
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 2012 田畑 真司 タバタ シンジ 長野県 岡谷田中小 00:05:16

2 2013 鳥海 宏陽 トリウミ ヒロハル 長野県 松川陸上部 00:05:26

3 2015 原 虎徹 ハラ コテツ 愛知県 00:05:55

4 2025 渡辺 剣岳 ワタナベ ケンガ 山梨県 00:05:56

5 2019 松澤 大和 マツザワ ヤマト 長野県 小谷保育園 00:06:12

6 2018 松澤 舜 マツザワ シュン 長野県 南箕輪小学校 00:06:14

7 2010 関 彪心 セキ ヒュウゴ 長野県 木島小 00:06:16

8 2009 鈴木 心崚 スズキ ミリョウ 静岡県 島田第四小 00:06:22

9 2008 鈴木 伊吹 スズキ イブキ 長野県 南箕輪小学校 00:06:25

10 2022 宮澤 創士 ミヤザワ ソウシ 長野県 南部小学校 00:06:25

11 2017 保科 悠馬 ホシナ ハルマ 長野県 ＦＧハルマ 00:06:28

12 2003 小泉 正太朗 コイズミ ショウタロウ 長野県 南部小学校 00:06:33

13 2016 原田 大地 ハラダ ダイチ 長野県 オトコガッシュク 00:06:44

14 2007 古村 瑠壱 コムラ ルイ 長野県 南箕輪小学校 00:06:50

15 2020 丸山 諒也 マルヤマ リョウヤ 長野県 新山小学校 00:06:55

16 2023 山田 渓太 ヤマダ ケイタ 東京都 00:06:57

17 2005 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:07:08

18 2011 鷹野 峻也 タカノ シュンヤ 長野県 西箕輪小学校 00:07:10

19 2014 西村 太志 ニシムラ タイシ 長野県 南箕輪小学校 00:07:16

20 2024 山本 絢仁 ヤマモト アヤト 長野県 木島小 00:07:23

21 2001 井上 敢太 イノウエ カンタ 愛知県 00:07:24

22 2021 耳塚 崇昭 ミミヅカ タカアキ 長野県 南箕輪小学校 00:07:24

23 2006 小松 珀 コマツ ハク 長野県 00:07:38

24 2002 川上 真輝 カワカミ マサキ 長野県 南箕輪小学校 00:07:59
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小学生1・２年男子
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経ヶ岳バーティカルリミット
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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 2032 黒木 愛叶 クロキ アイカ 長野県 武石小学校 00:05:24

2 2036 田畑 真子 タバタ マコ 長野県 岡谷田中小 00:05:30

3 2038 野村 菜々央 ノムラ ナナオ 東京都 00:06:14

4 2037 中村 里愛奈 ナカムラ リアナ 長野県 00:06:15

5 2041 山田 眞菜 ヤマダ マナ 長野県 やまぴこ 00:06:26

6 2040 本島 蓉子 モトジマ ヨウコ 長野県 丸子中央小学校 00:06:26

7 2029 勝山 江梨子 カツヤマ エリコ 長野県 00:06:33

8 2026 青木 百花 アオキ モモカ 長野県 00:06:35

9 2027 太田 なつ オオタ ナツ 長野県 南箕輪小学校 00:06:44

10 2028 小澤 莉子 オザワ リコ 長野県 南部小学校 00:07:10

11 2035 鈴木 乃依 スズキ ノイ 長野県 00:07:11

12 2030 加藤 愛菜 カトウ アイナ 長野県 00:07:14

13 2039 福島 未菜 フクシマ ミナ 長野県 西箕輪小学校 00:07:32

14 2031 北澤 沙衣 キタザワ サエ 長野県 北信ファーム 00:07:40

15 2034 清水 詩心 シミズ コトコ 長野県 南部小学校 00:07:48

16 2033 塩谷 和奏 シオヤ ワカナ 神奈川県 00:08:29
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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 2050 黒木 玲雄 クロキ レオ 長野県 武石小学校 00:08:15

