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小学生1・２年男子　約２km
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 2008 尾崎　蓮旺 ｵｻﾞｷ ﾚﾝｵｳ 新潟県 新井小学校 00:13:18

2 2004 伊野　悠馬 ｲﾉ ﾕｳﾏ 新潟県 紅い絆 00:14:04

3 2001 畔上　歩大 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｱﾕﾄ 長野県 野沢温泉小学校 00:14:35

4 2014 平澤　博輝 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｷ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:14:43

5 2016 村松　新太 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾗﾀ 新潟県 直江津南小学校 00:15:42

6 2003 池田　陽士 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野県 信濃小中学校 00:16:03

7 2015 藤森　律喜 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘﾂｷ 長野県 00:16:11

8 2006 大口　直 ｵｵｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 長野県 木島小学校 00:16:15

9 2005 浦野　健登 ｳﾗﾉ ｹﾝﾄ 長野県 木島小学校 00:16:34

10 2009 川上　葵生 ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:16:41

11 2019 山本　凌聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 長野県 00:16:45

12 2013 彦坂　将希 ﾋｺｻｶ ﾏｻｷ 栃木県 ミョウゴウＲＣ 00:16:47

13 2012 神保　円世 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏﾙｾ 新潟県 00:16:51

14 2010 小平　岳 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾞｸ 長野県 00:16:55

15 2017 山井　キャメロン ﾔﾏｲ ｷｬﾒﾛﾝ 新潟県 妙高高原南小学校 00:17:42

16 2007 岡村　継生 ｵｶﾑﾗ ﾂｸﾞｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:18:02

17 2020 渡邊　詩太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳﾀ 新潟県 中郷小学校 00:18:54

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース
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小学生1・２年女子　約２km
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 2022 荻野　凛 ｵｷﾞﾉ ﾘﾝ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:15:19

2 2028 田中　紗和 ﾀﾅｶ ｻﾜ 新潟県 00:15:28

3 2026 坂田　莉彩 ｻｶﾀ ﾘｻ 長野県 山ノ内南小学校 00:16:06

4 2029 中村　佳穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 長野県 木島小学校 00:16:22

5 2023 小田切　舞莉夏 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏﾘｶ 長野県 戸狩小学校 00:16:47

6 2024 亀井　七星 ｶﾒｲ ﾅﾅｾ 新潟県 新井中央小 00:17:02

7 2031 藤巻　里桜菜 ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｵﾅ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:17:08

8 2027 竹田　莉菜 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 新潟県 妙高高原南小学校 00:17:37

9 2032 丸山　怜央奈 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵﾅ 新潟県 00:18:40

10 2025 小林　千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 長野県 飯山小 00:19:36

11 2030 廣橋　空 ﾋﾛﾊｼ ｿﾗ 東京都 武蔵プロングホーン 00:20:39

12 2021 大塚　葵 ｵｵﾂｶ ｵｱｲ 長野県 00:26:57

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース
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小学生３・４年男子　約３km
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 2057 丸山　結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 長野県 Ａｄｄｉｃｔｓ／丸山ぶどう園 00:15:53

2 2055 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:16:08

3 2033 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 木島小学校 00:16:18

4 2044 斉藤　祥真 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:24

5 2034 五十嵐　哉偉 ｲｶﾞﾗｼ ｶｲ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:16:56

6 2038 亀井　陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新潟県 新井中央小 00:17:12

7 2053 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 木島小学校 00:17:13

8 2056 松澤　大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:17:41

9 2049 田中　丈太郎 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 新潟県 00:17:42

10 2041 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 長野県 大町北小学校 00:17:57

11 2047 竹田　渉祐 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｽｹ 新潟県 妙高高原南小学校 00:17:58

12 2039 岸本　作 ｷｼﾓﾄ ｻｸ 長野県 通明小学校 00:18:30

13 2048 田中　啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:18:40

14 2035 今藤　恒栄 ｲﾏﾌｼﾞ ｺｳｴｲ 岐阜県 00:18:51

15 2051 野上　圭吾 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺﾞ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:18:59

16 2036 尾身　優 ｵﾐ ｺｳ 新潟県 鐙島ｊｓｃ 00:19:10

17 2052 野呂　琉也 ﾉﾛ ﾘｭｳﾔ 新潟県 妙高高原南小学校 00:19:27

18 2045 高橋　弦 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:19:58

19 2042 小平　己鉄 ｺﾀﾞｲﾗ ｺﾃﾂ 長野県 00:20:17

20 2037 折橋　義仁 ｵﾘﾊｼ ﾖｼﾋﾄ 長野県 長野市吉田小学校 00:20:41

21 2043 小林　龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小 00:20:47

22 2058 山田　爽野 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾔ 長野県 白馬北小学校 00:21:29

23 2040 久保　航誠 ｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 長野県 鍋屋田小学校 00:23:19

24 2054 原　優心 ﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:23:29

25 2050 野池　成 ﾉｲｹ ﾅﾙ 長野県 城東小学校 00:24:04

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース
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小学生３・４年女子　約３km
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 2071 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:15:32

2 2067 小境　栞和 ｺｻﾞｶｲ ｶﾝﾅ 長野県 戸狩小 00:18:04

3 2073 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 木島小学校 00:18:04

4 2072 田中　心穏 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:18:30

5 2068 坂田　美来 ｻｶﾀ ﾐｸ 長野県 山ノ内南小学校 00:18:32

6 2061 池田　安輝 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 長野県 信濃小中学校 00:18:36

