
2021/5/8 高社山バーティカルキロメーター　【一般・高校・中】

総合男子

順位 年代別順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム
1 馬場 直人 ババ ナオト 中野土建SC 29歳以下 0:35:01

2 高村 純太 タカムラ ジュンタ Niigata Sky Club 30歳代 0:36:39

3 金澤 拓則 カナザワ タクノリ NASA 30歳代 0:37:46

4 小山 祐 コヤマ ユウ 岐阜日野自動車SC 30歳代 0:37:53

5 傳田 翁玖 デンダ トシヒサ 岐阜日野自動車SC 29歳以下 0:37:55

6 藤ノ木 光 フジノキ ヒカリ 東京美装SC 29歳以下 0:38:40

7 29歳以下 1 位 木村 幸大 キムラ コウダイ 29歳以下 0:39:11

8 40歳代 1 位 大塚 浩司 オオツカ コウジ KTF 40歳代 0:39:55

9 29歳以下 2 位 関 和 セキ カズ SKYNINJA 29歳以下 0:40:23

10 40歳代 2 位 岡田 裕也 オカダ ユウヤ ゼロ 40歳代 0:40:27

11 30歳代 1 位 成瀬 開地 ナルセ カイチ 岐阜日野自動車SC 30歳代 0:40:29

12 29歳以下 3 位 畔上 祥吾 アゼガミ ショウゴ 29歳以下 0:40:30

13 30歳代 2 位 大瀬 和文 オオセ カズフミ salomon 30歳代 0:40:44

14 中学男子 1 位 服部 真仁 ハットリ マヒト 飯山城南中学校 中学男子 0:40:45

15 40歳代 3 位 今井 洋二 イマイ ヨウジ SKYNINJA 40歳代 0:40:48

16 浦野 正紀 ウラノ マサノリ スカイニンジャ 40歳代 0:40:51

17 30歳代 3 位 浦野 裕之 ウラノ ヒロユキ salomon 30歳代 0:41:34

18 高橋 汰門 タカハシ タモン 29歳以下 0:41:54

19 星野 和昭 ホシノ カズアキ salomon 30歳代 0:41:55

20 中学男子 2 位 大山 陽生　 オオヤマ ハルキ 山ノ内中学 中学男子 0:41:55

21 清水 慎也 シミズ シンヤ ステファノ 30歳代 0:42:02

22 高校生男子 1 位 岡田 滉樹 オカダ コウキ 飯山高校 高校生男子 0:42:25

23 田中 耕造 タナカ コウゾウ NASA 40歳代 0:42:29

24 木村 吉大 キムラ ヨシヒロ 栃木県スポーツ協会 29歳以下 0:42:38

25 中学男子 3 位 池田 大輝 イケダ ダイキ 山ノ内中学 中学男子 0:42:54

26 高校生男子 2 位 滝澤 漣 タキザワ レン 立志舘高校 高校生男子 0:43:08

27 高校生男子 3 位 黒岩 桔平 クロイワ キッペイ 中野立志館 高校生男子 0:43:25

28 高校生男子 4 位 徳竹　侑己 トクタケ ユウキ 中野立志館 高校生男子 0:43:33

29 小林 皓生 コバヤシ コウセイ 29歳以下 0:43:40

30 高校生男子 5 位 徳竹　佑哉 トクタケ ユウヤ 中野立志館 高校生男子 0:44:30

31 山上 聡 ヤマカミ サトル 40歳代 0:44:45

32 高校生男子 6 位 祢津　利空 ネツ リクウ 中野立志館 高校生男子 0:44:48

33 松本 直幸 マツモト ナオユキ SKYNINJA 40歳代 0:44:51

34 森　稟桜 モリ リオ 中野立志館 高校生男子 0:44:54

35 小林　琉斗 コバヤシ リュウト 中野立志館 高校生男子 0:44:59

36 松井 諒史 マツイ リョウジ 30歳代 0:45:07

37 佐藤 汰祐 サトウ タイスケ 中野立志館 高校生男子 0:45:48

38 50歳代 1 位 山口 辰也 ヤマグチ タツヤ 山ノ内町社協 50歳代 0:45:49

39 中学男子 4 位 金井 珀人 カナイ ハクト 中学男子 0:45:54
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40 中学男子 5 位 高橋 優太朗 タカハシ ユウタロウ 城南中学校 中学男子 0:46:38

