
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 県名

2022年5月28日開催

VK5km男子　　スタートリスト

所属フリガナ カテゴリ

高社山バーティカルキロメーター

スタート時刻

160 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 城南中学校スキー部10:29:45 長野県 男子中学生

101 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 山ノ内中学校10:30:00 長野県 男子中学生

102 山本　夏目 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾒ 山ノ内中学校10:30:15 長野県 男子中学生

103 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 飯山城南中学校10:30:30 長野県 男子中学生

104 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 飯山城南中学校10:30:45 長野県 男子中学生

105 山口　渡史樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 山ノ内中学校10:31:00 長野県 男子中学生

106 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 山ノ内中学校10:31:15 長野県 男子中学生

107 川邊　暖太 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ノ内中学校10:31:30 長野県 男子中学生

108 池田　大輝 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ノ内中学校10:31:45 長野県 男子中学生

109 大山　陽生 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ノ内中学校10:32:00 長野県 男子中学生

110 岩下　聖実 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ノ内中学校10:32:15 長野県 男子中学生

111 小林　珠來 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾗ 山ノ内中学校10:32:30 長野県 男子中学生

112 黒岩　佳佑 ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 山ノ内中学校10:32:45 長野県 男子中学生

113 川邊　陽太 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ 山ノ内中学校10:33:00 長野県 男子中学生

114 岸本　莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野日本大学中学校10:33:15 長野県 男子中学生

115 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 城南中学校10:33:30 長野県 男子中学生

116 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 飯山高校10:33:45 長野県 男子高校生

117 星川　心之介 ﾎｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 明治大学10:34:00 東京都 男子29歳以下

118 柴田　優也 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 明治大学10:34:15 山形県 男子29歳以下

119 田村　一磨 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 明治大学10:34:30 新潟県 男子29歳以下

120 小笠原　舜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾝ 専修大学10:34:45 神奈川県 男子29歳以下

121 藤本　航平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 明治大学10:35:00 北海道 男子29歳以下

122 成澤　啓汰 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 明治大学10:35:15 長野県 男子29歳以下

123 関　綜一郎 ｾｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 明治大学10:35:30 東京都 男子29歳以下

124 千野　竜河 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 明治大学10:35:45 長野県 男子29歳以下

125 山本　大晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 日本体育大学10:36:00 新潟県 男子29歳以下

126 島　徳太郎 ｼﾏ ﾄｸﾀﾛｳ 中野土建スキークラブ10:36:15 長野県 男子29歳以下

127 馬場　直人 ﾊﾞﾊﾞﾅｵﾄ 中野土建スキークラブ10:36:30 長野県 男子29歳以下

128 木原　渉 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ10:36:45 長野県 男子29歳以下

129 岩井　竜太 ｲﾜｲ ﾘｭｳﾀ SALOMON10:37:00 埼玉県 男子29歳以下

130 渡邉　雄秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾃﾞ10:37:15 長野県 男子30代

131 小山　祐 ｺﾔﾏ ﾕｳ 岐阜日野自動車SC10:37:30 長野県 男子30代

132 林　真名歩 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ10:37:45 新潟県 男子30代

133 堀江　智史 ﾎﾘｴ ｻﾄｼ ＤＯＤＡＩＲＡａｃｚ10:38:00 埼玉県 男子30代

134 石川　雄麻 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 仁科工業（株）10:38:15 長野県 男子30代

135 松島　和彦 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 東谷山レーシング10:38:30 愛知県 男子30代

136 尾崎　紘太朗 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ ラッセル隊10:38:45 愛知県 男子30代

137 宮川　朋史 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ10:39:00 福井県 男子30代

138 野溝　信人 ﾉﾐｿﾞ ﾉﾌﾞﾄ クマノ10:39:15 長野県 男子30代

139 浦野　裕之 ｳﾗﾉﾋﾛﾕｷ salomon/インサイドアウト10:39:30 長野県 男子40代

140 八木澤　宗市 ﾔｷﾞｻﾜ ｿｳｲﾁ10:39:45 栃木県 男子40代

141 小野田　誠也 ｵﾉﾀﾞ ｾｲﾔ 竜太練10:40:00 東京都 男子40代

142 本橋　篤 ﾓﾄﾊｼ ｱﾂｼ 東京陸協調布10:40:15 東京都 男子40代

143 石田　義樹 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｷ10:40:30 長野県 男子40代

144 岡田　裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 安曇野無所属10:40:45 長野県 男子40代

145 松本　剛 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳ10:41:00 愛知県 男子40代

146 三沢　幸男 ﾐｻﾜ ﾕｷｵ コントユニット青点滅10:41:15 長野県 男子40代

147 今井　洋二 ｲﾏｲ ﾖｳｼﾞ ＳＫＹＮＩＮＪＡ10:41:30 長野県 男子40代

148 堀川　健一 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ10:41:45 長野県 男子40代

149 大塚　浩司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 北信濃トレイルフリークス10:42:00 長野県 男子40代
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150 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 飯山市役所ＲＣ終了兵10:42:15 長野県 男子50代

151 池田　秀人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ10:42:30 長野県 男子50代

152 水野　友秋 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 常盤小学校10:42:45 長野県 男子50代

153 山口　辰也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 山ノ内町社協10:43:00 長野県 男子50代

154 平林　芳一 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ ヤーゲンラート10:43:15 長野県 男子50代

155 岩田　賢一 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ 小田原走ろう会10:43:30 神奈川県 男子60歳以上

156 藤井　健司 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 横河電機10:43:45 東京都 男子60歳以上

157 金井　利明 ｶﾅｲ ﾄｼｱｷ ミツバＲＣ10:44:00 群馬県 男子60歳以上

158 笹川　伸一 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ10:44:15 新潟県 男子60歳以上

159 宮下　弘文 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ10:44:30 山梨県 男子60歳以上
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スタート時刻

1 田口  倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 小針中学校10:44:45 埼玉県 女子中学生

2 笠原　れい ｶｻﾊﾗ ﾚｲ 山ノ内中学校10:45:00 長野県 女子中学生

3 宮入　彩愛 ﾐﾔｲﾘ ｻﾗ 山ノ内中学校10:45:15 長野県 女子中学生

4 小林　寧音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ 城北中学校10:45:30 長野県 女子中学生

5 小林　華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ ROCKTAPE10:45:45 長野県 女子高校生

6 鏑木　葵 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｱｵｲ10:46:00 群馬県 女子高校生

7 中村　安寿 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ 株式会社ショウワ10:46:15 長野県 女子29歳以下

8 高橋　友理奈 ﾀｶﾊｼﾕﾘﾅ オリエンティア軍団10:46:30 長野県 女子29歳以下

9 秋山　穂乃果 ｱｷﾔﾏﾎﾉｶ 長野県警察10:46:45 長野県 女子29歳以下

10 田中　ユリエ ﾀﾅｶ ﾕﾘｴ10:47:00 北海道 女子30代

11 土屋　和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ ＳＫＹＮＩＮＪＡ10:47:15 長野県 女子40代

12 井上　海埜哩 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 富士空界10:47:30 静岡県 女子40代

13 片桐　久美 ｶﾀｷﾞﾘ ｸﾐ10:47:45 長野県 女子50代

14 吉川　ひとみ ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾐ10:48:00 愛知県 女子60歳以上

15 須藤　吉仕子 ｽﾄｳ ｷｼｺ SKYNINJA10:48:15 長野県 女子60歳以上


