
〒081-0039 北海道上川郡新得町狩勝高原
http://www.sahoro.co.jp

大会終了後に、このパンフレットをご持参いた
だいた方とそのご同伴の方は、サホロリゾート
ホテル内大浴場「イオンスパ　リフレ」のご入
浴を500円でご利用いただけます♪
ホテルフロントにてご提示ください。

大会参加者　入浴料500円！

ご利用可能時間　14：00～24：00
※5月12日当日のみ有効

 お問い合わせ

ars1allshintoku@gmail.com
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代表　児玉清美

ALL ROUND SPORTS TEAM
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 「スポーツを通じて子どもたちを笑顔に！」
遊びを通し体を動かすことの「楽しさ」を知り、楽しさから
「やりがい」を生みだし、　そして「できた！楽しい！うれ
しい！」を実感し「自信」をはぐくむための運動教室です。

また、様々な運動を経験することで、運動能力が高まり
将来あらゆるスポーツに対応できるようになります！

体験レッスン
随時実施中

～自信をはぐくみ、強い身体とチャレンジする心を育てる～
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主催：狩勝トレイルランニング実行委員会
後援：新得町・新得町観光協会
協賛：加森観光㈱サホロ事業部、新得物産㈱、さほろ酒造、湯宿くったり温泉レイクイン、共働学舎新得農場、YAMAtune
協力：NPO法人旧狩勝線を楽しむ会、ONE ALL SHINTOKU

2019年
5月12日（日）
会場：新得町狩勝高原



2019 狩勝トレイルランニング

■と き

■ところ

■種 目

■主 催
■後 援
■協 賛

■協 力

1. 主催者挨拶

2. 歓迎の挨拶

3. 事務局注意事項

■コース内に給水所を設けますが、各自飲料水を持参することをお薦めします。
　また、山道・林道がコースになりますので、長袖・長ズボン・タイツ・手袋と　
　帽子の着用をお薦めします。
■コース内にトイレはありません。予めスタート前にご準備をお願いします。
■競技中の事故・怪我につきましては、主催者が加入する傷害保険（怪我のみ）
　の適応範囲内での対応とし、応急措置を除いての一切の責任を負いません。
■ゴール後は、飲料水をサービスします。
　また飲食店もご用意しますのでどうぞご利用ください。
■更衣室は女性用のみ用意いたします。
■極度の疲労等により、これ以上の走行は危険と医療スタッフが判断した場合、
　棄権とさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

2019 年 5月 12日（日）
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12：00

受付
開会式
大カーブコース（22km）スタート
バッタ塚コース（11km）スタート
まりも橋コース（  4km）スタート
表彰式

新得町狩勝高原（旧新内駅）
旧狩勝線跡地と林道を使った特設コース
大カーブコース（22km）バッタ塚コース（11km）
まりも橋コース（  4km）
狩勝トレイルランニング実行委員会
新得町観光協会、新得町
加森観光（株）サホロ事業部、新得物産株式会社、
さほろ酒造株式会社、湯宿くったり温泉レイクイン
共働学舎新得農場、スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
NPO法人旧狩勝線を楽しむ会
ONE ALL SHINTOKU

