
第４６回天龍梅花駅伝出場チーム　（最終）
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番号

区分 チーム名 市町村等 監督名

第1区

（7.5km）

第2区

（5.4km）

第3区

（4.5km）

第4区

（8.8km）

第5区

（8.7km）

第6区

（5.1km）

補欠1 補欠2

ナガヌマ　ダイチ スズキ　ヒロチカ タナカ　コウノスケ シゲヤマ　レンタ サワ　コウヘイ クロカワ　ガク ミヤジマ　コウタロウ オオサコ　ジュンヤ

長沼　大智 鈴木　広親 田中　孝之輔 茂山　蓮太 澤　弘平 黒川　岳 宮島　幸太郎 大迫　隼也

イトウ コウスケ ハラ ケンジロウ マツヤマ カツトシ ニシナ　トシヤ ハヤノ ヨシノブ ムラマツ　ケンイチ

伊藤 洸介 原 謙二郎

松山 克敏

仁科　利弥 早野 吉信

村松　健一

ヨネヤマ ユウキ ハラ タケシ ニシナガ ヨシト マツシタ　ユウ シロタ タカツグ マツシタ　ケン クマガイ ケンタロウ

米山 祐貴

原 武司

西永 佳人 松下 悠 代田 貴嗣 松下　健 熊谷 健太朗

ニシザワ ヒロム オリイ マサユキ ウシヤマ　ジュンイチ イワブチ リョウヘイ タバタ　コウジ ニシナカヤマ ヒロシ ハカワ　エイイチ タカハシ トシカズ

西澤 洋務 折井 正幸 牛山　純一 岩淵 良平 田畑　幸司 西中山 宏 羽川　英一 高橋 利和

コバヤシ ケイスケ モリヤ サトシ シンドウ　マコト オグチ ヒデヤ タカハシ　ナリヤ マエシマ ノリコ カナザワ ヒロノリ タカハシ トシカズ

小林 啓介 守屋 諭 進藤　信 小口 秀哉 高橋　成也 前島 紀子 金澤 拓則 高橋 利和

ヒラタ　カズヤ ナカムラ スミカズ ツカハラ カズト アオキ　マナブ ワリタ ユウマ コイケ ユウト アキヤマ カツミ イチカワ タケシ

平田　和也 中村 純和 塚原 和人 青木　学 割田 雄磨 小池 勇飛 秋山 勝美 市川 武

イシカワ ユウマ マルヤマ コウヘイ エザワ スバル コナガヤ ヨシハル ヨシミ ユウト アオキ コウジ クロイワ レオ ヤマダ　ユウヤ

石川 雄麻 丸山 航平 江澤 昴 小長谷 祥治 吉見 悠斗 青木 浩二 黒岩 怜生 山田　祐也

コバヤシ ヒロキ モモセ ナガヨシ オオカワ　トウヤ サカノ ケイシ カワイタカナリ ノセ　マサフミ ノモト　マサキ アイザワ トモヒロ

小林 大起 百瀬 永吉 大川　柊弥 坂野 圭史 河合　崇成 野瀬　雅史 野本　柾基 逢澤 智広

セキ　ヨシアキ エヒラ リュウジ サワダ　シンヤ タテミチ　クニカズ コマザワ シンジ ヤマモト マサキ スギムラ　マサノリ シブヤ マサヒデ

関　喜明 江平 隆司 澤田　真也 立道　国一 駒澤 信二 山本 昌希 杉村　政徳 渋谷 昌英

ミツザワ タカヒサ ミツザワ タツヨシ フジキ スグル マツムラ　ヒロフミ クボタ ヒハヤト ヒライ シンタロウ クボタ ヒロシ フジキ　エイジ

満澤 崇央 満澤 辰祥* 藤木 俊 松村博文 久保田 隼 平井 慎太郎 久保田 博 藤木　英司

ヒラサワ ケンヤ ナスノ　ヒロキ オオニシ　ゲンキ カラサワ　シゲル モリワキ ヒデキ イトウ　タカヒロ クロカワ　ナオキ ミヤシタ　マモル

平澤 賢也 那須野　寛生* 大西　元気 唐澤　茂 森脇 秀樹 伊藤　隆寛 黒川　直樹 宮下　衛

ナカムラ ユウキ モモセ ダイキ ホソイ ショウタ マルヤマ ジュンイチ ヨシノ　ゲンキ タカハシ ゲンキ イチカワ リョウ タナカ ハルノスケ

中村 祐紀 百瀬 大輝 細井 将太 丸山 純一 吉野　元気 高橋 元希 市川 亮 田中 晴之輔

ハタノ ユウト コバヤシ マサツグ オモテ チフミ ウチカワ　タカシ モモセ シュウイチ フジワラ カツユキ キタムラ ケン コシハラ　ナミ

波多野 悠人 小林 正次 表 知史 内川　隆 百瀬 州一 藤原 克幸 北村 健 腰原　菜水

モモサワ　ダイスケ キタハラ　コウジ キタハラ　タカシ マルヤマ　シュウヘイ ヨシカワ　ショウゴ ハラ　コウヤ オオノ　ユウキ

桃澤大祐 北原弘司 北原崇志 丸山修平 吉川昇吾 原　広野 大野雄揮

フジモト ヒロハル フジモト マサシ タナカ ヒデヨ エノキダ トシユキ ナカザワ トシキ ナカザワ ケンタロウ エノキダ シュンスケ ナカザワ カホ

藤本 博治 藤本 真佐志 田中 秀世 榎田 俊幸 中澤 俊喜 中澤 堅太朗* 榎田 俊介 中澤 香穂

イワモト カンタ ナカハマ タカヒロ イケダ シンジ ゴトウ ケイタ テシガワラ エイジ コンドウ ナオキ

岩元 寛太 中浜 隆浩 池田 慎司 後藤 啓太 勅使河原 英嗣 近藤 尚紀

オリバー フィルコックス
イケガミ タケシ ハヤシ　カツヒロ ツボキ タカシ ムカイヤマ イチロウ カワイ マサキ ヤマデラ シンイチ アルガ タケヒコ

オリバー フィルコックス

池上 剛 林　勝弘 坪木 隆 向山 一郎 川井 昌樹 山寺 真一 有賀 武彦

ムラヤマ カズトシ シモダイラ アツヤ タケムラ ダイチ ミヤザキ ジン イワサキ イッテツ ハナイ ユウキ ナカジマ ハルキ イケダ ケイゴ

村山 和勇 下平 篤弥 竹村 大地 宮崎 仁 岩﨑 一徹 花井 有輝 中島 瑶樹 池田 圭吾

ミヤタ ユウト ノタケリュウタロウ クマガイ シゲアキ ヒラノ ユキノリ ナカムラケンタロウ ワクイ ヨシキ ツカタイラ　テツヤ クマガイ　レイ