41 佐藤　秀 サトウ ヒデル 中野立志館 高校生男子 0:46:40

42 中学男子 6 位 岡村 颯太 オカムラ ソウタ 城南中学校 中学男子 0:47:08

43 宮入　俊輔 ミヤイリ シュンスケ 中野立志館 高校生男子 0:47:12

44 吉池　泰一 ヨシイケ タイチ 中野立志館 高校生男子 0:47:32

45 黒岩 佳佑　 クロイワ ケイスケ 山ノ内中学 中学男子 0:47:40

46 佐藤 友樹 サトウ トモキ 岐阜日野自動車SC 29歳以下 0:48:01

47 島崎 陽一朗 シマザキ ヨウイチロウ 木島平中学校 中学男子 0:48:24

48 山本 生吹 ヤマモト イブキ 木島平中学校 中学男子 0:48:32

49 50歳代 2 位 土屋 佳秀 ツチヤ ヨシヒデ NASA・SKYNINJA 50歳代 0:48:35

50 川邊　仁太 カワベ ジンダ 中野立志館 高校生男子 0:48:50

51 大嶋 利征 オオシマ トシユキ 30歳代 0:50:04

52 宮島 光弘 ミヤジマ ミツヒロ 宮島塾 30歳代 0:51:10

53 60歳代 1 位 内田 正直 ウチダ マサナオ SKYNINJA 60歳代 0:51:30

54 岡田 龍樹 オカダ タツキ 飯山城南中学校 中学男子 0:51:40

55 稲田　結矢 イナダ ユウヤ 中野立志館 高校生男子 0:51:48

56 藤木 悠平 フジキ ユウヘイ 中野市陸協 29歳以下 0:52:10

57 川邊 暖太 カワベ ダンタ 山ノ内中学 中学男子 0:52:25

58 岩下 聖実 イワシタ マサミ 山ノ内中学 中学男子 0:52:33

59 60歳代 2 位 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 60歳代 0:54:11

60 鈴木 士愛 スズキ トア 木島平中学校 中学男子 0:54:30

61 50歳代 3 位 小出 功 コイデ イサオ ＵＪＲＣ 50歳代 0:55:25

62 土田 謙一 ツチダ ケンイチ 八千代ボンズ 50歳代 0:55:58

63 塩野 耕治 シオノ コウジ SKYNINJA 40歳代 0:56:06

64 青柳 雅之 アオヤギ マサユキ SKYNINJA 50歳代 0:56:40

65 高橋 辰哉 タカハシ タツヤ 飯山市役所RC 50歳代 0:56:59

66 坂井 岳夫 サカイ タケオ 40歳代 0:57:17

67 小林 英樹 コバヤシ ヒデキ 30歳代 0:57:43

68 松沢 裕次 マツザワ ユウジ チームかな 50歳代 0:58:52

69 山口 渡史樹 ヤマグチ トシキ 山ノ内中学 中学男子 0:59:25

70 田崎 富士夫 タザキ フジオ 50歳代 0:59:40

71 山本 隆太 ヤマモト リュウタ 木島平中学校 中学男子 1:02:45

72 荒井 圭二 アライ ケイジ 30歳代 1:05:07

73 関原 智生 セキハラ トモキ 29歳以下 1:06:47

74 小林 珠來 コバヤシ シュラ 山ノ内中学 中学男子 1:07:07

75 光成 聖 ミツナリ キヨシ 50歳代 1:09:00

76 畔上 涼介 アゼガミ リョウスケ 29歳以下 1:10:00

77 柚原 幸治 ユハラ コウジ 50歳代 1:14:00

78 山下 栄治 ヤマシタ エイジ 侍ピカチュウ 40歳代 1:15:35

79 宮沢 大志 ミヤザワ ヒロユキ JR東日本SC 29歳以下 DNS

