トレイル＆マウンテンランニング世界選手権 2021 日本代表選手 プロフィール
【男子】
宮原 徹（Toru Miyahara）

ヴァーチカル、クラシックアップ＆ダウン

■生年月日
1982/12/25
■所属
滝ケ原自衛隊
■移住地
静岡県
■プロフィール
長崎県大村市出身 諫早高校→自衛隊体育学校→滝ヶ原自衛隊
中学から陸上競技(長距離)を始め、高校では全国高校駅伝出場。自衛隊では体育学校及び滝ヶ原自衛隊に
おいてニューイヤー駅伝出場。2006 年からトレイルランニングを始め、国内外のレースに積極的に参戦。富士登山
競走のコースレコードを保持。
■主なタイトル
2006 年-2009 年-2011 年富士登山競走 優勝
2014 年スカイランニング世界選手権 VK 5 位
2018 年スカイランニング世界選手権 VK 7 位
2016 年スカイランニングアジア選手権 VK 優勝
2017 年スカイランニングアジア選手権 VK 優勝

吉野 大和（Yamato Yoshino）

クラシックアップ＆ダウン

■生年月日
1995/2/23
■所属
日本郵政グループ
■居住地
群馬県
■プロフィール
中学、高校では陸上競技部長を務める。高校卒業と同時に競技から一度は離れるも、山の絶景を見ながら走る
トレイルランニングに魅力され再び走り出す。仕事とトレーニングの両立を図りながら世界で戦える準備をしている。
■主なタイトル
2017 ユーススカイランニング世界選手権 4 位
2017 スカイランニングアジア選手権 5 位
2019上州武尊山スカイビュートレイル 30K 優勝
2021 平尾富士トレイルランニングレース 3 位
2021 モントレイル戸隠マウンテントレイル 3 位

近江 竜之介（Ryunosuke Omi）

ヴァーチカル

■生年月日
2001/9/1
■所属
TEAM SKY KYOTO 合同会社
■居住地
京都府

■プロフィール
トレイルランニング歴 15 年。幼少期に山を走る事の楽しさを知り、現在はプロ山岳ランナーとして活動。TEAM SKY
KYOTO 合同会社を設立し、トレイルランニングの普及活動を行なっている。 上り坂（バーティカルレース）を得意と
し、バーティカルレースの 2020 年日本選手権で優勝。 活動拠点は京都の愛宕山。 クロストレーニングとして、ロ
ードバイクを取り入れている。 趣味は YouTube 鑑賞。
■主なタイトル
Asia Skyrunning Champs 2017 VK 4 位
Youth Skyrunning World Championships 2018 U18 VK/SKY 優勝
西日本選手権 2019 VK 優勝

上田 瑠偉（Ruy Ueda）

ショート・トレイルレース

■生年月日
1993/10/3
■所属
Mountain Frontier
■居住地
埼玉県
■プロフィール
駅伝の名門・佐久長聖高校出身。大学在学中にトレイルランニングと出会い日本山岳耐久レースを大会新記録
で最年少優勝を果たす。その後 U-23 のスカイランニング世界選手権での優勝、ＵＴＭＢ・ＣＣＣ準優勝などを経て
2019 年には Skyrunner World Series にて年間優勝。世界一にのぼりつめる。
■主なタイトル
日本山岳耐久レース（2014、2018）優勝
Skyrunning Youth World Championship（2016）優勝
Skyrunning Asian Champs（2017）優勝
Livigno Skymarathon（2019）優勝
The Sky Masters Limone sul Garda（2019）優勝
Skyrunner World Series 2019 年間優勝

川崎 雄哉（Yuya Kawasaki）

ロング・トレイルレース

■生年月日
1984/11/5
■所属
滝ヶ原自衛隊
■居住地
静岡県
■プロフィール
長崎県五島列島出身。中学・高校と陸上部に所属し、自衛隊へ入隊後も陸上を続け、2015 年 4 月に長崎県
大村市で開催された"多良の森トレイルランニング"への参加をきっかけにトレイルランニングを始める。
2016 年 10 月に開催された日本山岳耐久レース優勝。トレイルラン世界選手権出場 3 回（2017～2019 年）
■主なタイトル
日本山岳耐久レース 2016 優勝
多良の森トレイルランニング 2016〜2018 優勝
熊野古道トレイルランニングレース 2018 優勝
富士登山駅伝 2019 優勝 (6 区)
OSJ 安達太良山トレイル 50k 2020 優勝
伊豆トレイルジャーニー 2020 優勝