宮田 祐杜 野竹龍太郎 熊谷 繁昭 平野 幸規 中村賢太郎 涌井 紀宜 塚平　哲也 熊谷　澪

ヒグチ マサアキ タキザワ ツトム ナスノ　トオル ハギワラ ヒデオ カラキ　マサトシ モリヤ トモハル タハラ ナオキ

樋口 正晃 滝澤 勉 那須野　亨 萩原 英雄 唐木　正敏 守屋 智春 田原 直貴

ウエハラ ユウダイ ナンゴウ　カツヤ カスガ セイゴ コンドウ タカヒロ カラサワ　ユウキ ババ タカオ ハシヅメ サツキ タニグチ　マサヤ

上原 雄大 南郷　勝哉 春日 聖悟 近藤 隆博 唐澤 祐輝 馬場 隆夫 橋爪 颯生 谷口　雅弥

2 一般 飯田下伊那Ｂ 飯伊地域 宮澤修

3 一般 全諏訪Ａ 諏訪地域 三澤光晴

佐久長聖

招待 佐久長聖高校 佐久市 高見澤勝

1 一般 飯田下伊那Ａ 飯伊地域 宮澤修

諏訪地域 三澤光晴

5 一般 長野市駅伝部 長野市 杉野仁

6 一般 チームNDF 中野市 藏谷 伸一

4 一般 全諏訪B

7 一般 松本市駅伝部Ａ 松本地域 渋谷 昌英

8 一般 松本市駅伝部Ｂ 松本地域 渋谷 昌英

9 一般 飯島町Ａ 飯島町 北村光由

10 一般 飯島町Ｂ 飯島町 北村光由

11 一般 安曇野駅伝部A 安曇野市 丸山 純一

12 一般 安曇野駅伝部B 安曇野市 丸山 純一

13 一般 三障長野県選抜 東京都 丸山修平

14 一般 とよのRRC 長野市 榎田俊幸

15 一般 前林ＯＢ 豊田市 岩元 寛太

16 一般 チーム☆ＳＫＹ 伊那市 山寺 真一

17 一般 飯田風越 飯田市 池田圭吾

18 一般 川路AC 飯田市 奥村秀樹

19 一般 上伊那駅伝部 伊那市 丸山 信一

20 一般 上伊那農業高校 伊那市 横打 史雄



ｾﾞｯｹﾝ

番号

区分 チーム名 市町村等 監督名

第1区
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補欠1 補欠2

ミヤモリ ソウタ クマクラ ナオト フジモリ ユウキ タナカ ヒロム サトミ ココロ ツカハラ キョウイチ ナカジマ マサト 0

宮森 蒼太 熊倉 直人 藤森 優輝 田中 大夢 里見 心 塚原 京一 中嶋 正人 0

キタハラ カズキ ゴザワ タイセエ クマガイ シュン フルタ ユウキ マツシタ　シュン オオバ ユウキ シオザワ コウダイ タバタ アツシ

北原 和喜 後沢 大成 熊谷 駿 古田 裕貴 松下　俊 大場 悠暉 塩澤 耕大 田畑 篤偲

キムラ ユウタ モモセ ケンイチ コバヤシ スズカ アカホリ アユミ ミヤサカ コウヘイ キムラ コウタ フルバヤシ タイキ ミムラ　シズカ

木村 祐太 百瀬 賢一 小林 鈴華 赤堀 歩 宮阪 紘平 木村 幸太 古林 泰紀 三村静香

ヨネヤマ ユキノブ ウエマツ テツジ ナカヤマ コウダイ シオハラ ジュン ナカタ　ユウキ マスザワ ナオヒコ シオタ マサト 0

米山 幸伸 植松 徹志 中山 航大 塩原 潤 中田　侑希 増澤 直彦 塩田 雅人 0

イトウ ダイキ コバヤシ ヒロキ カサイ イッセイ スズキ ユウト ヤザワ　アキノリ コバヤシ　ナオキ コイケ コウヘイ ハヤシ　ショウヘイ

伊藤 大生 小林 大輝 河西 一星 鈴木 優斗 矢澤　明徳 小林　直樹 小池 康平 林　翔平

マツハシ ヒロカズ ミヤザワ ヒトシ タカハシ シゲル シカノ エリコ フルハタ タロウ ナカガワ ナオアキ ツチヤ ユホ ナカザワ ケンイチ

松橋 浩一 宮澤 仁志 高橋 茂 鹿野 恵利子 古幡 太郎 中川 直昭 土屋 有穂 中澤 健一

コンドウ タダシ カトウ ツヨシ クボタ ヒロアキ マイケル ゴー コマツ ダイスケ ヒグチ カズマサ オカダ ケイスケ ミヤザワ コウタ

近藤 正 加藤 剛 久保田 博明 魔偉毛瑠 豪 小松 大輔 樋口 一正 岡田 佳亮 宮澤 幸大

ワチ ヒロキ タカハシ　トモヒロ ヤマザキ　ムツアキ タカベ モトキ コウザキ　ミノル コバヤシ ユウ ハヤシ　シンイチ ホソカワ　タケシ

和地 浩輝 高橋　朋裕 山崎　睦明 高部 本規 神崎　実 小林 優 林　伸一 細川　豪

アサダ　タツオ ヒダカ ヒロシ タナカ ショウジ キタザワ キイチ キノシタ トモオ ウエダ ツヨシ ハヤシ　シンイチ ホソカワ　タケシ

浅田　達夫 日高 洋志 田中 正二 北沢 喜一 木下 智雄 植田 剛 林　伸一 細川　豪

ツカダ チヒロ スズキ ユウダイ タケオリ カズキ ミヤジマ ヒロユキ キノシタ タツヒロ マツザワ トシカズ クボタ シンヤ ヨシムラ カズヒコ

塚田 千博 鈴木 雄大 竹折 和樹 宮嶋 宏行 木下 達弘 松澤 寿和 久保田 真矢 吉村 和彦

ミヤオ マサアキ クワバラ ケイシ マツシマ テイジ マキノ　カケル クワバラ ジンセイ カミシマ マナブ シオザワ シゲハル ハラ アケミ

宮尾 雅明 桑原 啓至 松島 貞治 牧野　駆* 桑原 仁成* 上島 学 塩澤 茂治 原 朱実

セキ タカユキ タシタ マサシ カツノ　ヨシヒロ ヤギ ツヨシ イデ　ケイイチ カネコ テツヤ ウスダ　アツシ フジサワ　マサタカ

関 貴幸 田下 昌志 勝野　由拡 八木 剛 井出　圭一 金子 哲也 臼田　敦 藤沢　正孝

サカイ ユウキ キタハラ スミレ キタハラ ヒロコ ナカムラ ソウジ イマイ アヤノ タカギ ショウヘイ モリヤ セイイチ タナカ　タカシ

酒井 祐樹 北原 すみれ 北原 弘子 中村 宗二 今井 文乃 高木 翔平 守矢 清一 田中　隆