7 2076 望月　美伽 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ 長野県 山ノ内南小学校 00:19:33

8 2059 朝日　瑞稀 ｱｻﾋ ﾐｽﾞｷ 新潟県 00:20:18

9 2063 岡田　美璃 ｵｶﾀﾞ ﾐﾘ 新潟県 妙高高原南小学校 00:20:27

10 2060 五十嵐　あかり ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾘ 新潟県 00:20:27

11 2065 小田切　柑奈 ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾅ 長野県 戸狩小学校 00:20:52

12 2064 尾崎　結梨 ｵｻﾞｷ ﾕｲﾘ 新潟県 新井小学校 00:22:07

13 2077 横山　美紀 ﾖｺﾔﾏ ﾐｷ 新潟県 妙高高原南小学校 00:22:28

14 2075 宮下　幸那 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 新潟県 妙高高原南小学校 00:22:40

15 2070 高橋　結月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 長野県 常盤小学校 00:23:22

16 2062 岡田　マリア ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ 群馬県 明治小学校 00:26:53

17 2074 彦坂　名緒 ﾋｺｻｶ ﾅｵ 栃木県 ミョウゴウＲＣ 00:27:34

18 2069 関　実桜莉 ｾｷ ﾐｵﾘ 新潟県 三用小学校 00:28:55

19 2066 北澤　笑里 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐﾘ 長野県 北信ファーム 00:30:52

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース
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小学生５・６年男子　約３km
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 2082 金井　嘉太朗 ｶﾅｲ ﾖｼﾀﾛｳ 長野県 菅平小学校 00:15:24

2 2101 丸山　雄雅 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 新潟県 00:15:45

3 2104 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 00:15:51

4 2086 斉藤　隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:04

5 2096 平澤　友理 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾘ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:16:09

6 2090 田中　瑛翔 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:16:17

7 2091 田中　航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:24

8 2083 川久保　敢太 ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝﾀ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:39

9 2085 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:44

10 2098 福島　太一 ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾁ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:58

11 2080 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:02

12 2092 富井　陽友 ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:19

13 2089 竹田　葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 新潟県 妙高高原南小学校 00:17:19

14 2093 野呂　悠惺 ﾉﾛ ﾕｳｾｲ 新潟県 妙高高原南小学校 00:18:23

15 2088 高橋　陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:19:13

16 2087 酒井　理大 ｻｶｲ ｱﾔﾀ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:19:13

17 2097 廣橋　大河 ﾋﾛﾊｼ ﾀｲｶﾞ 東京都 武蔵プロングホーン 00:19:42

18 2081 小川　凜太朗 ｵｶﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都 00:19:45

19 2084 小林　蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小 00:20:19

20 2094 服部　海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:20:31

21 2095 服部　朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:20:43

22 2078 大形　碧士 ｵｵｶﾞﾀ ｱｵｼ 新潟県 00:20:59

23 2099 藤澤　洸希 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 新潟県 飯小学校 00:21:13

24 2102 水野　奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 長野県 常盤小学校 00:22:08

25 2079 大熊　隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 常盤小学校 00:22:41

26 2100 古谷　捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 長野県 泉台小学校 00:22:49

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース
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小学生５・６年女子　約３km
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 2128 山田　柚野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 長野県 白馬北小学校 00:15:46

2 2123 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:16:22

3 2110 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:16:41

4 2115 蔵品　和花 ｸﾗｼﾅ ﾜｶ 新潟県 川治エックスシー 00:16:44

5 2130 鷲野　ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:49

6 2111 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:17:20

7 2105 五十嵐　葉月 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾂﾞｷ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:17:21

8 2127 柳　里緒菜 ﾔﾅｷﾞ ﾘｵﾅ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:17:28

9 2122 高橋　うた ﾀｶﾊｼ ｳﾀ 新潟県 おぢやファイトクラブ 00:17:40

10 2121 瀬沼　千乃 ｾﾇﾏ ﾁﾉ 新潟県 十日町市立川治小学校 00:18:00

11 2126 村松　莉央 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 新潟県 直江津南小学校 00:18:05

12 2112 岸本　あずさ ｷｼﾓﾄ ｱｽﾞｻ 長野県 通明小学校 00:19:12

13 2117 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高高原南小 00:20:08

14 2106 五十嵐　桃花 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓｶ 新潟県 00:20:11

15 2116 小林　杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 長野県 戸狩小学校 00:21:02

16 2120 関　陽茉莉 ｾｷ ﾋﾏﾘ 新潟県 三用小学校 00:21:10

17 2108 池田　峯由 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕ 長野県 信濃小中学校 00:21:23

18 2124 中村　雪華 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 長野県 木島小学校 00:21:36

19 2129 横山　美緒 ﾖｺﾔﾏ ﾐｵ 新潟県 妙高高原南小学校 00:21:59

20 2118 坂本　梓名 ｻｶﾓﾄ ｱｽﾞﾅ 富山県 00:22:00

21 2107 池田　咲希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 新潟県 妙高高原北小学校 00:22:29

22 2109 江口　真央 ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 新潟県 上越教育大学附属小学校 00:22:49

23 2114 木村　菜羽 ｷﾑﾗ ﾅﾉﾊ 新潟県 00:22:49

RESULT　【キッズ小学生】

2022.6.26 
“ROCKIN’BEAR”妙高トレイルランニングレース


