
スタートリスト

高校・一般男子 4.0 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 09:00

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

1 羽吹　唯人(4) 東洋大学

2 郷　翔一朗(4) 東洋大学

3 山﨑　凌(3) 東洋大学

4 山川　走(2) 東洋大学

5 福原　健太(1) 東洋大学

6 池田　友基 信濃町クロスカントリース

7 三島　龍也 環境ネットスキークラブ

8 堀田　学 くらぶ鬼島

9 浦野　裕之 くらぶ鬼島

10 北村　健士郎 小谷村

11 池田　和勢(3) 飯山高校

12 小笠原　舜(3) 飯山高校

13 髙橋　明流(3) 飯山高校

14 西村　龍起(3) 飯山高校

15 吉越　敬介(3) 飯山高校

16 池田　遼一(2) 飯山高校

17 小島　海翔(2) 飯山高校

18 千野　伸河(2) 飯山高校

19 沼田　渉聖(2) 飯山高校

20 堀米　結丸(2) 飯山高校

21 岡田　滉樹(1) 飯山高校

22 大日方　彩吹(1) 飯山高校

23 笠間　莉斗(1) 飯山高校

24 串橋　祐次郎(1) 飯山高校

25 久保田　八雲(1) 飯山高校

26 祢津　利空(3) 中野立志館高校

27 徳竹　侑己(3) 中野立志館高校

28 小林　琉斗(3) 中野立志館高校

29 吉池　泰一(2) 中野立志館高校

30 徳竹　佑哉(1) 中野立志館高校

31 佐藤　秀(2) 中野立志館高校

32 森　稟桜(1) 中野立志館高校

33 稲田　結矢(2) 中野立志館高校

34 佐藤　汰祐(1) 中野立志館高校

35 宮入　俊輔(1) 中野立志館高校

36 関　真二 関英ドライブイン
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スタートリスト

高校・一般女子 4.0 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 09:15

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

41 滝沢　こずえ フォーカスシステムズ ス 

42 河野　千雪(3) 飯山高校

43 髙橋　夢果(3) 飯山高校

44 竹内　美琴(3) 飯山高校

45 中島　果歩(3) 飯山高校

46 佐藤　遥(2) 飯山高校

47 鈴木　もえ(2) 飯山高校

48 山﨑　優風(2) 飯山高校

49 山中　夢華(2) 飯山高校

50 小坂　璃彩(1) 飯山高校

51 小林　百々果(2) 中野立志館高校

52 小林　凜(3) 中野立志館高校

53 竹節　優菜(2) 中野立志館高校

54 佐藤　笑瑠(1) 中野立志館高校
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スタートリスト

中学男子 4.0 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 09:30

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

61 大山　陽生(2) 山ノ内中学校

62 黒岩　佳佑(2) 山ノ内中学校

63 池田　大輝(2) 山ノ内中学校

64 金井　珀人(1) 山ノ内中学校

65 川邊　暖太(2) 山ノ内中学校

66 岩下　聖実(2) 山ノ内中学校

67 小林　珠來(2) 山ノ内中学校

68 山口　渡史樹(1) 山ノ内中学校

69 鈴木　士愛(1) 木島平中学校

70 山本　生吹(1) 木島平中学校

71 島崎　陽一郎(3) 木島平中学校

72 山本　隆太(1) 木島平中学校

73 細澤　蒼太(1) 小谷中学校

74 古川　晋太郎(3) 猪苗代東中

75 前田　志颯(3) 白馬中学校

76 花澤　楓也(2) 白馬中学校

77 前田　怜和(1) 白馬中学校

78 山田　縁美(1) 白馬中学校

79 安養　壇(1) 白馬中学校

80 飯森　春人(1) 白馬中学校

81 富井　福太(3) 野沢温泉中学校

82 久保田　咲羽(3) 野沢温泉中学校

83 畔上　蒼野(1) 野沢温泉中学校

84 森　星七(1) 野沢温泉中学校

85 池田　旭陽(1) 野沢温泉中学校

86 木内　暢浩(3) 城北中学校

87 栗林　虎太郎(3) 城北中学校

88 岡田　龍介(3) 中郷中学校

89 岡田　幸輝(1) 中郷中学校

90 宮尾　大稀(1) 中郷中学校

91 高津　玲(3) 高社中学校

92 武田　将舞(1) 高社中学校

93 島田　昌福(1) 高社中学校

94 山﨑　宏(2) 城南中学校
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スタートリスト