80 及川 健善 オヨカワ タケヨシ 30歳代 DNS

81 山﨑 雄也 ヤマザキ ユウヤ 40歳代 DNS

82 高橋 智広 タカハシ トモヒロ 40歳代 DNS

83 久保田 雅志 クボタ マサシ KTF team G 50歳代 DNS

2



84 奥宮 俊祐 オクノミヤ シュンスケ 40歳代 DNS

85 山﨑 青衣 ヤマザキ アオイ 高校生男子 DNS

86 川久保 力生 カワクボ リキ 飯山高校 高校生男子 DNS

87 山﨑 玲士 ヤマザキ レイジ 中学男子 DNS
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2021/5/8 高社山バーティカルキロメーター　【一般・高校・中】

総合女子

順位 年代別順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム
1 吉住 友里 ヨシズミ ユリ 30歳代 0:41:20

2 秋山 穂乃果 アキヤマ ホノカ 29歳以下 0:43:45

3 小林 華蓮 コバヤシ カレン 飯山高校 高校女子 0:46:43

4 高村貴子 タカムラ タカコ NASA 29歳以下 0:46:50

5 小林　百々果 コバヤシ モモカ 中野立志館 高校女子 0:47:08

6 小林 千佳 コバヤシ チカ 長野日野自動車SC 29歳以下 0:47:37

7 29歳以下 1位 滝沢こずえ タキザワ コズエ フォーカスシステムズ 29歳以下 0:48:59

8 29歳以下 2位 渡邉 祐佳 ワタナベ ユカ 太平洋建設SC 29歳以下 0:49:35

9 中学女子 1位 髙橋　実楽 タカハシ ミラ 木島平中学校 中学女子 0:49:57

10 29歳以下 3位 山石 沙也加 ヤマイシ サヤカ Kokutou 29歳以下 0:50:20

11 60歳代 1位 須藤 吉仕子 ストウ キシコ NASA 60歳代 0:51:05

12 29歳以下 4位 長野 安那 ナガノ アンナ ALP SKI TEAM 29歳以下 0:51:35

13 中学女子 2位 和田　亜海 ワダ アミ 木島平中学校 中学女子 0:52:00

14 中学女子 3位 小林 寧音 コバヤシ ネオン 城北中学校 中学女子 0:53:25

15 中学女子 4位 添田　春佳 ソエダ ハルカ 木島平中学校 中学女子 0:54:01

16 中学女子 5位 宮入 彩愛 ミヤイリ サラ 山ノ内中学 中学女子 0:54:42

17 中学女子 6位 高橋 幸由実 タカハシ サユミ 城南中学校 中学女子 0:54:43

18 山田　桃子 ヤマダ モモコ 木島平中学校 中学女子 0:55:03

19 40歳代 1位 妹尾 奈穂 セノオ ナホ トヨタＳＣ 40歳代 0:55:44

20 湯本　美園 ユモト ミソノ 木島平中学校 中学女子 0:56:25

21 高校女子 1位 佐藤　笑瑠 サトウ エル 中野立志館 高校女子 0:56:41

22 丸山 愛衣 マルヤマ メイ 中学女子 0:57:20

23 高校女子 2位 小林　凜 コバヤシ リン 中野立志館 高校女子 0:58:39

24 40歳代 2位 土屋 和嘉子 ツチヤ ワカコ NASA 40歳代 0:59:16

25 石川 優菜 イシカワ ユウナ 城南中学校 中学女子 0:59:55

26 50歳代 1位 相楽 輝代 サガラ テルヨ 50歳代 1:02:39
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