タケイ タクヤ ヤマダ カヨ ヨシムラ マキ スギタ ユウスケ キウチ　タクヤ オリイ カツヒサ トウカイリン カズユキ ヤブハラ カズマ

武井 卓也 山田 佳代 吉村 牧 杉田 祐亮 木内　卓也 折井 克壽 東海林 和幸 藪原 一真

ヤマコシ ヨシヒサ ユイ ヒトシ カラサワ ノリオ メンジュ マコト ムカイヤマヨウイチロウフカサワ テツジ ヤマダ アイコ フセ ナオキ

山越 美久 油井 均 唐澤 則夫 毛受 誠 向山　洋一郎 深澤 哲次 山田 愛子 布施 直樹

イケベ コウイチ ヤマザキ ケンイチ タカモリ ユウカ オリイ タカオミ イトウ カズヤ カナザワ ジュンキ ミヤザキ ヨウスケ フキツケ アカネ

池部 功一 山崎 賢一 高森 優花 折井 貴臣 伊藤 和也 金澤 純貴 宮崎 陽介 吹附 茜

タカギ ヨシアキ イシダ ヨシナリ カニサワ　カズヨシ タマガワ ヒロユキ イハラ カズマ ミヤジマ　シュン フジサワ マサタカ シオノイリ ムネヨシ

高木 良彰 石田 良成 蟹澤　一善 玉川 博之 井原 一馬 宮島　俊 藤沢 正孝 塩野入 宗義

セキ ヒロキ ウエムラ カズノブ ハヤシ ハルキ ホソカワ シゲキ セキ カツヒロ テラシマ マサト

関 浩輝 植村 一伸 林 春樹 細川 盛樹 関 克浩 寺島 雅人

カミハラ マサル コイケ タツロウ シンドウ カオル ナガオカ ヒロユキ ハセガワ シンゴ スズキ　マサオ シオイリ シンイチ ナカムラ ユウサク

上原 勝 小池 健郎 進藤 薫 長岡 宏行 長谷川 真悟 鈴木　正夫 塩入 信一 中村 勇作

ババ ユウサク カナヤマ ヒロユキ ムラマツ 　ケンイチ タナカ ヨシヒト ナカムラ アキト フジイ タカオ クリバヤシ　カズヒコ カタヤマ ハヤト

馬場 勇作 金山 洋之 村松 賢一 田中 義人 中村 亮人 藤井 隆男 栗林　一彦 片山 隼

タキザワ タツヒコ スワ ユウスケ イリト コウキ トクナガ シンヤ アオキ サトシ ミヤザワ タカミツ イマムラ マサユキ

オオタ　マコト

滝澤 達彦 諏訪 有祐 入戸 康輝 徳永 信也 青木 聡志 宮澤 隆光 今村 政幸 太田　諒

セキノ カズキ メスダ ヨシキ ヤマウラ コウタ ミヤザワ ヤスユキ タケウチ ケン ヒラバヤシ　ジュン オオタ　マコト ハラダ　トモユキ

関野 一樹 召田 佳己 山浦 浩太 宮澤 恭幸 竹内 剣 平林　隼 太田　諒 原田　智行

21 一般 岡谷南高校 岡谷市 田中 大夢

22 一般 飯田高校 飯田市 田中 聡

23 一般 塩尻志学館高校 塩尻市 矢島 秋弘

24 一般 松本深志高校 松本市 塩原潤

25 一般 諏訪二葉高校 諏訪市 赤羽 裕二

26 一般 チーム北斗号 長野市 鹿野 恵利子

27 一般 チーム北斗号Ⅱ 飯綱町 近藤 正

28 一般 Epson梅 塩尻市 小林 優

29 一般 Epson花 塩尻市 小林 優

30 一般 飯田市役所 飯田市 吉村 和彦

31 一般 下伊那土木振興会 飯田地域 関島 忠夫

32 一般 道管理臼田組 長野市 臼田敦

33 一般 ちくけん 長野市 田中 隆

34 一般 高嶺走友会北信 長野市 新家智裕

35 一般 高嶺走友油井組 長野市 油井均

36 一般 伊那建王子組 伊那市 宮崎陽介

37 一般 伊那建塩野入組 伊那市 塩野入宗義

38 一般 安曇建駅伝部 安曇野市 関　克浩

39 一般 木曽建設事務所 木曽町 塩入信一

40 一般 チーム河川 長野市 片山 隼

41 一般 飯田建A 飯田市 宮澤隆光

42 一般 飯田建Ｂ 飯田市 山岸勧
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補欠1 補欠2

ニシムラ マサヒロ カミクボ ヨシノリ サノ タツヒロ テラサワ シン マツヤマ ユキナガ マツイ コウイチロウ ハラダ トモユキ

オオタ　マコト

西村 匡弘 上久保 義則 佐野 龍弘 寺澤 伸 松山 幸永 松井 厚一郎 原田 智行 太田　諒

ツツイ オサム ミネムラ　ユウイチロウイマオ ハルヒコ ヤナギサワ コウスケ コバヤシ テルオ ソヤ ヒロシ ハッタ シュウサク

筒井 修 峰村友一朗 今尾 春彦 柳澤 耕輔 小林 照男 征矢 博 服田 習作

クラタ ショウイチロウ オオツキ コウタロウ ヨネヤマ　ユウキ ヤマダ ナオキ イマイ　ショウ タジマ　ヒロシ ツカハラ アユミ

倉田 庄一郎 大月 光太郎 米山　雄樹 山田 直紀 今井 翔 田島 裕志 塚原 歩美

ホリベ マサヒロ トドロキ アキヒロ ハヤシ トモヒロ クボイ レン ミヤザワ ルイ ミカミ イッポ

堀部 真広 轟 暁光 林 知洋 久保井 廉 宮澤 留以 三上 一歩

ウグス ヒロオミ マツザワ エイジ コイケ カズヤ キムラ カズキ イシグロ ヨシミツ ムラマツ ヨシフミ モリモト カズユキ キタハラ ヒロユキ

鴬巣 宏臣 松沢 栄児 小池 和弥 木村 和希 石黒 良光 村松 孝文 森本 和幸 北原 裕之

ナカタニ ヒロト スズキ トシヒコ オオタ マサヒコ アワタ ツヨシ カワダ カズノブ タケハナ ツトム シンマ ツトム

中谷 大斗 鈴木 利彦 太田 雅彦 粟田 剛 河田 和伸 竹花 勉 新間 勉

コダイラ アマネ ツツイ ショウイチ ミヤウチ　カツミ ミヤザワ タカシ モトジマ　ケン イワサキ トオル マツシマ シゲオ イケダ ヒロシ

