
Myoko Ultra Run rAce 18 　　3km　5・6年 男子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

101 竹田 潤也 タケダ ジュンヤ 3km　5・6年男子 新潟県

102 鈴木 士愛 スズキ トア 3km　5・6年男子 長野県

103 川口 蓮 カワグチ レン 3km　5・6年男子 長野県

104 中川 結生 ナカガワ ユウ 3km　5・6年男子 新潟県

105 伊丹 颯矢 イタミ ソウヤ 3km　5・6年男子 長野県

106 池田 陽介 イケダ ヨウスケ 3km　5・6年男子 新潟県

107 山﨑 玲士 ヤマザキ レイジ 3km　5・6年男子 新潟県

108 大堀 拓夢 オオホリ タクム 3km　5・6年男子 新潟県

109 上原 咲真 ウエハラ サクマ 3km　5・6年男子 新潟県

110 鈴木 匠 スズキ タクミ 3km　5・6年男子 新潟県

111 古谷 優翔 フルヤ ユウト 3km　5・6年男子 長野県

112 岡田 幸輝 オカダ コウキ 3km　5・6年男子 新潟県

113 山田 琥太郎 ヤマダ コタロウ 3km　5・6年男子 長野県

114 服部 海陸 ハットリ ミロク 3km　5・6年男子 長野県

115 浅岡 一晟 アサオカ イッセイ 3km　5・6年男子 新潟県

116 霜鳥 康 シモトリ コウ 3km　5・6年男子 新潟県

117 永井 丈太郎 ナガイ ジョウタロウ 3km　5・6年男子 新潟県

118 駒村 隼 コマムラ ハヤト 3km　5・6年男子 新潟県

119 服部 真仁 ハットリ マヒト 3km　5・6年男子 長野県

120 岡田 龍樹 オカダ リュウキ 3km　5・6年男子 長野県

121 高橋 優太朗 タカハシ ユウタロウ 3km　5・6年男子 長野県

122 岡村 颯太 オカムラ ソウタ 3km　5・6年男子 長野県

123 大山 陽生 オオヤマ ハルキ 3km　5・6年男子 長野県

Myoko Ultra Run rAce 18 　　3km　5・6年 女子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

201 竹内 舞空 タケウチ マソラ 3km　5・6年女子 新潟県

202 岸本 和奏 キシモト ワカナ 3km　5・6年女子 新潟県

203 石川 優菜 イシカワ ユウナ 3km　5・6年女子 長野県

204 郷戸 聖由 ゴウド ルナ 3km　5・6年女子 新潟県

205 岡田 七海 オカダ ナナミ 3km　5・6年女子 新潟県

206 中村 心愛 ナカムラ ココロ 3km　5・6年女子 新潟県

207 野嵜 愛 ノザキ アイ 3km　5・6年女子 長野県

208 久保田 凛 クボタ リン 3km　5・6年女子 新潟県

209 小山 彰菜 コヤマ アキナ 3km　5・6年女子 長野県

210 須藤 優奈 スドウ ユナ 3km　5・6年女子 長野県

211 小林 夏星 コバヤシ カホ 3km　5・6年女子 長野県

212 佐藤 心椰 サトウ ココナ 3km　5・6年女子 長野県



Myoko Ultra Run rAce 18 　　3km　3・4年 男子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

301 三ッ井 悠星 ミツイ ユウセイ 3km　3・4年男子 長野県

302 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 3km　3・4年男子 長野県

303 竹田 怜莉 タケダ レイリ 3km　3・4年男子 長野県

304 望月 唯生 モチヅキ ユイ 3km　3・4年男子 新潟県

305 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 3km　3・4年男子 長野県

306 斉藤 隆希 サイトウ リュウキ 3km　3・4年男子 長野県

307 宮下 優 ミヤシタ ユタカ 3km　3・4年男子 新潟県

308 手塚 輝 テヅカ ヒカル 3km　3・4年男子 新潟県

309 渡邉 光 ワタナベ ヒカル 3km　3・4年男子 新潟県

310 亀井 瑛人 カメイ エイト 3km　3・4年男子 新潟県

311 田中 大悟 タナカ ダイゴ 3km　3・4年男子 新潟県

312 後川 和仁 アトカワ アキト 3km　3・4年男子 新潟県

313 宮下 颯介 ミヤシタ ソウスケ 3km　3・4年男子 新潟県

314 服部 海聖 ハットリ カザト 3km　3・4年男子 長野県

315 小林 咲哉 コバヤシ サクヤ 3km　3・4年男子 新潟県

316 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 3km　3・4年男子 長野県

317 川口 陽友 カワグチ ヒユウ 3km　3・4年男子 長野県

318 佐藤 玲人 サトウ レイト 3km　3・4年男子 長野県

Myoko Ultra Run rAce 18 　　3km　3・4年 女子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