実行委員長

新得町長　

大会事務局

開催概要

参加上の注意事項

開会式次第

児玉　清美

浜田　正利

川畑　優希

新内隧道（124ｍ）

小笹川橋梁

新内駅から狩勝隧道まで
高低差は約200ｍあります

大カーブコース
（22km）
バッタ塚コース
（11km）

まりも橋コース
（4km）



参加者一覧

064-0918
札幌市中央区南18条西11丁目2-2
011-521-0177
trailrunning station & cafe

101 水澤 直人 東川町

102 今井 洋介 札幌市

103 ハッチンソン オリバー 湧別町

104 杉山 飛馬 札幌市

105 鈴木 健二 大樹町

106 安藤 慎吾 帯広市

107 小畑 佳祐 北広島市

108 武田 和樹 旭川市

109 能手 秀之 帯広市

110 吉田 良平 釧路市

111 山本 健太郎 釧路市

112 山端 信広 千歳市

113 中原 拓也 芽室町

114 青野 叶夢 上富良野町

115 富田 征樹 東川町

116 フィンドレー 元 上富良野町

117 松田 裕士 東神楽町

118 木綿 啓太 新得町

119 原田 雅之 帯広市

120 金児 庸平 旭川市

121 千葉 雄樹 別海町

122 安部 僚真 帯広市

123 廣川 和暉 音更町

124 山内 静雄 釧路市

125

126

127

128

129

井馬 孝洋 音更町

前島 拓也 新得町

瀬尾 豪 旭川市

尾崎 隆之 千歳市

外山 久宏 恵庭市

大カーブコース　男子３９歳以下
301 竹原 雪絵 札幌市

302 氏原 圭子 芽室町

303 高橋 まゆみ 北見市

304 今井 由佳梨 札幌市

305 蓑島 明美 音更町

306 長野 富美恵 帯広市

307 内田 明香 帯広市

308 吉田 珠江 帯広市

309 相坂 智紗子 白糠町

310 門野 ちあき 新得町

311 外舘 里美 苫小牧市

312 佐々木 美紗 富良野市

313 梅崎 静 小樽市

314 清原 真樹子 新得町

315 花田 めぐみ 長沼町

316 牧野 ひろみ 札幌市

317 松永 麻衣 釧路町

318 高田 裕子 音更町

319

320

321

322

323

矢野 かおり 帯広市

山田 未沙稀 帯広市

伊藤 美鈴 厚岸町

竹村 かをる 札幌市

辻 由桂 芽室町

大カーブコース　女子
401 廣川 基 帯広市

402 西内 優太 帯広市

403 鎌田 弾 鹿追町

404 山本 繁俊 帯広市

405 小池 駿介 富良野市

406 中原 有希 東神楽町

407 土井 康裕 音更町

408

409

橋場 弘樹 長沼町

上林 亨 別海町

バッタ塚コース　男子３９歳以下
601 金村 萌絵 南富良野町

602 片山 めぐみ 札幌市

603 関井 まみ子 浦幌町

604 三橋 理恵 帯広市

605 今井 芳子 帯広市

606 御園生 麻希 帯広市

607 田代 恵美 釧路市

608 鶴間 直美 江別市

609 白石 望 帯広市

610 福良 薫 札幌市

611 対馬 磨弥 帯広市

612 猪子 弥香 帯広市

613 川島 佳子 帯広市

614 畑 希代恵 岩見沢市

615 太田 結希 富良野市

616 坂 菜月 富良野市

617 坂田 璃音 富良野市

618 佐藤 花 富良野市

619 對馬 希 苫小牧市

620 藤澤 寿子 札幌市

621 渡辺 葵 富良野市

622 佐藤 千広 北見市

623 佐藤 あかね 中標津町

624 黒島 利矢子 帯広市

625

626

627

628

大久保 はるみ 札幌市

牛角 恵 帯広市

伊原 由希子 新得町

伊藤 直子 新得町

バッタ塚コース　女子

501 久保 昭雄 帯広市

502 文屋 利夫 北見市

503 白川部 稔 旭川市

504 大山 浩一 新得町

505 大住 哲 札幌市

506 阿部 孝 札幌市

507 岡山 和也 帯広市

508 大森 茂次 音更町

509 鈴木 智久 釧路町

510 一橋 聖也 釧路市

511 木村 雅博 帯広市

512 吉澤 慶記 札幌市

513 裏 健一 幕別町

514 三上 誉利 千歳市

515 三浦 宏幸 富良野市

516 及川 与志夫 千歳市

517 秋元 浩一 帯広市