小平 普 筒井 彰一 宮内　克己 宮澤 嵩 本島　憲 岩﨑 徹 松島 茂男 池田 寛

モリヤ　ヒデカズ コイデ ツヨシ コイデ トシミ ムギシマ ノリカズ マエヤマ ヒロノブ オノ ミキオ モリヤ　トモハル マエヤマ エツコ

守屋　秀一 小出 剛 小出 俊美 麦島 則和 前山 浩信 小野 幹雄 守屋　智春 前山 悦子

アカマ ヒロシ シバ マサゴ クボタ コウヘイ マツシタ ヒロシ キムラ マサノリ ヒラサワ シンタロウ マルヤマ タカノリ

赤間 比呂志 柴 真砂 窪田 幸平 松下 弘 木村 正憲 福島 一郎 平澤 慎太郎 丸山 孝範

キタハラ ユウイチ カスガ タカユキ カスガ ムツム スズキ ヒデユキ カスガ マサユキ カスガ タカヒロ タマガキ マサヒロ フジサワ セイイチ

北原 裕一 春日 貴之 春日 睦 鈴木 秀幸 春日 雅之 春日 隆大 玉垣 政博 藤沢 誠一

マスザワ シンゴ アキヤマ リュウタ ナカジマ コウタロウ ハヤシ タカユキ アラタニ マサハル コバヤシ ジュンイチ コンドウ アキヒサ マサキ タツヤ

増澤 真吾 秋山 竜太 中嶋 廣多郎 林 孝行 荒谷 眞治 小林 惇一 近藤 晃永 正木 達也

マスヤマ マサヒロ カタギリ タツヤ ハラ アキヒト ヤマザキ テツヤ カミヤ ヨシユキ イタヤマ ヒロミ マガタ　タツヤ コバヤシ ヨシノリ

増山 正博 片桐 竜也 原 昭仁 山崎 哲也 神谷 善之 板山 浩巳 勾田　達也 小林 由紀

カツマタ マサクニ シノダ コウジ クマガイ　ジュン オキムラ ケンシ イムラ　ノブオ シバタ マサノリ マガタ　タツヤ カワカミ ナオミ

勝又 昌邦 篠田 孝二 熊谷　潤 沖村 賢司 井村　伸郎 柴田 昌則 勾田　達也 川上 直美

ハナオカ ツヨシ ミドウシマ カズシ クマガイケンタロウ アライ　ヒロミチ オカモト アイリ ヨコオ ケンイチ オオクラ ミノル マガタ　タツヤ

花岡 剛志 御堂島 和志 熊谷　健太郎 新井　宏道 岡本 愛理 横尾 健一 大蔵 実 勾田　達也

シオザワ トシキ キノシタ ヤスヒコ ハタナカ コウイチ カワジリ トシカズ ヨシザワ マレヒコ マエザワ タカシ トミウチ トシタカ

塩澤 敏樹 木下 保彦 畑中 孝一 河尻 敏和 吉澤 希彦 前澤 崇志 冨内 俊卓

フルバヤシ コウジ ハニュウ ナオキ キノシタ ヒロシ フジキ ヒロユキ マキノセ カズシ ミゾロギ トオル ナカジマ カズシ

古林 弘二 羽生 直輝 木下 寛司 藤木 浩之 牧之瀬 和志 溝呂木 徹 中島 和志

フクシマ ナオヤ テラサワ コウジ カナダ ナオキ コウズ アキラ キタハラ カズヒト オカジマ ミノル

福島 直哉 寺澤 耕司 金田 直己 神頭 晃 北原 和仁 岡島 稔

ササキ サトシ ヨシムラ カツヒコ ナカザワ タイト サワヤナギ ヨシカズ コイケ タカユキ ミツザワ タダシ

佐々木 聡 吉村 勝彦 中澤 太登 澤柳 嘉一 小池 峰幸 光沢 正

タカナシ リョウスケ キタハラ　エイイチ イケガミ コウスケ タナカ シュウイチ キムラ カズヤ アマノ ススム オザワ　ヒロキ

高梨 良介 北原英一 池上 幸助 田中 秀一 木村 和也 天野 進 小沢　広樹

ヤマダ カズト タチオカ マサアキ オオハシ ヒデトモ スズキ　ヨシユキ オクハラ ケンタ ナカザワ ハルオ ヒラツカ　タカシ

山田 和人 立岡 正明 大橋 英知 鈴木　芳幸 奥原 健太 中澤 治雄 平塚　高史

マツザワ　シンジ ムラマツ　トオル カトウ シュウジ ナカジマ ツネヒロ セキグチ イサオ フジカケ シンジ カトウ ユキヤ

松澤　信二 村松　徹 加藤 秀治 中嶋 経宏 関口 功 藤掛 伸二 加藤 幸哉

オギタ リョウタロウ イチオカ ネイアイ マエダ ワク マチダ ハルカ キタガワ カンタ ノナカ タケトシ ヤマグチ チナツ

小北 稜太郎 市岡 寧愛 前田 倭空 町田 はるか 北川 幹太 野中 赳聡 山口 千夏

43 一般 飯田建C 飯田市 島崎政久

44 一般 フォレスターい 飯田市 服田 習作

45 一般 フォレスターろ 飯田市 服田 習作

46 一般 山色整骨院 松本市 堀部 真広

47 一般 小池建設㈱ 飯田市 鴬巣 宏臣

48 一般 さくまRC 浜松市 新間 勉

49 一般 高森松茂会RC 高森町 宮内奈千代

50 一般 チーム鈴ラン 駒ヶ根市 前山 浩信

51 一般 HAPPYRC 松本市 蟻川博之

52 一般 ハネウマＲＣ 伊那市 春日 雅之

53 一般 近藤夢物語〇京 伊那市 近藤 汰一

54 一般 ＩＷＡＶＥ選抜 飯田市 柴田昌則

55 一般 ＩＷＡＶＥ② 飯田市 柴田昌則

56 一般 ＩＷＡＶＥ③ 飯田市 柴田昌則

57 一般 Team走練者 喬木村 羽生 直輝

58 一般 アフロ★マン 喬木村 羽生 直輝

59 一般 多摩川精機　A 飯田市 吉村 勝彦

60 一般 多摩川精機　Ｂ 飯田市 吉村 勝彦

61 一般 トーハツ㈱ 駒ヶ根市 北原 英一

62 一般 はるさまきらら 松本市 中澤治雄

63 一般 つねさま 松本市 中島経宏

64 一般 信大医陸１ 松本市 辰巳 遥香
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ヤマグチ チナツ コホリ　ホタル タカバヤシ ノリユキ コバヤシ リョウ タツミ ハルカ フクシマ キオ コマツ サキ

