
白馬国際ミニオリンピックトレイルラン　記録（一般参加者のみの抜粋）
2019/11/8 ウイング２１～ハイランド～蕨平区特設コース

１．ショート　一般女子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ショート 1101 一般 宮澤敬子 女子 白馬中ＰＴＡ 0:26:05
2 ショート 1108 一般 西村晶美 女子 白馬中ＰＴＡ 0:30:00
3 ショート 1109 一般 長谷川純 女子 白馬中ＰＴＡ 0:30:00
4 ショート 1117 一般 武藤モニカ 女子 白馬北小英語教師 0:30:12
5 ショート 1113 一般 丸山智子 女子 0:30:19
6 ショート 1114 一般 高橋麻衣子 女子 0:36:31
7 ショート 1102 一般 徳武　渚 女子 白馬中ＰＴＡ 0:50:51
8 ショート 1105 一般 水野恵美 女子 白馬中ＰＴＡ 0:50:52
9 ショート 1119 一般 原エリカ 女子 0:50:53

10 ショート 1118 一般 塩島たえ 女子 0:52:06
11 ショート 1115 一般 西澤みどり 女子 0:52:11
12 ショート 1107 一般 佐藤治恵 女子 白馬中ＰＴＡ 0:52:29
13 ショート 1111 一般 松沢信子 女子 白馬中ＰＴＡ 0:52:29
14 ショート 1104 一般 前田　歩 女子 白馬中ＰＴＡ 0:54:37
15 ショート 1103 一般 木下和子 女子 白馬中ＰＴＡ 0:54:50
16 ショート 1110 一般 畠山　恵 女子 白馬中ＰＴＡ 0:54:50
17 ショート 1112 一般 太田美鈴 女子 白馬中ＰＴＡ 0:54:54
18 ショート 1120 一般 石野りつ子 女子 0:54:54

ショート 1106 一般 一井　良 女子 白馬ランニングクラブ DS

２．ショート　一般男子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ショート 1116 一般 宮澤忠崇 男子 白馬中ＰＴＡ 0:26:05
2 ショート 1122 一般 中井邦昌 男子 0:28:18

３．ミドル　一般女子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ミドル 3206 一般 篠崎志おり 女子 白馬高校 0:58:47
2 ミドル 3207 一般 松倉后杏 女子 白馬高校 0:58:50
3 ミドル 3204 一般 藤塚亜子 女子 白馬高校 0:59:33
4 ミドル 3208 一般 松岡陽菜 女子 白馬高校 1:01:03
5 ミドル 3209 一般 石川希和子 女子 小谷中学校 1:01:05
6 ミドル 3102 一般 松澤杏奈 女子 白馬中ＰＴＡ 1:02:41
7 ミドル 3203 一般 鎌倉春音 女子 白馬高校 1:03:11
8 ミドル 3205 一般 松沢　幸 女子 白馬高校 1:05:07
9 ミドル 3103 一般 井上はな 女子 白馬RC 1:05:53

10 ミドル 3101 一般 平岡千春 女子 白馬中ＰＴＡ 1:07:50
11 ミドル 3105 一般 高橋奈々 女子 1:13:01
12 ミドル 3104 一般 石原裕美 女子 1:15:00
13 ミドル 3108 一般 末川美樹 女子 Dirt Den 1:33:04
14 ミドル 3107 一般 遠藤梨紗 女子 Dirt Den 1:34:59
15 ミドル 3109 一般 秋山美樹 女子 1:40:20

ミドル 3106 一般 大塚三貴子 女子 DS

４．ミドル　一般男子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ミドル 3110 一般 加藤誠隆 男子 白馬アスレチッククラブ 0:51:02
2 ミドル 3210 一般 野口誉継 男子 白馬高校 0:52:35
3 ミドル 3115 一般 大谷讓二 男子 1:12:28
4 ミドル 3114 一般 羽根田周平 男子 1:13:01
5 ミドル 3117 一般 横山敏土 男子 白馬ランニングクラブ 1:17:24
6 ミドル 3111 一般 岡山希有次 男子 1:23:15
7 ミドル 3112 一般 三岡広太 男子 1:23:23
8 ミドル 3113 一般 秋山　昇 男子 高瀬中学校 1:23:34
9 ミドル 3116 一般 鈴木広章 男子 白馬村役場 1:24:37