401 田上 瑠花 タガミ ルカ 3km　3・4年女子 新潟県

402 松澤 美里 マツザワ ミサト 3km　3・4年女子 長野県

403 中川 実音 ナカガワ ミオ 3km　3・4年女子 新潟県

404 竹田 桃夏 タケダ モモカ 3km　3・4年女子 新潟県

405 重野 爽夏 シゲノ サワカ 3km　3・4年女子 新潟県

406 池田 咲希 イケダ サキ 3km　3・4年女子 新潟県

407 岡田 雫 オカダ シズク 3km　3・4年女子 新潟県

408 村松 莉央 ムラマツ リオ 3km　3・4年女子 新潟県

409 千坂 芽良 チサカ メイ 3km　3・4年女子 長野県

410 後藤 ゆいか ゴトウ ユイカ 3km　3・4年女子 新潟県

411 青木 倫乃 アオキ リノ 3km　3・4年女子 長野県

412 青木 倖乃 アオキ コノ 3km　3・4年女子 長野県

413 齊藤 里莉奈 サイトウ リリナ 3km　3・4年女子 長野県

414 田口 倖菜 タグチ ユキナ 3km　3・4年女子 埼玉県

415 服部 心咲 ハットリ ミサキ 3km　3・4年女子 長野県

416 齋藤 優羽 サイトウ ユワ 3km　3・4年女子 長野県

417 相楽 夏葉 サガラ ナノハ 3km　3・4年女子 長野県



Myoko Ultra Run rAce 18 　　2km　1・2年 男子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

501 松澤 大和 マツザワ ヤマト 2km　1・2年男子 長野県

502 渡辺 深 ワタナベ シン 2km　1・2年男子 新潟県

503 山本 絢仁 ヤマモト アヤト 2km　1・2年男子 長野県

504 斉藤 祥真 サイトウ ショウマ 2km　1・2年男子 長野県

505 古谷 捺貴 フルヤ ナツキ 2km　1・2年男子 長野県

506 亀井 陽向 カメイ ヒナタ 2km　1・2年男子 新潟県

507 青木 胤人 アオキ ツグヒ 2km　1・2年男子 長野県

508 山田 遥登 ヤマダ ハルト 2km　1・2年男子 長野県

509 富井 陽友 トミイ ハルト 2km　1・2年男子 長野県

510 服部 朔海 ハットリ サクミ 2km　1・2年男子 長野県

511 萩原 和真 ハギワラ カズマ 2km　1・2年男子 長野県

512 川俣 奏介 カワマタ ソウスケ 2km　1・2年男子 新潟県

513 高橋 櫂 タカハシ カイ 2km　1・2年男子 新潟県

514 伊賀 優斗 イガ ユウト 2km　1・2年男子 長野県

515 関 彪心 セキ ヒュウゴ 2km　1・2年男子 長野県

516 久保田 海吏 クボタ カイリ 2km　1・2年男子 新潟県

517 清水 光多郎 シミズ コウタロウ 2km　1・2年男子 新潟県

518 齋藤 陽 サイトウ ヒナタ 2km　1・2年男子 長野県

519 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 2km　1・2年男子 長野県

520 岡村 榛馬 オカムラ ハルマ 2km　1・2年男子 長野県

Myoko Ultra Run rAce 18 　　2km　1・2年 女子

ゼッケン 氏名 カナ カテゴリ 都道府県

601 川口 眞 カワグチ シン 2km　1・2年女子 長野県

602 松澤 怜愛 マツザワ レア 2km　1・2年女子 長野県

603 中川 実柚 ナカガワ ミユ 2km　1・2年女子 新潟県

604 杉山 愛理 スギヤマ アイリ 2km　1・2年女子 新潟県

605 手塚 美羽 テヅカ ミウ 2km　1・2年女子 新潟県

606 堀田 和佳生 ホッタ ワカナ 2km　1・2年女子 長野県

607 田口 夏稀 タグチ ナツキ 2km　1・2年女子 埼玉県

608 駒村 幸 コマムラ ミユキ 2km　1・2年女子 新潟県

609 鷲野 ゆりあ ワシノ ユリア 2km　1・2年女子 長野県

610 川久保 莉美 カワクボ リミ 2km　1・2年女子 長野県

611 久保田　榛 クボタ　ハル 2km　1・2年女子 長野県