山口 千夏 小堀ほたる 高林 謙之 小林 涼 辰巳 遥香 福嶋 貴音 小松 紗姫

ナカジマ テツヤ サトウ ダイ サトウ マナブ オノ カズヒロ コイワイ　ケンゾウ カスガ タツヤ サトウ シヅエ コバヤシ サチコ

中島 哲也 佐藤 大 佐藤 学 小野 和裕 古岩井　健三 春日 達弥 佐藤 志津枝 小林 幸子

ミネ　ヒデユキ オガワ コウヘイ コバヤシ ヒロキ ヤナギサワ ノブオ シミズ　テンペイ カスガ ヒロミ サカイ ツトム タムラ ヤスコ

峰　英之 小川 晃平 小林 寛樹 柳沢 信生 清水　天平 春日 広美 酒井 勤 田村 靖子

ハヤシ ヒデアキ ヤマザキ カズオ ムラサワ シュウゴ ウシマル アキヒデ キドオカ カズタカ ハラ　ヒデマサ ヒビノ カオル

林 秀明 山﨑 一男 村澤 修吾 丑丸 明英 木戸岡 和孝 原　英正 日比野 馨

ヤマオカ キオタカ イシザワ カズヨシ トクハラ ツギヒサ キムラ キミオ カラサワ ヒサキ オダギリ スミオ クドウ タダヨシ

山岡 清孝 石澤 一芳 徳原 嗣久 木村 公男 唐澤 久樹 小田切 澄男 工藤 忠好

ミヤザワ タケヒロ キウチ サヤカ ワダ ミハル イトウ ガクシ オギハラ マサル ウシヤマ コウジ マキノ リョウタ

宮澤 武弘 木内 さやか 和田 美晴 伊藤 学司 荻原 勝 牛山 廣司 牧野 遼太

ナカジマ マサトシ ムラマツ マナブ ヨシザワ フミヤ ササキ トモノリ クボタ ワタル フジモリ　ダイスケ シモダイラ カズキ ミヤシタ　カズシ

中島 正智 村松 学 吉澤 史哉 佐々木 朝則 久保田 渉 藤森　大輔 下平 和輝 宮下　和士

ヨコマエ　ヒロシ シノダ　サトル マツシタ セイジ クズオカ ヨウスケ イマムラヨシアキ ユザワ　サトシ

横前　宏 篠田　悟 松下 清二 葛岡 洋輔 今村　與志昭 湯沢　諭

マキノ　ヨシヒコ イグチ　サトシ ハヤシ　ヒデノリ ナガワ　ヨシト ノリクラ ケンジ アラキ カズヒコ

牧野　義彦 井口　悟志 林　英宜 奈川　喜人 糊倉 健次 荒木 和彦

ヤバナ ユキヒロ カネコ マサヒロ コバヤシ アツシ ミヤサカ ユウダイ チノ　ミツノリ ヨシエ カズマ ヤザワ ユウヤ

矢花 之宏 金子 正裕 小林 篤史 宮坂 雄大 茅野　光徳 吉江 一真 矢澤 悠哉

オオタ コウタロウ ゴトウ セイイチロウ トモノ ミツヒコ ナカムラ カズヒサ キタザワ タツミ イイガハマ ヤスジ

大田 幸太郎 後藤 誠一郎 伴野 光彦 中村 和央 北沢 辰美 飯ヶ浜 安司

ハラ ミチナリ ウエノ　サオリ マツムラ ケイコ マツムラ　ショウジ セイケ トシフミ サトウ カズキ イトウ マチコ ワタナベ クミ

原 道成 上野　さおり 松村 経子 松村　昭次 清家 利文 佐藤 和輝 伊東 まち子 渡邉 久美

キノシタ コウキ ハラシマ レイヤ タケオリ　シン シミズ タイセイ ミヤザワ オサム マツシタ ケンタ ハヤシ アキト

タケオリ マサシ

木下 航希 原島 怜也 竹折　真 清水 泰誠 宮澤 修 松下 健太 林 成人 竹折 正司

ミヤザワ ヒロカズ ナカジマ ヨシユキ カシマ　ケンジ ミヤジマ ヒサオ マツシタ　ノブユキ ヤマザキ ゴロウ ハヤシ アキト

タケオリ マサシ

宮沢 博一 中島 義幸 鹿島　賢司 宮島 久雄 松下　信之 山﨑 悟郎 林 成人 竹折 正司

サトウ アヤ オオクボ ハナ タケオリ サチ スギウラ シュンヤ イマガワ ミチヨ カミガキ ユメカ ハヤシ アキト

タケオリ マサシ

佐藤 綾** 大久保 花** 竹折 幸 杉浦駿也 今川 道代 上垣 夢佳** 林 成人 竹折 正司

フクザワ タカユキ カミガキ ヨシヒコ タカダ ヨシアキ カラサワ カズヤ ワキザカ ケンジ ササキ　ケンゴ ナカジマ ノブヒロ ワカバヤシ ミフキ

福澤 孝幸 上垣 喜彦 髙田 良明 唐沢 一弥 脇坂 憲治 佐々木健吾 中島 伸浩 若林 美吹

ヨシオカ サトキ ハヤシ キョウコ タカシマ リカ タケオリ ナオ ナカハラ　ヨシキ ヤシキ ヒロカズ ナカジマ　ノブヒロ ワカバヤシ ミフキ

吉岡 利貴 林 今日子 髙島 理嘉 竹折 尚 中原　良紀* 屋敷 宏和 中島　伸浩 若林 美吹

フルハタ ケント コバヤシ　チサ ヤマモト サユミ アカハネ シンジ アタラシ リョウゴ アオキ アキラ ミヤサカ ナオト アカツカ タイチ

降籏 賢人 小林　千紗 山本 紗友美 赤羽 晋治 新 遼吾 青木 陽 宮坂 直登 赤塚 太一