518 佐々木 真 芽室町

519 桜田 琢 帯広市

520 仁平 章一 柏市

521 木村 雅 音更町

522 斉木 達夫 帯広市

523 大石 正 富良野市

524 佐藤 隆史 音更町

525 佐藤 修 帯広市

526 福田 博之 南富良野町

527 森本 茂美 帯広市

528 福原 章訓 帯広市

529 宇佐美 龍也 帯広市

530 鈴木 和弘 芽室町

531 米澤 稔 帯広市

532 佐藤 光志 帯広市

533 本田 雅和 音更町

バッタ塚コース　男子４０歳以上

701 山口 新菜 新得町

702 端野 郁 新得町

703 金田 莉月 新得町

704 田中 志依 新得町

705 菅家 瑛 新得町

706 杉森 湖音 芽室町

707 金村 一汰 南富良野町

708 武藤 くわ 新得町

709 藤田 虹 新得町

まりも橋コース　小学１～３年生

710 藤田 雫 新得町

711 山中 康輔 鹿追町

712 篠田 ひまり 旭川市

713 狩野 未羽 芽室町

714 狩野 未空 芽室町

715 鈴木 雅登 釧路町

716 向井 陽生 芽室町

717 猪子 龍星 帯広市

718 猪子 天馬 帯広市

719 山口 心菜 新得町

720 北島 大稀 新得町

721 福田 息吹 南富良野町

722 小窪 洵平 鹿追町

723 矢島 昊征 新得町

724 菅家 碧 新得町

725 玉澤 健太郎 新得町

726 杉森 洸珀 芽室町

727 宇佐美 祐月 帯広市

728 武藤 守威 新得町

729 武藤 こごみ 新得町

730 藤田 天雨 新得町

まりも橋コース　小学４～６年生

801 向井 和玖 芽室町

802 菅家 遙 新得町

803 杉森 海斗 芽室町

804 矢部 光葉 札幌市

805 沼澤 拓哉 新得町

806 中山 智拓 石狩市

まりも橋コース　中学生

901 岡坂 高由 帯広市

902 向井 玄 芽室町

903 黒川 亮 横浜市

904 片岡 愛介 帯広市

905 坂本 博文 釧路市

906 三浦 紀秋 帯広市

907 鹿田 良太 帯広市

908 武藤 伸明 帯広市

909 菅原 俊宏 帯広市

910 谷口 淳也 帯広市

911 佐々木 浩平 帯広市

912 藤森 悠祐 帯広市

913 金村 孔介 南富良野町

914 矢部 健一郎 札幌市

915 関谷 達司 新得町

916 湯田 将史 新得町

917 梅木 紀任 新得町

918 七海 武志 新得町

919 近藤 和史 新得町

920 高橋 英暉 新得町

921 中筋 浩太 泉南市

922 坂東 秀紀 深川市

923 藤田 匡 新得町

まりも橋コース　男子高校生以上
201 小山田 賢次 札幌市

202 上田 秀則 札幌市

203 高橋 伸治 北見市

204 澤田 直毅 帯広市

205 勝村 信夫 音更町

206 齋藤 太香詞 別海町

207 竹田 孝夫 幕別町

208 青砥 修一 幕別町

209 高橋 英夫 新得町

210 所 孝之 帯広市

211 山村 匡男 鶴居村

212 松田 弥 帯広市

213 黒澤 裕之 札幌市

214 梶 寿徳 帯広市

215 森本 恒 札幌市

216 佐々木 貴紀 喜茂別町

217 酒井 賢二 札幌市

218 歌川 喜人 富良野市

219 谷村 健治 帯広市

220 村中 博 遠軽町

221 中島 吾朗 釧路市

222 西田 雄二 札幌市

223 中静 一棋 札幌市

224 渡部 吉彦 釧路市

225 林川 和幸 名寄市

226 菊田 法克 札幌市

227 田中 涼介 釧路市

228 佐藤 力 帯広市

229 山田 宏之 札幌市

230 中山 光弘 恵庭市

231 西村 重信 釧路市

232 安村 重幸 帯広市

233 宮崎 誠 清水町

234 高橋 圭太 札幌市

235 野坂 徹 札幌市

236 船木 映二 札幌市

237 田中 克彦 美幌町

238 木村 朋路 札幌市

239 細野 正明 帯広市

大カーブコース　男子４０歳以上
240 甲斐 智晴 鶴居村

241 山本 淳一 帯広市

242 山田 博司 旭川市

243 加賀田 誠 札幌市

244 佐々木 康博 旭川市

245 平山 宏照 鹿追町

246 吉川 智洋 帯広市

247 菊地 裕二 音更町

248 郡山 祐司 帯広市