中学女子 4.0 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 09:45

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

101 安部　花穏(2) 猪苗代東中学校

102 宮入　彩愛(2) 山ノ内中学校

103 笠原　れい(1) 山ノ内中学校

104 湯本　美園(3) 木島平中学校

105 山田　桃子(1) 木島平中学校

106 森　美心(1) 木島平中学校

107 髙橋　実楽(3) 木島平中学校

108 和田　亜海(1) 木島平中学校

109 石川　希和子(3) 小谷中学校

110 坂本　季花(2) 飯山ジャンプ少年団

111 山口　舞穏(2) 白馬中学校

112 佐々木　璃子(2) 白馬中学校

113 齋藤　京果(2) 白馬中学校

114 野中　菜南(3) 野沢温泉中学校

115 荻原　那優(3) 野沢温泉中学校

116 川村　美沙都(1) 野沢温泉中学校

117 富井　和歩子(1) 野沢温泉中学校

118 松澤　実夢(3) 城北中学校

119 大日方　琴音(2) 城北中学校

120 小林　寧音(2) 城北中学校

121 小林　梨花(3) 城南中学校
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スタートリスト

小学５・６年男子 2.5 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 10:15

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

471 川辺　陽太(6) 山ノ内東小学校

472 佐々木　陽大(6) 戸狩小学校

473 深石　新大(6) 戸狩小学校

474 村山　未来翔(6) 飯山ジャンプ少年団

475 山本　湧心(5) 木島小学校

476 青木　晴(5) 常盤小学校

477 片山　隼基(6) 信濃町クロスカントリース

478 岩井　秀達(5) 信濃町クロスカントリース

479 菅沼　煌士朗(5) 山ノ内南小学校

480 大塚　丈瑠(5) 山ノ内南小学校

481 藤沢　翔真(5) 山ノ内南小学校

482 小湊　陵平(5) 山ノ内南小学校

483 服部　海聖(5) 泉台小学校

484 永沢　凛旺(6) 高社小学校

485 新井　颯(6) 高社小学校

486 永沢　奏真(5) 高社小学校

487 上野　琥太郎(5) 高社小学校

488 阿部　堪成(6) 栄小学校

489 山浦　龍斗(5) 木島平小学校

490 湯本　玲(5) 木島平小学校

491 山嵜　太陽(6) 木島平小学校

492 髙山　晃聖(6) 木島平小学校

493 青木　克仁(6) 山ノ内西小学校

494 山本　夏芽(6) 山ノ内西小学校

495 小林　元樹(6) 山ノ内西小学校

496 相浦　友哉(6) 中郷小学校
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スタートリスト

小学５・６年女子 2.5 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 10:30

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

501 竹節　舞優(5) 山ノ内東小学校

502 大塚　愛佳(5) 飯山ジャンプ少年団

503 田中　希果(5) 常盤小学校

504 木内　絢香(6) 常盤小学校

505 池田　峯由(5) 信濃町クロスカントリース

506 望月　寧来(6) 山ノ内南小学校

507 池田　愛菜(6) 山ノ内南小学校

508 望月　優里(6) 山ノ内南小学校

509 宮﨑　春佳(5) 山ノ内南小学校

510 古幡　虹(5) 山ノ内南小学校

511 田川　七芭(5) 山ノ内南小学校

512 青木　倖乃(6) 泉台小学校

513 青木　倫乃(6) 泉台小学校

514 齋藤　里莉奈(6) 泉台小学校

515 山室　果鈴(6) 泉台小学校

516 大平　恵愛(6) くらぶ鬼島

517 伊賀　優奈(5) くらぶ鬼島

518 荻原　咲良(6) 野沢温泉小学校

519 富井　瑠菜(5) 野沢温泉小学校

520 笹岡　晴(5) 野沢温泉小学校

521 森　宝美(5) 野沢温泉小学校

522 富井　美裕(5) 野沢温泉小学校

523 江口　煌梨(6) 高社小学校

524 須藤　有香(6) 高社小学校

525 松澤　美里(6) 小谷小学校

526 鈴木　稟央(5) 木島平小学校

527 佐藤　咲空(5) 木島平小学校

528 山﨑　仁乃(5) 木島平小学校

529 小野沢　二葉(6) 木島平小学校

530 金井　凰世(5) 山ノ内西小学校
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スタートリスト

