
小学生1・２年男子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

1 2002 伊賀 優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 くらぶ鬼島 00:06:44

2 2020 松澤 大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:06:46

3 2015 萩原 和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 くらぶ鬼島 00:07:04

4 2007 小林 奏斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾄ 長野県 原ＰＣジュニア 00:07:08

5 2026 和田 直太朗 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 東京都 東大和１０小 00:07:08

6 2005 黒田 啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 長野県 大町北小学校 00:07:19

7 2012 高崎 映真 ﾀｶｻｷ ﾊﾕﾏ 栃木県 00:07:19

8 2004 草野 光生 ｸｻﾉ ﾐﾂｷ 群馬県 大泉北小 00:07:24

9 2019 不破 圭悠 ﾌﾜ ﾖｼﾋｻ 長野県 安曇野かけっこ 00:07:25

10 2006 郷原 麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:07:29

11 2013 新田 健翔 ﾆｯﾀ ｹﾝﾄ 東京都 00:07:57

12 2017 肥後 武蔵 ﾋｺﾞ ﾑｻｼ 栃木県 乙女小学校 00:08:33

13 2024 山崎 晟 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｮｳ 長野県 軽井沢西部小学校 00:08:35

14 2011 柴田 慶仁 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾄ 長野県 00:08:49

15 2022 武笠 頼友 ﾑｶｻ ﾖﾘﾄﾓ 埼玉県 チーム稲ちゃん 00:09:02

16 2009 小林 龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小ＸＣスキークラブ 00:09:03

17 2092 柳原 琉人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 長野県 佐久市泉小学校 00:09:22

18 2021 松田 彬丈 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 新潟県 00:09:23

19 2010 坂巻 遥士 ｻｶﾏｷ ﾊﾙﾄ 埼玉県 チーム稲ちゃん 00:09:37

20 2014 野池 陽路 ﾉｲｹ ﾋﾛ 長野県 00:09:39

21 2003 井上 陽大郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾀﾛｳ 長野県 佐久穂小学校 00:09:54

22 2093 由井 陽向 ﾕｲ ﾋﾅﾀ 長野県 00:10:04

23 2001 青木 悠貴 ｱｵｷ ﾕﾀｶ 神奈川県 00:10:10

24 2025 山本 空 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 長野県 00:10:27

25 2023 山内 健太郎 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:14:32
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RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース



小学生1・２年女子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

1 2030 田口 夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:06:57

2 2033 藤田 奈瑠 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾙ 千葉県 00:07:24

3 2032 萩原 理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 くらぶ鬼島 00:08:03

4 2034 藤田 莉璃 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾘ 千葉県 00:08:07

5 2036 矢花 美心 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｺ 長野県 堀金小学校 00:08:17

6 2031 谷 碧浬 ﾀﾆ ｱｵﾘ 栃木県 足利市立葉鹿小学校 00:08:37

7 2027 岡田 マリア ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ 群馬県 吉岡町明治小学校 00:09:19

8 2028 上村 心 ｶﾐﾑﾗ ｺｺﾛ 埼玉県 チーム稲ちゃん 00:09:22

9 2035 丸山 結絆 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾂﾞﾅ 長野県 広丘小学校 00:09:53

10 2029 北澤 笑里 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐﾘ 長野県 北信ファーム 00:12:51

RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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小学生３・４年男子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
1 2055 山下 凌河 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 愛知県 あぐい陸上クラブ 00:12:53

2 2056 山本 成真 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾏ 神奈川県 ベイキッズ横浜 00:12:53

3 2047 新田 大翔 ﾆｯﾀ ﾀﾞｲﾄ 東京都 00:13:33

4 2053 山崎 昴 ﾔﾏｻﾞｷ ｽﾊﾞﾙ 長野県 軽井沢西部小学校 00:13:40

5 2058 山本 湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小 00:13:46

6 2042 田中 那月 ﾀﾅｶ ﾅﾂ 長野県 堀金小学校 00:13:52

7 2043 田畑 真司 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 長野県 岡谷田中小３年 00:13:52