249 木下 洋 帯広市

250 猪子 荘太郎 帯広市

251 富樫 将司 帯広市

252 石原 岳 帯広市

253 澤田 雅由 帯広市

254 川上 隆夫 音更町

255 西尾 康宏 上士幌町

256 尾坂 康一 音更町

257 長濱 崇 長沼町

258 安念 抱一 札幌市

259 古藤 敏文 帯広市

260 佐藤 聡 釧路市

261 片岡 史知 帯広市

262 佐藤 節男 名寄市

263 土井 徹也 札幌市

264 渡辺 聡之 音更町

265 大野 祥延 新ひだか町

266 山本 輝男 浦幌町

267 坂本 良典 札幌市

268 浅野 文夫 札幌市

269 吉田 洋一 江別市

270 小林 淳哉 札幌市

271 山本 武史 札幌市

272 榎本 聡 釧路市

273 金澤 義一 釧路市

274 須藤 祐司 釧路市

275 本保 貴裕 帯広市

276 坂 大祐 富良野市

277 澤田 憲孝 帯広市

278 田中 大介 帯広市

279 伊藤 仁浩 新得町

924 山中 加奈恵 鹿追町

925 北澤 周子 上士幌町

926 舘下 佳奈 旭川市

927 長谷川 裕子 幕別町

928 菊地 弘子 音更町

929 山口 真樹子 新得町

930 青木 郁子 芽室町

931 河野 晴子 釧路市

932 坂本 妃雛 釧路市

933 北島 有希子 新得町

934 端野 友子 新得町

935 金田 智美 新得町

936 田中 恵美 新得町

937 矢島 桂子 新得町

938 菅家 真由 新得町

939 寺山 典子 音更町

940 杉森 のどか 芽室町

941 小川 真実 鹿追町

942 武藤 秦和 新得町

943 沼澤 純子 新得町

944 梅木 乃里子 新得町

945 小嶋 千絵 函館市

946 油谷 彩恵 有田市

947 湯田 真代 新得町

948 成田 真奈美 岩見沢市

まりも橋コース　女子高校生以上
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レストランも営業中
11：30～20：00

このパンフレット持参の大会参加者に限り
無料で日帰り入浴できます。（同伴者は大人に
限り100円引）フロント担当者にこのページを
お示しください。
なおタオル・バスタオルセットのレンタルは
お1人様100円となります。

湯宿くったり温泉レイクイン協賛

http://www.shintokusoba.com/

美味しさを追求したもの造りをするために
牛飼いからチーズ造りまで一貫して行っています。

チーズをおいしく造るために、自然のリズムにあわせ
生き物の命が熟す時間にあわせて人は手をかし、工夫しています。

パンフレット提示で
ソフトクリーム10％割引！
（当日限り有効/同伴者も可）

新得町字新得 9-1

TEL：0156-69-5600

農場直営チーズ販売＆カフェ「ミンタル」

営業時間 10時～ 17時 (L.O.16 時 )
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ars1allshintoku@gmail.com
0 8 0 -6 7 2 3 -1 8 3 6

代表　児玉清美

ALL ROUND SPORTS TEAM

ＳＨＩＮＴＯＫＵ
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 「スポーツを通じて子どもたちを笑顔に！」
遊びを通し体を動かすことの「楽しさ」を知り、楽しさから
「やりがい」を生みだし、　そして「できた！楽しい！うれ
しい！」を実感し「自信」をはぐくむための運動教室です。

また、様々な運動を経験することで、運動能力が高まり
将来あらゆるスポーツに対応できるようになります！

体験レッスン
随時実施中

～自信をはぐくみ、強い身体とチャレンジする心を育てる～
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主催：狩勝トレイルランニング実行委員会
後援：新得町・新得町観光協会
協賛：加森観光㈱サホロ事業部、新得物産㈱、さほろ酒造、湯宿くったり温泉レイクイン、共働学舎新得農場、YAMAtune
協力：NPO法人旧狩勝線を楽しむ会、ONE ALL SHINTOKU

2019年
5月12日（日）
会場：新得町狩勝高原


