部　朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 泉台小学校 男子小学5・6年生長野県

3018 高橋　陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 常盤小学校 男子小学5・6年生長野県

3019 大熊　隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 常盤小学校 男子小学5・6年生長野県

3020 丸山　颯心 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｼ 高社小 男子小学5・6年生長野県

3021 齋藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 木島小学校 男子小学5・6年生長野県

3022 青木　晴 ｱｵｷ ﾊﾙ 常盤小学校 男子小学5・6年生長野県

3023 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 男子小学5・6年生長野県

3024 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 飯山小ＲＴＣ 男子小学5・6年生長野県

3025 小林　蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 飯山小 男子小学5・6年生長野県

3026 井川　礼玖 ｲｶﾞﾜ ﾗｲｸ おぢやファイトクラブ 男子小学5・6年生新潟県

3027 斉藤　隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 飯山小ＲＴＣ 男子小学5・6年生長野県

3028 金井　嘉太朗 ｶﾅｲ ﾖｼﾀﾛｳ 菅平小学校 男子小学5・6年生長野県

3029 岩井　秀逹 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀﾂ 信濃町クロスクラブ 男子小学5・6年生長野県

3030 服部　海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 泉台小学校 男子小学5・6年生長野県

3031 富井　陽友 ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 飯山小ラントレイルクラブ 男子小学5・6年生長野県



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月29日開催

3km女子小学5・6年生　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

第16回たかやしろトレイルランニングレース
スタート:11:00

3101 城下　茜 ｼﾛｼﾀ ｱｶﾈ 女子小学5・6年生長野県

3102 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 戸狩小学校 女子小学5・6年生長野県

3103 松澤　怜愛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｱ 泉台小学校 女子小学5・6年生長野県

3104 片山　凜星 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾎ 信濃町クロスクラブ 女子小学5・6年生長野県

3105 小林　杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 戸狩小学校 女子小学5・6年生長野県

3106 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 泉台小学校 女子小学5・6年生長野県

3107 町田　彩羽 ﾏﾁﾀﾞ ｻﾜ 女子小学5・6年生埼玉県

3108 和田　雪ノ羽 ﾜﾀﾞ ﾕﾉﾊ 常盤小学校 女子小学5・6年生長野県

3109 勝田　夏妃 ｶﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子小学5・6年生長野県

3110 岸本　あずさ ｷｼﾓﾄ ｱｽﾞｻ 通明小学校 女子小学5・6年生長野県

3111 森　宝美 ﾓﾘ ﾎｳﾐ 野沢温泉小学校 女子小学5・6年生長野県

3112 笹岡　晴 ｻｻｵｶ ﾊﾙ 野沢温泉小学校 女子小学5・6年生長野県

3113 山崎　仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 木島平小 女子小学5・6年生長野県

3114 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 山ノ内西小 女子小学5・6年生長野県

3115 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 常盤小学校 女子小学5・6年生長野県

3116 千坂　芽良 ﾁｻｶ ﾒｲ 飯山小ＲＴＣ 女子小学5・6年生長野県

3117 池田　峯由 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕ 信濃町ＸＣ 女子小学5・6年生長野県

3118 増田　百華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 埼玉ランニングクラブ 女子小学5・6年生埼玉県

3119 山田　柚野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 白馬北小学校 女子小学5・6年生長野県

3120 富井　美裕 ﾄﾐｲ ﾐﾋﾛ 野沢温泉小学校 女子小学5・6年生長野県

3121 富井　瑠菜 ﾄﾐｲ ﾙﾅ 野沢温泉小学校 女子小学5・6年生長野県

3122 小林　陽向 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 木島平小スキー部 女子小学5・6年生長野県

3123 本山　彩葉 ﾓﾄﾔﾏ ｻﾜ 木島平小スキー部 女子小学5・6年生長野県

3124 大塚　愛佳 ｵｵﾂｶ ｱｲｶ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 女子小学5・6年生長野県

3125 江口　凛果 ｴｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 高社小スキークラブ 女子小学5・6年生長野県

3126 竹前　初奏 ﾀｹﾏｴ ｳｲｶ 高社小スキークラブ 女子小学5・6年生長野県

3127 竹節　舞優 ﾀｹﾌｼ ﾏﾕ 山ノ内東小学校 女子小学5・6年生長野県

3128 山田　優羅 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学5・6年生長野県

3129 鷲野　ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 飯山小ラントレイルクラブ 女子小学5・6年生長野県