カラサワ ジュンイチ マルヤマ シンイチ マルヤマ ナオキ ナカヤ フミタカ イトウ タクミ ミヤザワ ケンイチ ミタニ　ケンジ ナカヤ　カエデ

唐澤 純一 丸山 信一 丸山 直樹 中谷 文貴 伊藤 巧 宮澤 賢一 三谷　健二 中谷　楓*

ヤマオカ ゴウ オカジマ オサム ハセベ ゲン イイジマ ジュン ナカタ　マサノリ ナカジマ キョウスケ コウサカ ユウタ

山岡 剛 岡島 治 長谷部 元 飯島 純 仲田　正徳 中島 京介 高坂 勇太

コダイラ ヨシカズ コダイラ マリ ハヤシ　ミズホ タケイリ ヒロシゲ オイマツ　ミノル サカモト ツヨシ カラサワ タケシ タケイリ アサミ

小平 美一 小平 真理 林　瑞穂 竹入 浩重 老松　稔 坂本 剛 唐澤 剛 竹入 愛彩美

イチカワ ヒロユキ カラサワ ナオユキ キタハラ ユウヤ クボタ タツヒロ イノウエ ノリヒコ カサハラ ナオヤ チノ ツヨシ クラタ チエコ

市川 広幸 唐沢 直之 北原 裕也 窪田 辰広 井上 典彦 笠原 直也 知野 剛 倉田 智枝子

65 一般 信大医陸２ 松本市 辰巳 遥香

66 一般 長野中央病院Ａ 長野市 小林寛樹

67 一般 長野中央病院Ｂ 長野市 小林寛樹

68 一般 チーム絶好調Ａ 佐久市 山﨑一男

69 一般 チーム絶好調Ｂ 佐久市 山﨑一男

70 一般 チーム絶好調Ｃ 佐久市 山﨑一男

71 一般 飯田パルスモ 飯田市 加藤和則

72 一般 TアップルS 飯田市 松下 清二

73 一般 TアップルN 飯田市 松下 清二

74 一般 諏訪市役所陸上部 諏訪市 茅野 光徳

75 一般 ブーメランⅡ 飯田市 飯ヶ浜安司

76 一般 うるぎ村 売木村 重見高好

77 一般 泰阜A 泰阜村 宮下敏則

78 一般 泰阜Ｂ 泰阜村 宮下敏則

79 一般 泰阜Ｃ 泰阜村 宮下敏則

80 一般 泰阜村役場A 泰阜村 宮下敏則

81 一般 泰阜村役場B 泰阜村 宮下敏則

82 一般 けんてぃー 名古屋市 降籏 賢人

83 一般 チームMARU 箕輪町 丸山直樹

84 一般 ヒラタ 飯田市 山岡 剛

85 一般 侍AC 伊那市 竹入 浩重

86 一般 箕輪町役場RT 箕輪町 知野剛
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番号

区分 チーム名 市町村等 監督名

第1区

（7.5km）

第2区

（5.4km）

第3区

（4.5km）

第4区

（8.8km）

第5区

（8.7km）

第6区

（5.1km）

補欠1 補欠2

タナダ フミヤ アリサカ ノブヒコ モリタ ナオヒデ ヤグチ アツシ カワカミ トモコ オガワ タカシ

棚田 文也 有坂 宣彦 森田 直英 矢口 篤 川上 智子 小川 峻志

ミムラ カズキ ハンダ チアキ ヤガサキ ヒロコ アマリ タクヤ オオノ　ヒトシ フジクラ ヒデキ

三村 和樹 半田 千彰 矢ケ崎 浩子 甘利 拓也 大野　仁 藤倉 秀紀

ヤマモト　コウタ クガ　ユキヒロ ツチヤ タクヤ クマガイ アキオ ナカジマ　ノリアキ カワテ　ジョウセイ ジツハラ オサム ヤマモト ユキヒサ

山本　光汰* 久我　侑広* 土屋 拓哉 熊谷 秋雄 中島　紀彰* 川手　丈清 實原 修 山本 幸久

ハンザキ ユキヒロ ミヤジマ　スミオ イシカワ ヒナ イシダ エイジ カワカミ　タカハル イクシマ サエ ジツハラ オサム ヤマモト ユキヒサ

半崎 幸弘 宮島　澄雄 石川 陽菜 石田 栄二 河上　孝晴 幾島 彩瑛 實原 修 山本 幸久

ウエダ カズキ ミシマ　ノリユキ イマイ　カツミ アオイ　ヨシオ ジンドウ ヨシユキ シモサワ　トモヒロ ミヤザキ ヨシオ サトウ　ツヨシ

上田 一揮 三嶋紀之 今井勝実 青井　美雄 神藤 善行 下澤友寛 宮崎 好生 佐藤　勉

ナカジマ　タケル ナカジマ 　ケンサク ノミゾ　ユウタ タキザワ　エミ マツザキ　ユウスケ ホリウチ　マサル アキヤマ　マイコ コマチヤ　エリコ

中嶋 健瑠* 中嶋 健作 野溝 優太 滝澤恵美 松崎 雄介 堀内 秀 秋山 舞子

小町谷　枝里子

ミヤシタ　トシユキ オオヤ　ショウヘイ シモサワ　タケシ コイケ　タカヒコ コハラ　アキフミ ハヤシ　サトル ヤマモト　アキヒロ

宮下 俊之 大矢　翔平 下澤 猛 小池 貴彦 小原 章史 林　悟 山本 哲広

イトウ ヒサシ スエザキ　ヒロシ ナカムラ アキヒコ ササキ カズナリ シロタ ミツナガ クマガイ タクマ イトウ カズヤ イトウ コズエ