2 2042 新井 結士 アライ ユウシ 長野県 赤穂東小学校 00:08:35

3 2059 野村 武之輔 ノムラ タケノスケ 東京都 00:08:49

4 2058 野島 将太 ノジマ ショウタ 長野県 安曇野かけっこクラブ 00:08:53

5 2067 本島 岳 モトジマ タケシ 長野県 丸子中央小学校 00:09:00

6 2056 田畑 泰司 タバタ タイシ 長野県 岡谷田中小 00:09:01

7 2062 丸山 航生 マルヤマ コウ 長野県 山形小学校 00:09:07

8 2044 伊藤 光稀 イトウ ミツキ 長野県 00:09:31

9 2048 岡田 悠翔 オカダ ユウト 新潟県 新井中央小学校 00:09:32

10 2069 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 長野県 木島小 00:09:35

11 2043 伊藤 岳都 イトウ ガクト 長野県 西箕輪小学校 00:09:39

12 2053 小林 樹生 コバヤシ タツキ 長野県 原小ＰＣ 00:09:40

13 2057 鳥海 倖正 トリウミ コウセイ 長野県 松川陸上部 00:09:43

14 2063 三澤 祐仁 ミサワ ユウト 長野県 西箕輪小 00:10:02

15 2054 代田 真司 シロタ シンジ 長野県 鼎小学校 00:10:06

16 2061 堀 奏志朗 ホリ ソウシロウ 長野県 南箕輪小学校 00:10:09

17 2046 宇留賀 千駿 ウルガ チハヤ 長野県 南箕輪小学校 00:10:11

18 2045 岩田 漸 イワタ ゼン 静岡県 00:10:44

19 2055 高原 芳治 タカハラ ヨシハル 長野県 伊那小学校 00:10:44

20 2070 吉澤 奏太 ヨシザワ ソウタ 長野県 南箕輪小学校 00:11:00

21 2049 北澤 信 キタザワ マコト 長野県 北信ファーム 00:11:06

22 2051 小泉 良太朗 コイズミ リョウタロウ 長野県 南部小学校 00:11:11

23 2047 太田 温丈 オオタ ハルタケ 長野県 南箕輪小学校 00:11:14

24 2052 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:11:32

25 2065 宮沢 虎太郎 ミヤザワ コタロウ 長野県 南箕輪小学校 00:11:48

26 2066 向 奏輔 ムカイ ソウスケ 埼玉県 Ｒ＆Ｂ 00:11:51

27 2060 林 育摩 ハヤシ イクマ 長野県 南箕輪小学校 00:11:53

28 2064 宮澤 啓太 ミヤザワ ケイタ 長野県 南部小学校 00:12:20

3/6

小学生３・４年男子

2019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【キッズ小学生】



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 2076 松澤 美里 マツザワ ミサト 長野県 小谷小学校 00:09:46

2 2073 椎野 櫻子 シイノ サクラコ 愛知県 大清水小学校 00:10:02

3 2072 加藤 南 カトウ ミナミ 長野県 00:10:34

4 2071 伊藤 未羽 イトウ ミウ 長野県 南箕輪小学校 00:10:44

5 2078 向山 綾音 ムカイヤマ アヤネ 長野県 00:10:49

6 2075 藤井 裕子 フジイ ユウコ 東京都 井之頭小学校 00:10:59

7 2074 中村 麻由奈 ナカムラ マユナ 長野県 00:11:05

8 2077 宮下 華暖 ミヤシタ カノン 長野県 南箕輪小学校 00:14:24
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小学生３・４年女子

2019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【キッズ小学生】



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 2080 岡田 大翔 オカダ ヒロト 新潟県 新井中央小学校 00:08:14

2 2081 加藤 朝 カトウ アサ 長野県 00:08:19

3 2087 野島 将夫 ノジマ マサオ 長野県 安曇野かけっこクラブ 00:08:21

4 2082 菅家 友紀 カンケ トモノリ 長野県 南部小学校 00:08:24

5 2083 黒木 勇翔 クロキ ユウト 長野県 武石小学校 00:09:07

6 2079 伊藤 源都 イトウ ミナト 長野県 西箕輪小学校 00:09:16

7 2090 村上 翔哉 ムラカミ ショウヤ 長野県 南箕輪小学校 00:09:42

8 2088 穂高 蒼波 ホタカ アオバ 長野県 南部小学校 00:11:08

9 2084 鈴木 陽向 スズキ ヒナタ 長野県 南箕輪小学校 00:11:22

10 2086 竹村 凌 タケムラ リョウ 長野県 やまびこ 00:11:52

11 2089 丸山 翔大 マルヤマ ショウタ 長野県 小谷小 00:12:28

12 2085 瀬ノ口 尚衛 セノクチ ショウエイ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:14:10
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2019.5.18 

経ヶ岳バーティカルリミット
RESULT　【キッズ小学生】



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 2092 小島 ひより コジマ ヒヨリ 長野県 飯山小学校 00:08:47

2 2093 小林 莉緒 コバヤシ リオ 長野県 原小ＰＣ 00:09:31

3 2098 向山 優菜 ムカイヤマ ユウナ 長野県 00:09:49

4 2095 野中 桐花 ノナカ トウカ 長野県 00:10:08

5 2096 丸山 陽織 マルヤマ ヒオリ 長野県 広丘小学校 00:10:45

6 2091 笠井 心晴 カサイ コハル 長野県 ボーントゥラン 00:11:13

7 2097 宮下 華凜 ミヤシタ カリン 長野県 南箕輪小学校 00:11:21

8 2099 山田 來 ヤマダ ライ 長野県 やまぴこ 00:11:27

9 2094 小松 詩穏 コマツ シオン 長野県 00:15:27
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小学生５・６年女子


