
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 2019 田中 瑛翔 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 新潟県 00:05:25

2 2028 松澤 大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:05:25

3 2024 半田 遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:05:45

4 2018 高橋 陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:05:49

5 2036 渡辺 深 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 新潟県 00:05:56

6 2022 服部 朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:05:59

7 2034 山室 橙矢 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｳﾔ 長野県 00:06:01

8 2027 古谷 捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 長野県 泉台小 00:06:04

9 2026 古川 俊太 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝﾀ 奈良県 奈良教育大附属小学校 00:06:13

10 2010 斉藤 祥真 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 長野県 飯山小 00:06:14

11 2005 小川 瑛大 ｵｶﾞﾜ ｴｲﾀ 新潟県 春日小学校 00:06:23

12 2016 関 彪心 ｾｷ ﾋｭｳｺﾞ 長野県 木島小 00:06:24

13 2031 三原 豪 ﾐﾊﾗ ｺﾞｳ 長野県 信州大学付属長野小学校 00:06:27

14 2006 亀井 陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新潟県 新井中央小 00:06:31

15 2020 富井 陽友 ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:42

16 2007 小嶋 蒼仁 ｺｼﾞﾏ ｱｵﾄ 長野県 焼肉越後屋 00:06:50

17 2021 萩沼 侑士 ﾊｷﾞﾇﾏ ﾕｳｼ 東京都 00:06:54

18 2032 森 秋夜 ﾓﾘ ｼｭｳﾔ 長野県 木島小 00:07:02

19 2003 大熊 隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 常盤小学校 00:07:04

20 2030 丸山 諒也 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 長野県 新山小学校 00:07:11

21 2009 小林 龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:07:17

22 2011 斉藤 暖人 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 新潟県 新井北小学校 00:07:17

23 2033 山田 遥登 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野県 泉台小学校 00:07:19

24 2001 青木 胤人 ｱｵｷ ﾂｸﾞﾋ 長野県 泉台小 00:07:20

25 2004 岡崎 楽 ｵｶｻﾞｷ ｶﾞｸ 埼玉県 （株）ランプラン 00:07:22

26 2017 高野 耕平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:07:22

27 2035 山本 絢仁 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾄ 長野県 木島小 00:07:23

28 2012 坂口 剣士 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 大阪府 チームゼロ 00:07:33

29 2008 小平 己鉄 ｺﾀﾞｲﾗ ｺﾃﾂ 長野県 00:07:35

30 2002 上野 天平 ｳﾜﾉ ﾃﾝﾍﾟｲ 静岡県 00:07:39

31 2025 福井 叶真 ﾌｸｲ ﾄｳﾏ 長野県 00:07:42

32 2015 白石 徹多 ｼﾗｲｼ ﾃｯﾀ 東京都 00:07:43

33 2023 濱田 修志 ﾊﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 群馬県 00:09:49
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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 2047 田口 夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 ピノ保育園 00:05:37

2 2051 松澤 怜愛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｱ 長野県 泉台小学校 00:05:42

3 2044 小山 柊花 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:05:42

4 2043 駒村 幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小 00:06:07

5 2041 川口 眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:06:10

6 2050 野村 菜々央 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｵ 東京都 00:06:17

7 2038 大島 彩 ｵｵｼﾏ ｱﾔ 富山県 利田小学校 00:06:26

8 2052 山崎 結惺 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾝｾ 長野県 木島平小 00:06:29

9 2040 加藤 愛来 ｶﾄｳ ｱｲﾗ 埼玉県 00:06:43

10 2039 勝山 江梨子 ｶﾂﾔﾏ ｴﾘｺ 長野県 00:07:13

11 2037 入江 麻陽 ｲﾘｴ ｱｻﾋ 埼玉県 羽生市立岩瀬小学校 00:07:20

12 2046 清水 花音 ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 長野県 ＺＲＣ 00:07:22

13 2042 北澤 沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:07:46

14 2049 中山 珠莉 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 長野県 00:07:57
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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 2058 亀井 瑛人 ｶﾒｲ ｴｲﾄ 新潟県 新井中央小 00:12:09