10 ミドル 3119 一般 永原達也 男子 1:35:00
11 ミドル 3118 一般 谷　満幸 男子 1:40:40



５．ロング　一般女子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ロング 5106 一般 大塚裕華 女子 1:44:29
2 ロング 5104 一般 宗川尚美 女子 1:49:59
3 ロング 5103 一般 柴田みち子 女子 白馬中ＰＴＡ 1:53:28
4 ロング 5107 一般 笹川陽子 女子 劇団ささがわ 2:05:02
5 ロング 5101 一般 山田佳恵 女子 白馬中ＰＴＡ DF
6 ロング 5102 一般 湯浅笑子 女子 白馬メディア DF

ロング 5105 一般 丸山有紀 女子 DS

６．ロング　一般男子の部
順位 カテゴリー ビブ№ 分類 氏　　　名 性別 所属 所要時間

1 ロング 5213 一般 上村亮介 男子 1:21:58
2 ロング 5120 一般 松沢　斉 男子 下田ＬＳＣ 1:24:45
3 ロング 5214 一般 中川敬太 男子 小谷中学校 1:26:25
4 ロング 5215 一般 村越郁也 男子 小谷中学校 1:26:43
5 ロング 5219 一般 深澤嵩晴 男子 小谷中学校 1:27:54
6 ロング 5116 一般 関   拓 男子 1:29:06
7 ロング 5210 一般 手塚慧介 男子 白馬高校 1:29:32
8 ロング 5112 一般 吉川知明 男子 白馬中ＰＴＡ 1:29:58
9 ロング 5125 一般 井上祐策 男子 チームふるよし 1:30:46

10 ロング 5121 一般 松澤幸靖 男子 ＳＫＩＭＯ　日本代表 1:31:27
11 ロング 5211 一般 宮坂　空 男子 白馬高校 1:32:09
12 ロング 5220 一般 津野尾広大 男子 小谷ジュニア 1:34:00
13 ロング 5123 一般 草　哲也 男子 トロッコランナー 1:35:38
14 ロング 5209 一般 利部旬悟 男子 白馬高校 1:36:45
15 ロング 5218 一般 丸山海翔 男子 小谷中学校 1:37:38
16 ロング 5108 一般 久保田雅志 男子 ＴＧＩＦ長野 1:37:40
17 ロング 5212 一般 伊藤康太 男子 白馬高校 1:37:58
18 ロング 5205 一般 田中心乃祐 男子 白馬高校 1:38:17
19 ロング 5206 一般 西澤来波 男子 白馬高校 1:38:58
20 ロング 5208 一般 石田海斗 男子 白馬高校 1:38:58
21 ロング 5124 一般 駒田正美 男子 1:39:13
22 ロング 5207 一般 平田悠理 男子 白馬高校 1:39:30
23 ロング 5216 一般 幾田朋朗 男子 小谷中学校 1:39:31
24 ロング 5109 一般 宮島光弘 男子 レッドドラコンランニングクラブ 1:40:14
25 ロング 5113 一般 栗山大貴 男子 白馬村 1:40:50
26 ロング 5115 一般 尾形祐介 男子 1:41:43
27 ロング 5217 一般 片山　芽 男子 小谷中学校 1:42:09
28 ロング 5118 一般 宗川公紀 男子 1:44:40
29 ロング 5111 一般 藤塚 潔 男子 チームまことちゃん 1:45:28
30 ロング 5114 一般 原　知義 男子 白馬中ＰＴＡ 1:52:38
31 ロング 5204 一般 鈴木寛太 男子 白馬高校 1:56:37
32 ロング 5110 一般 藤沢淳一 男子 チームまことちゃん 1:56:45

ロング 5117 一般 坂本祥一 男子 DS
ロング 5119 一般 ジョーリグビー 男子 DS
ロング 5122 一般 中沢直人 男子 ＴＥＡＭ　ＭＯＮＳＴＥＲ　ＣＬＩＦＦ DS