伊藤 恒 末崎　浩史 中村 彰彦 佐々木 一成 城田 光長 熊谷 卓馬 伊藤 和也* 伊藤 梢**

マツシタ リョウタ ツチヤ　ユウジ クマガイ　マサノブ ヨシダ オサム オオノ　ミキ コバヤシ ナオト オキタ イサム ムラタ　コウヘイ

松下 凌太 土屋　裕史 熊谷　昌伸 吉田 修 大野　幹 小林 尚登 沖田 勇 村田　幸平*

ノムラ タダミ ムラタ　コウヘイ イトウ ヒサコ コバヤシ カズコ オキタ イサム オキタ　チフミ

コバヤシ　ヨシヒロ

スズキ ミツヨシ

野村 忠実 村田　幸平* 伊藤 尚子 小林 和子 沖田 勇 沖田　ちふみ 小林　芳博 鈴木 光佳

カメワリ マサキ チザワ カズキ ゴトウ カイト トモダ　トシオ ミヤジマ シンゴ イワサキ サユミ ハシヅメ　コウスケ

亀割 正紀 知沢 和輝 後藤 魁斗 友田 利男 宮島 真吾 岩崎 紗佑美 橋爪　公佑

ハラシマ アイキ ミヤシタ ヤマト アカイ トモキ フルカワ トウヤ タカハラ カズヒロ マエザワ ルネ クリュウ レイジ クボタ　ユウキ

原島 藍希 宮下 和 赤井 智紀 古川 統哉 髙原 一浩 前沢 琉音 栗生 鈴士 久保田勇輝

フクザワ レン オギソ ユウト オガワ コウヘイ オンダ シュウマ コマツ リュウイチ オオイシ メグル ミヤザワ セイヤ クボタ　ユウキ

福澤 蓮 小木曽 悠斗 小川 皓平 恩田 脩雅 古松 竜一 大石 周 宮沢 聖矢 久保田勇輝

ゴトウ ショウ イトウ ツカサ イマムラ リュウワ ホソイ エイジ シモダイラ ナオヤ カミガキ アサヒ クマガイ　ショウタロウ ヒラサワ エリナ

後藤 翔 伊藤 司 今村 竜和 細井 映慈 下平 直也 上垣 旭 熊谷　翔太郎 平澤 英里奈

フカツ ノリヒト ミムラ ショウヘイ タカハシ ヒロユキ ヨシムラ リョウ サクライ ヒサシ ニシヅメ ダイスケ ミヤザワ ナオキ ミサワ ツヨシ

深津 教人 三村 昌平 高橋 弘行 吉村 涼 櫻井 久 西爪 太亮 宮澤 尚希 三沢 剛

ナカツカ リョウタ ミヤザワ ツネユキ トイダ ヨシノリ ヨシヅ タカヨシ キドコロ タカオ キタザワ ショウコウ ミサワ ツヨシ ミヤザワ ナオキ

中塚 涼太 宮澤 恒幸 戸井田 義典 吉津 貴義 城所 孝夫 北沢 昭光 三沢 剛 宮澤 尚希

ユザワ トモヒロ ヒロセ ケンシ イママキ ケイタ トザキ ユウダイ サトウ タカヤ ホソクボ　カズマサ ノナカ アキヒロ シミズ ヨシキ

湯澤 朋寛 廣瀬 憲史 今牧 慶太 戸崎 雄太 佐藤 鷹也 細久保　和将 野中 明広 清水 孝貴

ミヤザワ コウヘイ ムラサワ　ユウダイ カナダ　ショウゴ オオダイラ セイジ ミヤザワ トシユキ イイズミ コウダイ マツシタ リョウタ ハシヅメ タカシ

宮澤 昴平 村澤　雄大 金田 祥吾 大平 成二 宮澤 寿幸 飯泉 幸大 松下 良太 橋爪 貴

オザワ ヨシノリ キノシタ ヒデキ アオモリ トモヤ タカハシ マサシ シブカワ ヒロアキ オオマエ　ノブユキ ナカムラ マサヒロ オオタ　マコト

小澤 嘉敬 木下 英樹 青森 大弥 高橋 雅 渋川 裕昭 大前　信行 中村 正博 太田　諒

87 一般 kiraku 松本市 森田 直英

88 一般 kiraku２ 松本市 森田 直英

89 一般 下條村A 下條村 實原功

90 一般 下條村B 下條村 實原功

94 地元一般 ザよせあつめ 阿南町 伊藤 恒

91 一般 エンジンハーツ 豊橋市 大浦作一郎

一般

駒ランナーズクラブＡ

駒ヶ根市 堀内　秀

一般

駒ランナーズクラブＢ

駒ヶ根市 堀内　秀

92

93

95 地元一般 健康で楽走友Ａ 阿南町 鈴木光佳

96 地元一般 健康で楽走友 阿南町 鈴木光佳

97 地元一般 阿南高校陸上部 阿南町 友田 利男

98 地元一般 阿南高野球部Ａ 阿南町 井原宙

99 地元一般 阿南高野球部Ｂ 阿南町 井原宙

100 地元一般 阿南高野球部Ｃ 阿南町 井原宙

101 地元一般 平岡ダム管理所A 天龍村 北沢昭光

102 地元一般 平岡ダム管理所B 天龍村 北沢昭光

103 地元一般 吉川建設天龍寮 天龍村 菅沼浩和

104 地元一般 天龍村役場 天龍村 後藤浩二

105 地元一般 下伊那南部建設 天龍村 柳瀬勝弘
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番号