8 2044 田畑 亮介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 長野県 00:14:03

9 2049 廣田 颯 ﾋﾛﾀ ｿｳ 長野県 00:15:01

10 2052 山口 越史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ 長野県 小諸市立東小学校 00:15:57

11 2054 山下 淳仁 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾄ 東京都 羽村西小学校 00:16:10

12 2057 山本 晴士 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 神奈川県 茅ヶ崎市立浜之郷小学校 00:16:22

13 2038 小林 蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＸＣスキークラブ 00:16:58

14 2046 仲内 稜太郎 ﾅｶｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野県 軽井沢中部小学校 00:17:03

15 2051 八木 梓翠 ﾔｷﾞ ｱｽﾞﾐ 静岡県 山援隊 00:17:56

16 2039 小林 琉維 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 長野県 田口小学校 00:18:31

17 2050 松本 蒼 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ 神奈川県 00:21:11

RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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小学生３・４年女子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

1 2062 田畑 真子 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 長野県 岡谷田中小３年 00:13:52

2 2064 増田 百華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 埼玉県 00:13:54

3 2063 不破 清華 ﾌﾜ ｻﾔｶ 長野県 安曇野かけっこ 00:14:15

4 2061 小山 柊花 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:15:03

5 2059 磯貝 心菜 ｲｿｶﾞｲ ｺｺﾅ 長野県 高瀬小学校 00:19:17

6 2060 北澤 沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:22:33

RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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小学生５・６年男子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム
1 2079 矢花 海空 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｿﾗ 長野県 堀金小学校 00:11:39

2 2073 鈴木 士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小 00:12:15

3 2077 中澤 侑己 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野県 安曇野かけっこクラブ 00:12:29

4 2080 山崎 青嶺 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵﾈ 長野県 軽井沢西部小学校 00:13:03

5 2075 谷 颯真 ﾀﾆ ｿｳﾏ 栃木県 足利市立葉鹿小学校 00:13:23

6 2072 清水 颯太 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 長野県 00:13:27

7 2070 小林 樹生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 長野県 原ＰＣジュニア 00:13:30

8 2068 大貫 廉 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 群馬県 00:13:49

9 2076 田畑 泰司 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 長野県 岡谷田中小５年 00:14:02

10 2065 井出 獅楽 ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 長野県 00:14:13

11 2069 唐澤 行 ｶﾗｻﾜ ｺｳ 茨城県 00:15:51

12 2066 海老澤 颯人 ｴﾋﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 茨城県 00:15:51

13 2074 瀬ノ口 尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:17:34

14 2067 大西 晴希 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 東京都 大東京レーシングＹｏｕｔｈ 00:22:25

RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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小学生５・６年女子
総合 
順位 ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属 ゴール 

タイム

1 2083 田口 倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 小針北小学校 00:13:06

2 2084 田畑 香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野県 00:13:28

3 2081 石川 優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 00:13:30

4 2087 増田 彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉県 00:14:47

5 2086 藤戸 美音 ﾌｼﾞﾄ ﾐｵ 埼玉県 武蔵プロングホーン 00:15:14

6 2088 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:15:15

7 2091 武笠 笑夏 ﾑｶｻ ｴﾅ 埼玉県 チーム稲ちゃん 00:18:01

8 2090 丸山 陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県 広丘小学校 00:18:25

9 2089 松本 はな ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 神奈川県 00:19:35

10 2082 嘉手苅 由凪 ｶﾃｶﾘ ﾕﾅ 東京都 ＴＴＲ 00:21:57

11 2085 原 恵那 ﾊﾗ ｴﾅ 長野県 00:22:10

RESULT　【キッズ小学生】

2021.3.17 
平尾富士トレイルランニングレース
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