西村 広和（Hirokazu Nishimura）

ロング・トレイルレース

■生年月日
1982/2/6
■所属
patagonia
■居住地
滋賀県
■プロフィール
陸上経験がなく、初マラソンは５時間の市民ランナーでしたが、９年目に京都マラソン 2019 でサブ２．５を達成。
トレイルランニングでは歩かないことを目標とし、自分の力を出し切れる５０～８０ｋｍのミドルディスタンスを得意とす
る。３９歳、５児の父。
■主なタイトル
信越五岳トレイルランニングレース 110K（2018、2019 優勝）
IZU TRAIL Journey （2019 優勝、2020 準優勝）
斑尾高原トレイルランニングレース 50K（2016～2019 優勝）
SPATRAIL（四万 to 草津）72K（2019 優勝）
Fairy trail スーパーロング 60k（2018 優勝）

須賀 暁（Satoru Suga）

ロング・トレイルレース

■生年月日
1988/5/8
■所属
Columbia Montrail / 勤務先 JR 東日本
■居住地
宮城県
■プロフィール
山形県金山町出身。仙台市在住。高校、大学と陸上競技の長距離走に取り組み、21 歳よりトレイルランニング
を始める。100 マイルレースを中心に、長距離レースをターゲットにしている。冬はクロスカントリースキーで国体にも出
場。仙台を中心にトレイルランニングの普及活動も行っている。
■主なタイトル
UTMF2016 4 位
OSJ 安達太良トレイルレース 2019 優勝
志賀高原エクストリームトレイル 2020 2 位
伊豆トレイルジャーニー2020 3 位
嬬恋スカイライン 2021 4 位

横内 佑太朗（Yutaro Yokouchi）

ロング・トレイルレース（補欠）

■生年月日
1996/2/6
■所属
ASICS
■居住地
神奈川県
■プロフィール
中学から陸上を始め、上武大学在学中に箱根駅伝 2 度出場（2013、2015）大学卒業後、一般企業で働く傍ら
2018 年よりトレイルランニングを始め、2019 年にはトレイル世界選手権へ出場。
フルマラソンベスト 2 時間 16 分 42 秒
■主なタイトル
IAU トレイルランニング世界選手権 2019 日本代表
OSJ ONTAKE100k 2019 優勝

OSJ 奄美ジャングルトレイル 2019 優勝
ハセツネ 30k 2019 2 位
伊豆トレイルジャーニー2019 2 位
【女子】
吉住 友里（Yuri Yoshizumi）

ヴァーチカル、クラシックアップ＆ダウン

■生年月日
1986/7/1
■所属
富士山の銘水
■居住地
山梨県
■プロフィール
もと理学療法士。大学 2 年(2007 年)の冬から陸上経験なしに走り始め、ランニングにはまる。2016 年から山の魅
力に引き込まれ、トレイル、スカイランニングの世界へ。現在はプロマウンテンランナーとして、各地でランニング教室
やイベントなどを開催しながら、自身の競技活動を主として活動している。
■主なタイトル
STY2018 優勝
VKWC(バーティカルキロメーター世界シリーズ)2019 年間 2 位
OCC2019 3 位
富士登山競走山頂コース（2017～2019）3 連覇
スカイランニング日本選手権 2020 VK 優勝

髙村貴子(髙は旧字)（Takako Takamura）

ショート・トレイルレース

■生年月日
1993/1/22
■所属
国立病院機構小諸高原病院
■居住地
長野県
■プロフィール
医師を目指して旭川医科大学へ進学。スキー部に所属しオフトレーニングで富良野トレイルランに初めて出場し、
トレイルランニングの爽快感と達成感に魅了され、以後国内のトレイルレースに出場する。2016 年にスカイランニン
グユース世界選手権に出場し、たくさんの海外選手と出会い、World Series で戦いたい気持ちが強くなった。2018
年スカイランニング世界選手権に出場。医師国家試験に合格後、2019 年には Skyrunner Wold Series を転戦。
■主なタイトル
日本山岳耐久レース 2016～2018 優勝 (3 連覇)
スカイランニングユース世界選手権 2016 2 位
Skyrace Comapedrosa (Skyrunner World Series)2017 3 位
スカイランニング世界選手権(SKY)2018 10 位
Mt.Awa Skyrace (Skyrunner World Series)2019 3 位
Skyrunner World Series2019 年間ランキング 12 位

秋山 穂乃果（Honoka Akiyama）
■生年月日

1993/9/29

ロング・トレイルレース

■所属
長野県警察
■居住地
長野県
■プロフィール
兵庫県西宮市出身。神戸大学では陸上競技部に所属し、練習で大学の裏にある六甲山を走っていました。
トレイルランニングの大会には社会人になって初めて出場し、現在は、北アルプスの麓、長野県松本市在住。
■主なタイトル
トレイルラン世界選手権 2019 出場
伊豆トレイルジャーニー2020 優勝
OSJ 新城トレイル 32K 2019、2021 優勝