2 2084 間野 祐心 ﾏﾉ ﾕｳｼﾝ 石川県 00:12:20

3 2077 野村 武之輔 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾉｽｹ 東京都 00:12:38

4 2073 永井 謙伍 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 長野県 00:12:40

5 2059 木嶋 羽空 ｷｼﾞﾏ ﾊｸ 新潟県 糸魚川東小学校 00:12:49

6 2053 相浦 友哉 ｱｲｳﾗ ﾄﾓﾔ 新潟県 中郷小 00:13:05

7 2085 三ッ井 悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:13:12

8 2075 南雲 朝陽 ﾅｸﾞﾓ ｱｻﾋ 新潟県 牧ＸＣ 00:13:13

9 2086 山本 湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小 00:13:34

10 2078 服部 海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:13:54

11 2076 南雲 晴陽 ﾅｸﾞﾓ ﾊﾙﾋ 新潟県 牧ＸＣ 00:13:56

12 2065 小山 颯太 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:14:12

13 2056 岡田 悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:14:15

14 2068 斉藤 隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野県 飯山小 00:14:22

15 2064 小林 奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:14:22

16 2067 斉藤 圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校 00:14:31

17 2074 中村 珀那 ﾅｶﾑﾗ ﾊｸﾅ 長野県 吉田小 00:15:03

18 2066 近藤 絆 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｽﾞﾅ 新潟県 牧クロスカントリースキークラブ 00:15:26

19 2081 半田 悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 00:15:27

20 2083 松沢 迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県 白馬北小学校 00:15:28

21 2060 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:15:43

22 2082 福井 悠叶 ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ 長野県 00:15:55

23 2069 坂口 英士 ｻｶｸﾞﾁ ｴｲﾄ 大阪府 枚方スイミングスクール香里 00:16:08

24 2055 岡崎 暖 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞﾝ 埼玉県 （株）ランプラン 00:16:19

25 2061 木下 晶翔 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾄ 長野県 徳間小 00:16:50

26 2063 小林 蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:03

27 2054 飯田 壱路 ｲｲﾀﾞ ｲﾁﾛ 新潟県 牧ＸＣ 00:17:40

28 2070 佐藤 大誠 ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 東京都 00:18:44

29 2057 加藤 優青 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 東京都 00:18:53

30 2079 濱田 圭吾 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 群馬県 ＫＳＣ 00:19:17

31 2062 木下 陽翔 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 長野県 徳間小 00:20:53

32 2080 原田 普 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾏﾈ 山梨県 00:20:57



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 2087 田口 倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 伊奈町立小針北小学校 00:12:26

2 2105 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:13:15

3 2101 田上 瑠花 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 新潟県 糸魚川小学校 00:13:19

4 2108 山崎 仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小 00:13:47

5 2094 木内 絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校 00:13:54

6 2096 齊藤 里莉奈 ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ 長野県 泉台小学校 00:13:57

7 2095 後藤 ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:14:10

8 2097 相楽 夏葉 ｻｶﾞﾗ ﾅﾉﾊ 新潟県 妙高高原南小学校 00:14:12

9 2107 村松 莉央 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 新潟県 直江津南小学校 00:14:20

10 2093 荻原 咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 長野県 野沢温泉小 00:14:24

11 2092 岡田 雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小 00:14:27

12 2089 青木 倫乃 ｱｵｷ ﾘﾉ 長野県 泉台小 00:14:36

13 2091 入江 麻央 ｲﾘｴ ﾏｵ 埼玉県 羽生市立岩瀬小学校 00:14:40

14 2102 田中 希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:15:50

15 2109 山室 果鈴 ﾔﾏﾑﾛ ｶﾘﾝ 長野県 00:16:13

16 2090 池田 咲希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 新潟県 妙高高原北小 00:16:16

