
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

1 818 橋本　岳音 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 長野県 白馬北小学校  0:05:33

2 821 松澤　晃佑 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野県 白馬かけっこ  0:05:35

3 815 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県 妙高高原北小  0:06:04

4 804 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:06:06

5 812 清水　稜揮 ｼﾐｽﾞ ｲｽﾞｷ 長野県 中野小学校  0:06:29

6 801 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県 山ノ内西小  0:06:34

7 824 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校  0:06:53

8 844 石川　千歳 ｲｼｶﾜ ﾁﾄｾ 東京都  0:06:57

9 805 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:06:57

10 817 西田　峻吾 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ 東京都 梅島第二小  0:06:59

11 810 坂口　英士 ｻｶｸﾞﾁ ｴｲﾄ 大阪府 東香里小学校  0:07:03

12 807 越田　嘉希 ｺｼﾀﾞ ﾖｼｷ 石川県  0:07:06

13 819 平井　一光 ﾋﾗｲ ｲｯｺｳ 静岡県  0:07:16

14 820 前田　和武偉 ﾏｴﾀﾞ ｶﾑｲ 長野県 白馬北小クロス  0:07:37

15 823 山保　芯太朗 ﾔﾏﾎ ｼﾝﾀﾛｳ 新潟県  0:07:41

16 808 小林　智希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 長野県 木島小学校  0:07:49

17 813 田形　麻紘 ﾀｶﾞﾀ ﾏﾋﾛ 長野県 インサイドアウトSC  0:08:02

18 809 小林　琉惺 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 新潟県 ＲＵＮＢＡＫＡ  0:08:03

19 822 宮澤　江瑠 ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾙ 長野県 小谷小  0:08:04

20 802 梅澤　凪杜 ｳﾒｻﾞﾜ ﾅｷﾞﾄ 新潟県  0:08:10

21 814 高橋　康 ﾀｶﾊｼ ｺｳ 神奈川県 ランニング逗子  0:09:16

22 803 大西　晴希 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 東京都 ＤＴＲユース  0:09:32

DNF 845 木村　紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 東京都
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ゴール
タイム

1 841 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:05:52

2 829 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校  0:06:25

3 826 荻原　咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 長野県 野沢温泉小  0:06:37

4 825 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小  0:06:37

5 838 福山　ひら ﾌｸﾔﾏ ﾋﾗ 奈良県 六条小学校  0:06:41

6 828 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小  0:06:49

7 843 山崎　仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小学校  0:06:59

8 834 田中　陽椛 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 静岡県 稲葉小学校  0:07:08

9 837 平井　ここみ ﾋﾗｲ ｺｺﾐ 静岡県  0:07:13

10 830 小池　花 ｺｲｹ ﾊﾅ 長野県 インサイドアウトSC  0:07:48

11 842 森　宝美 ﾓﾘ ﾎｳﾐ 長野県 野沢温泉小学校  0:07:59

12 839 藤田　妙 ﾌｼﾞﾀ ﾀｴ 東京都  0:08:05

13 827 尾曲　奏 ｵﾏｶﾞﾘ ｶﾅ 東京都 蝉  0:08:11

14 833 関　陽茉莉 ｾｷ ﾋﾏﾘ 新潟県  0:08:23

15 831 小林　凛音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾝ 新潟県 ＲＵＮＢＡＫＡ  0:09:14

16 835 西川　詩穂 ﾆｼｶﾜ ｼﾎ 長野県 インサイドアウトSC  0:13:36
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小学３・４年生 男子 1.5ｋｍ 
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

1 858 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小  0:06:18

2 852 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:06:21

3 851 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:06:25

4 853 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 城山ランナーズ  0:06:27

5 862 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:06:33

6 865 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山小学校  0:06:34

7 876 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:06:37

8 873 松浦　圭 ﾏﾂｳﾗ ｹｲ 三重県 井田川小学校  0:06:56

9 868 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県  0:06:57

10 872 前田　怜和 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 長野県 白馬北小クロス  0:06:59

11 854 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小  0:07:01

12 874 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:07:04

13 848 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校  0:07:13

14 856 越田　嘉斗 ｺｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 石川県  0:07:14

15 847 雨宮　慶太 ｱﾒﾐﾔ ｹｲﾀ 石川県  0:07:17

16 870 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:07:22

17 859 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:07:27

18 860 霜鳥　康 ｼﾓﾄﾘ ｺｳ 新潟県  0:07:36

19 850 大庭　陸人 ｵｵﾊﾞ ﾘｸﾄ 長野県 インサイドアウトSC  0:07:50

20 861 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小  0:07:57

21 878 森　一朝 ﾓﾘ ｲｯｻ 長野県 野沢温泉小学校  0:07:59

22 879 吉岡　敬祐 ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 長野県 インサイドアウトSC  0:08:28