区分 チーム名 市町村等 監督名

第1区

（7.5km）

第2区

（5.4km）

第3区

（4.5km）

第4区

（8.8km）

第5区

（8.7km）

第6区

（5.1km）

補欠1 補欠2

ヤジマ コウイチ コバヤシ タツヤ コバヤシ リョウスケ シミズ タイキ ナカヤ ユウヒ ミズノ　ユウト マツキ　チカシ

矢島 洸一 小林 竜也 小林 亮介 清水 大希 中谷 雄飛 水野　雄斗 松木　悠司

タカヤマ レイト カミジョウ ハルト シバタ サラ イトウ シュウヤ サクライ ココロ イグチ アキノブ イワタ ショウキ

髙山 玲斗 上條 春翔 柴田 紗来** 伊藤 周也 櫻井 心路 井口 瑛敦 岩田 翔海樹

トクヤマ リン トクヤマ マドカ ムラサワ タクト ハシヅメ ショウ タチバナ マリン イシイ シュンペイ ウエタケ　タカアキ カネムネ　ハルカ

渡久山 凜 渡久山 円 村澤 拓斗 橋爪 渉 橘 茉麟** 石井 隼平 植竹　孝明 兼宗　遥

ミヤウチ トキ コバヤシ　ダイスケ マツシタ テツヤ マツザキ ケンゴ オオバ イズミ イシイ シンヤ オオバ ショウタ マツザキ フミヤ

宮内 斗輝 小林　大亮 松下 哲也 松﨑 健悟 大峽 和 石井 慎也 大場 翔太 松﨑 文哉

ナカジマ ショウゴ ハヤシ アキ イケダ ユウト ツジ ケンジ マツシタ　タツヤ ミヤシタ トモエ ナカハラ ヨシキ カミガキ　ユメカ

中島 祥吾 林 暁輝 池田 友翔 辻 健志 松下　達也 宮下 巴** 中原 良紀 上垣　夢佳**

イワグチ タクマ オリヤマ ショウタ フクムラ ナオキ フジモト ハヤト イクシマ ユウヤ フジモト マサト ナカジマ ノリアキ クガ　ユキヒロ

岩口 拓馬 折山 翔太 福村 直樹 藤本 颯人 幾嶋 佑也 藤本 真斗 中島 紀彰 久我　侑広

ササキ カイ ノザキ ソラ サトウ ユメキ タムラ リキ サトウ ライキ ミヤザキ　レオ イノウエ ハルカ ノナカ　ダイスケ

佐々木 海 野﨑 空 佐藤 夢起 田村 力軌 佐藤 来樹 宮崎　玲旺 井上 遥佳** 野中　大輔

アンドウ ユウキ ミヤシタ ショウゴ イワサキ　ナツキ マツザキ フミヤ オオバ ショウタ ユザワ ユウタク コダイラ カズヤ マツシマ タカユキ

安藤 悠希 宮下 翔伍 岩崎　なつ希 松﨑 文哉 大場 翔太 湯澤 佑拓 小平 宗弥 松島 稜之

ヤザワ　ユウマ ナカガワ ユウキ マキブチ ユウト サトウ リュウガ タケイ ショウタロウ ジンツウガワ カズヤ ミヤザワ カオル

矢沢　佑馬 中川 祐岐 巻淵 勇人 佐藤 龍我 武井 翔太朗 神通川 和也 宮澤 薫

ミヤザワ カナミ イトウ カオリ オザワ ミスズ ハラダ チヅル イケダ ミサキ コヤマ リナ ソネ ホノカ

宮澤 花奈実 伊藤 花織 小澤 美鈴 原田 千鶴 池田 美砂紀 小山 莉那 曽根 ほの翔

フジオカ カンナ カンベ シオン コイケ ミオ マツザワ アヤネ タキザワ　ユウナ カネコ サクラ マキノ アスカ ヒグチ ミエイ

藤岡 緩奈 神部 紫音 小池 碧桜 松澤 綾音 瀧澤　優奈 金子 咲良 牧野 明日香 樋口 美瑛

　・一般の部で氏名の後に*印　→　中学生男子を示す

　・一般の部で氏名の後に**印　→　中学生女子を示す

　・中学一般の部で氏名の後に**印　→　中学生女子を示す

※上記印の走者は、区間賞（中学生の部）の対象となります。

※上記印の走者は、区間賞（中学生の部）の対象となります。※上記印の走者は、区間賞（中学生の部）の対象となります。

※上記印の走者は、区間賞（中学生の部）の対象となります。

※「市町村等」は代表者等の住所を参考にしていますが、確認できる範囲で掲載しています。

※「市町村等」は代表者等の住所を参考にしていますが、確認できる範囲で掲載しています。※「市町村等」は代表者等の住所を参考にしていますが、確認できる範囲で掲載しています。

※「市町村等」は代表者等の住所を参考にしていますが、確認できる範囲で掲載しています。

106 中学一般 全諏訪JH 諏訪市 三澤 光晴

107 中学一般 菅野中学校 松本市 丸山 剛生

108 中学一般 天龍中学校 天龍村 飯田純

109 中学一般 飯伊駅伝Ｊｒ 飯伊地域 今村善紀

110 中学一般 泰阜中学校 泰阜村 宮下敏則

111 中学一般 下條村Ｃ 下條村 實原功

112 中学一般 どんぐり向方 天龍村 加勢浩晃

113 中学一般 高森中学校 高森町 今村善紀

114 中学一般 チーム湖畔A 諏訪地域 宮澤 輝久

115 中学女子 菅野中学校 松本市 丸山 剛生

116 中学女子 飯伊駅伝Ｊｒ 飯伊地域 今村善紀