17 2088 青木 倖乃 ｱｵｷ ｺﾉ 長野県 泉台小 00:16:43

18 2103 寺嶋 優姫 ﾃﾗｼﾏ ﾕｷ 長野県 信濃小中学校 00:16:58

19 2104 成田 伊吹 ﾅﾘﾀ ｲﾌﾞｷ 東京都 00:19:06
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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 2125 鷲見 龍之介 ｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県 師勝東小学校 00:11:01

2 2117 岡田 大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:11:06

3 2128 高橋 創獅 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ 群馬県 アラマキッズ 00:11:10

4 2141 山﨑 玲士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 新潟県 中郷小学校 00:11:17

5 2124 鈴木 士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小 00:11:37

6 2138 三橋 大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校 00:11:39

7 2114 大山 陽生 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 長野県 山ノ内南小学校 00:11:44

8 2121 堺井 蒼士 ｻｶｲ ｱｵｼ 富山県 00:11:45

9 2113 上原 咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 00:11:53

10 2120 駒村 隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小 00:11:53

11 2129 高橋 優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:12:07

12 2116 岡田 龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 00:12:29

13 2134 松澤 巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 00:12:29

14 2139 宮下 日生 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅｾ 新潟県 妙高高原南小学校 00:12:33

15 2135 松澤 和壱 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 長野県 小谷小学校 00:12:40

16 2115 岡田 幸輝 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 新潟県 中郷小学校 00:12:55

17 2110 池田 陽介 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小 00:13:14

18 2131 服部 海陸 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾛｸ 長野県 泉台小学校 00:13:52

19 2142 山田 琥太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 長野県 泉台小学校 00:13:53

20 2122 清水 颯太 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 長野県 00:14:17

21 2123 鈴木 匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小学校 00:14:18

22 2132 古川 遼太 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳﾀ 奈良県 奈良教育大附属小学校 00:14:48

23 2111 市川 巧真 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾏ 埼玉県 セルベサ軍団 00:15:00

24 2118 川口 蓮 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 長野県 泉台小学校 00:15:02

25 2133 古谷 優翔 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 長野県 泉台小 00:15:06

26 2144 和賀 悠陽 ﾜｶﾞ ﾕｳﾋ 長野県 ▲山岳走破隊▲ 00:15:14

27 2127 高野 陽平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:16:09

28 2126 瀬ノ口 尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:17:47

29 2112 一條 耕太郎 ｲﾁｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 富谷小学校 00:17:55

30 2143 六川 隼心 ﾛｸｶﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 長野県 木島小学校 00:18:11

31 2130 立石 泰誠 ﾀﾃｲｼ ﾀｲｾｲ 富山県 00:18:11

32 2137 丸山 翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小 00:18:17
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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 2148 奥田 莉乃 ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 東京都 ＲＡＮ．ＪＰ 00:11:57

2 2152 小島 ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 飯山小学校 00:12:23

3 2147 岡田 七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小 00:12:49

4 2149 小幡 莉子 ｵﾊﾞﾀ ﾘｺ 新潟県 魚沼ＪＴＦＣ 00:12:52

5 2155 竹内 舞空 ﾀｹｳﾁ ﾏｿﾗ 新潟県 妙高高原南小学校 00:13:01

6 2145 阿部 結奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 長野県 木島平小学校 00:13:02

7 2146 石川 優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校 00:13:08

8 2159 山崎 詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小 00:13:27

9 2153 小山 彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小 00:13:54

10 2151 木嶋 心彩 ｷｼﾞﾏ ｺｺｱ 新潟県 糸魚川東小学校 00:14:45

11 2160 山田 優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小 00:15:06

12 2158 森 來夢 ﾓﾘ ﾗﾑ 長野県 木島小 00:15:14

13 2154 相楽 雪衣 ｻｶﾞﾗ ﾕｲ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:14

14 2157 間野 心結 ﾏﾉ ﾐﾕｳ 石川県 00:16:26

15 2156 原田 小春 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾊﾙ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:28

16 2150 金児 ゆず ｶﾈｺ ﾕｽﾞ 長野県 00:16:41
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小学生５・６年女子

2019.6.22 
ROKIN’ BEAR 黒姫トレイルランニングレース
RESULT　【キッズ小学生】


