
ゼッケン 所　　属
3001 登ケ谷 政幸 トガヤ マサユキ
3002 小林 世ノ佑 コバヤシ セイノスケ 会田中学校
3003 小林 尚矢 コバヤシ ナオヤ 四賀小学校
3004 山路 雄太 ヤマジ ユウタ
3005 小林 朔太郎 コバヤシ サクタロウ 伊那北小
3006 保科 悠馬 ホシナ ハルマ ＦＧ　ＨＡＲＵＭＡ
3007 指田 圭吾 サシダ ケイゴ
3008 比護 富幸 ヒゴ トミユキ
3009 柴田 有梧 シバタ ユウゴ
3010 小林 泰智 コバヤシ タイチ
3011 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 飯山小ＲＴＣ
3012 砂川 純輝 スナガワ アツキ 大阪市立大東小学校
3013 池田 陽士 イケダ ハルト 信濃小中学校
3014 望月 晴紀 モチヅキ ハルキ 無し
3015 望月 博文 モチヅキ ヒロフミ 無し
3016 山田 士恩 ヤマダ シオン ＴＥＡＭ✩ＳＫＹㅤＫＹＯＴＯ
3017 山田 爽野 ヤマダ ソウヤ 白馬北小学校
3018 柘植 岳 ツゲ タケル 飯島小学校
3019 網干 和希 アボシ カズキ
3020 大久保 樹 オオクボ イツキ

氏　　名

ゼッケン 所　　属
3201 織裳 泉 オリモ イズミ たけやまの森保育園
3202 小林 雅子 コバヤシ マサコ
3203 比護 とも美 ヒゴ トモミ
3204 柴田 弘子 シバタ ヒロコ 石都　岡崎　柴田石材
3205 新谷 真以 シンガイ マイ
3206 服部 紀恵 ハットリ キエ 第一小学校
3207 河合 初音 カワイ ハツネ
3208 池田 峯由 イケダ フユ 信濃小中学校
3209 池田 安輝 イケダ アキ 信濃小中学校
3210 岡本 莉來 オカモト リラ キムランニング
3211 山田 柚野 ヤマダ ユノ 白馬北小学校
3212 平澤 知惠子 ヒラサワ チエコ
3213 伊藤 いろは イトウ イロハ 大町北小学校
3214 木村 桃子 キムラ モモコ
3215 勝田 有美 カツダ ユミ

氏　　名

MIYASAN4k 男子スタートリスト

MIYASAN4k 女子スタートリスト



ゼッケン 所　　属
眞壽田 哲也 マスタ テツヤ
眞壽田 一花 マスタ イチオカ
眞壽田 恭子 マスタ ヤスコ
眞壽田 有志 マスタ ユウシ
中村 昌史 ナカムラ マサシ
中村 新 ナカムラ アラタ
小林 太一 コバヤシ タイチ
小林 葵衣 コバヤシ アオイ
小林 吉文 コバヤシ ヨシフミ
小林 加歩 コバヤシ カホ
大橋 敦子 オオハシ アツコ
大橋  一平 オオハシ イッペイ
小林  久晃 コバヤシ ヒサテル
小林 草次郎 コバヤシ ソウジロウ
北原 英一 キタハラ エイイチ
北原 李偉 キタハラ リイ
栗木 健志 クリキ タケシ
栗木 志成 クリキ ユキナリ
柴田 章夫 シバタ アキオ
柴田 桂司 シバタ ケイジ
平井 康晴 ヒライ ヤスハル
平井 悠仁 ヒライ ユウジン
佐藤 伸 サトウ シン
佐藤 敬 サトウ ケイ
笹本 将継 ササモト マサツグ
笹本 百乃 ササモト モモノ
タンスタ 未央 タンスタ ミオ
タンスタ 茉理 タンスタ マリ
タンスタ テルス タンスタ テルス
タンスタ 慶理 タンスタ ケイスケ
砂川 了 スナガワ リョウ
砂川 虎輝 スナガワ タイガ
河合 愛子 カワイ アイコ
河合 秀亮 カワイ シュウスケ
伊藤 覚 イトウ サトル
伊藤 はる イトウ ハル
伊藤 彩 イトウ アヤ
伊藤 あき イトウ アキ
芹澤 大輔 セリザワ ダイスケ
芹澤 那由多 セリザワ ナユタ
伊東 真一 イトウ シンイチ
伊東 晴充 イトウ ハルミツ
勝家 隆 カツヤ タカシ
勝家 太河 カツヤ タイガ
畠山 知華 ハタケヤマ チカ
畠山 和花 ハタケヤマ カズカ
善如寺 史 ゼンニョジ フミト
善如寺 香恵 ゼンニョジ カエ
池上 敦規 イケガミ アツノリ
池上 緋奈 イケガミ ヒナ
内堀 佑樹 ウチボリ ユウキ
内堀 優人 ウチボリ ユウト
畠山 一也 ハタケヤマ カズヤ
畠山 柚花 ハタケヤマ ユズカ
尾崎 華子 オザキ ハナコ
尾崎 壮介 オザキ ソウスケ
尾崎 領一 オザキ リョウイチ
尾崎 壮介 オザキ ソウスケ

氏　　名
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