23 855 北原　奏和 ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 長野県 伊那小学校  0:08:28

24 869 平井　堅紳 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾝ 静岡県  0:08:29

25 849 太田　惟月 ｵｵﾀ ｲﾂｷ 長野県 木島小学校  0:08:30

26 864 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 神奈川県 ランニング逗子  0:09:21

27 871 藤田　郁 ﾌｼﾞﾀ ｲｸ 東京都  0:09:28

28 867 鳴尾　拓貴 ﾅﾙｵ ﾋﾛｷ 東京都  0:09:58

29 863 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:10:00

30 877 村西　孝太郎 ﾑﾗﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府  0:10:09

野沢トレイルフェス 2017.7.29 
ＲＥＳＵＬＴ 【キッズ小学生】 



総合
順位
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ゴール
タイム

1 905 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:06:34

2 889 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 飯山小  0:06:59

3 887 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小  0:07:03

4 903 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 インサイドアウトSC  0:07:05

5 893 西形　遥香 ﾆｼｶﾞﾀ ﾊﾙｶ 埼玉県  0:07:13

6 890 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県  0:07:33

7 901 丸山　桧依 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 秋津小学校  0:07:34

8 904 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県  0:08:04

9 882 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校  0:08:04

10 896 福山　ななほ ﾌｸﾔﾏ ﾅﾅﾎ 奈良県 六条小学校  0:08:10

11 902 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 山ノ内西小  0:08:10

12 884 浦野　あずみ ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 長野県 中野小学校  0:08:11

13 886 大森　夏姫 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ 東京都  0:08:14

14 894 初雁　優 ﾊﾂｶﾘ ﾕｳ 長野県 インサイドアウトSC  0:08:27

15 897 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 長野県 インサイドアウトSC  0:08:58

16 892 笹田　富由 ｻｻﾀﾞ ﾌﾕ 長野県 インサイドアウトSC  0:09:00

17 900 丸山　陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県  0:09:29

18 899 松本　はな ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 神奈川県 湘南フィジオ  0:09:35

19 880 池田　華埜 ｲｹﾀﾞ ｶﾉ 長野県 信濃小中学校  0:09:36

20 881 石川　鈴子 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｺ 東京都  0:09:36

21 888 田子　史織 ｶﾞｺﾞ ｼｵﾘ 長野県 インサイドアウトSC  0:09:58

22 895 花房　由衣 ﾊﾅﾌｻ ﾕｲ 長野県 インサイドアウトSC  0:10:01

23 885 江原　安弥霞 ｴﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県 インサイドアウトSC  0:10:05

24 891 佐々木　千夏 ｻｻｷ ﾁﾅﾂ 長野県 インサイドアウトSC  0:10:48
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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

1 908 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:05:47

2 910 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:05:49

3 923 前田　志颯 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 長野県 白馬北小クロス  0:06:04

4 912 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:06:11

5 928 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:06:12

6 926 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:06:26

7 906 池田　惺哉 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野県 信濃小中学校  0:06:27

8 917 進藤　聖真 ｼﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 長野県 飯山小学校  0:06:31

9 925 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:06:37

10 916 嶋田　大輝 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野県 科野小学校  0:06:41

11 919 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:06:44

12 929 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 城山ランナーズ  0:06:49

13 920 手塚　康介 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小  0:07:01

14 918 鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 新潟県 妙高高原北小  0:07:09

15 924 松澤　岳拓 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 長野県 白馬かけっこ  0:07:18

16 914 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:07:26

17 909 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小  0:07:32

18 907 大西　健吾 ｵｵﾆｼ ｹﾝｺﾞ 東京都 ＤＴＲユース  0:07:57

19 913 木下　洸太郎 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 三重県  0:08:21

20 911 加藤　悠生 ｶﾄｳ ﾕｲ 愛知県 にこちゃん  0:09:10

21 927 山岡　翔 ﾔﾏｵｶ ｶｹﾙ 三重県  0:09:17
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総合
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ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属
ゴール
タイム

1 943 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平  0:06:04

2 939 橋本　夏凛 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 長野県 白馬北小学校  0:06:38

3 935 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 飯山小  0:06:57

4 940 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:06:58

5 942 宮本　恵音 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾄ 埼玉県 鶴ヶ島第一小  0:07:15

6 937 内藤　凛 ﾅｲﾄｳ ﾘﾝ 埼玉県 セルベサ軍団  0:07:50

7 931 市川　亜紗美 ｲﾁｶﾜ ｱｻﾐ 埼玉県 セルベサ軍団  0:07:57

8 933 荻原　那優 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅﾕ 長野県 野沢温泉小  0:08:01

9 941 松澤　実夢 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 長野県 泉台小学校  0:08:07

10 932 太田　柚月 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 長野県 木島小学校  0:08:23
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