小学３・４年男子 2.5 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 10:45

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

541 佐藤　広陸(4) まつのやま学園

542 川辺　哲太(3) 山ノ内東小学校

543 湯本　慶良(3) 木島平小学校

544 村山　仁汰(4) 飯山ジャンプ少年団

545 吉越　悠人(4) 飯山ジャンプ少年団

546 大塚　友稀(3) 飯山ジャンプ少年団

547 山本　絢仁(3) 木島小学校

548 水野　奏汰(4) 常盤小学校

549 高橋　陽斗(4) 常盤小学校

550 大熊　隆仁(4) 常盤小学校

551 中澤　信嗣(3) 信濃町クロスカントリース

552 養田　駿大(4) 山ノ内南小学校

553 服部　朔海(4) 泉台小学校

554 山室　橙矢(4) 泉台小学校

555 山田　遥登(4) 泉台小学校

556 古谷　捺貴(4) 泉台小学校

557 塩川　聡大(3) 泉台小学校

558 青木　胤人(3) 泉台小学校

559 齋藤　翼(4) くらぶ鬼島

560 伊賀　優斗(3) くらぶ鬼島

561 萩原　和真(3) くらぶ鬼島

562 茂手木　大心(4) 野沢温泉小学校

563 西方　志有(4) 野沢温泉小学校

564 池田　陽向(4) 野沢温泉小学校

565 河野　成太(4) 野沢温泉小学校

566 須藤　誉生(4) 高社小学校

567 山田　奏汰(4) 高社小学校

568 須田　陽輝(3) 高社小学校

569 松澤　大和(3) 小谷小学校

570 岡　宗助(3) 木島平小学校

571 小林　竜大(3) 木島平小学校

572 髙山　祐聖(3) 木島平小学校

573 角田　瑛士(3) 木島平小学校

574 湯本　創(3) 木島平小学校

575 小林　舜季(4) 木島平小学校

576 関　源晟(4) 木島平小学校

577 竹内　鉄郎(4) 木島平小学校

578 山﨑　結人(4) 木島平小学校

579 山嵜　礼大(4) 木島平小学校

580 高藤　樹(4) 木島平小学校

581 小野沢　道文(3) 木島平小学校

582 山本　夏偉(4) 山ノ内西小学校
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スタートリスト

小学３．４年女子 2.5 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 11:00

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

591 川久保　莉美(4) 戸狩小学校

592 佐々木　優奈(4) 戸狩小学校

593 太田　結吏(3) 木島小学校

594 中村　雪華(4) 木島小学校

595 和田　雪ノ羽(4) 常盤小学校

596 片山　凜星(4) 信濃町クロスカントリース

597 池田　安輝(3) 信濃町クロスカントリース

598 渡辺　雛子(3) 信濃町クロスカントリース

599 坂田　美来(3) 山ノ内南小学校

600 望月　美伽(3) 山ノ内南小学校

601 古幡　怜(3) 山ノ内南小学校

602 菅沼　結華(3) 山ノ内南小学校

603 松澤　怜愛(4) 泉台小学校

604 川口　眞(4) 泉台小学校

605 小林　月音(3) 泉台小学校

606 江口　凛果(4) 高社小学校

607 堀米　椛乃(4) 高社小学校

608 川口　ほの夏(3) 高社小学校

609 湯本　ちひろ(3) 高社小学校

610 渡邊　陽音(3) 高社小学校

611 岡　柚子葉(3) 高社小学校

612 堀米　瑚乃(3) 高社小学校

613 竹前　初奏(4) 高社小学校

614 小林　明莉(3) 木島平小学校

615 森　あん(3) 木島平小学校

616 山浦　さくら(3) 木島平小学校

617 山﨑　沙耶(3) 木島平小学校

618 山﨑　結惺(3) 木島平小学校

619 本山　彩葉(4) 木島平小学校
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スタートリスト

小学１・２年男子 1.3 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 11:15

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

631 村山　圭弥(1) 飯山ジャンプ少年団

632 山本　凌聖(1) 木島小学校

633 池田　陽士(1) 信濃町クロスカントリース

634 渡辺　珠樹(1) 信濃町クロスカントリース

635 大口　正(1) くらぶ鬼島

636 浦野　健登(1) くらぶ鬼島

637 大平　啓介(1) くらぶ鬼島

638 富井　幸朗(1) 野沢温泉小学校

639 須藤　礼貴(2) 高社小学校

640 永沢　凛眞(2) 高社小学校

641 岡　哉太(1) 高社小学校

642 石川　蓮麻(1) 木島平小学校

643 嘉部　蒼汰(1) 木島平小学校

644 小林　樹生(1) 木島平小学校

645 竹内　満(1) 木島平小学校

646 佐藤　成(2) 山ノ内西小学校

647 山本　夏向(1) 山ノ内西小学校

648 髙木　 瑛飛(2) 木島平小学校
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スタートリスト

小学１・２年女子 1.3 km 

長野県下高井郡木島平村 2021/11/06 開始時間 11:30

 コース名 木島平クロスカントリー競技場 

651 関　一花(1) 山ノ内東小学校

652 小田切　柑奈(2) 戸狩小学校

653 小境　栞和(2) 戸狩小学校

654 中村　佳穂(1) 木島小学校

655 和田　桜ノ風(2) 常盤小学校

656 高橋　結月(2) 常盤小学校

657 坂田　莉彩(1) 山ノ内南小学校

658 小林　陽菜(1) 山ノ内南小学校

659 萩原　理央(2) くらぶ鬼島

660 湯本　みのり(1) 高社小学校

661 三澤　博子(2) 高社小学校

662 竹前　陽葵(1) 高社小学校

663 湯本　椛(1) 木島平小学校

664 小田切　香(2) 木島平小学校
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2021木島平ノルディックマラソン大会


