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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 2018 渡邊　珠樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ 長野県 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 00:05:39

2 2001 畔上　歩大 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｱﾕﾄ 長野県 野沢温泉小学校 00:05:41

3 2003 伊野　悠馬 ｲﾉ ﾕｳﾏ 新潟県 紅い絆 00:05:48

4 2008 岡　哉太 ｵｶ ｴｲﾀ 長野県 高社小スキークラブ 00:05:50

5 2006 大平　啓介 ｵｵﾋﾗ ｹｲｽｹ 長野県 木島小学校 00:06:14

6 2005 大口　直 ｵｵｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 長野県 木島小学校 00:06:25

7 2007 大村　春真 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 栗ガ丘小学校 00:06:34

8 2016 村松　新太 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾗﾀ 新潟県 直江津南小学校 00:06:48

9 2002 池田　陽士 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野県 信濃小中学校 00:06:57

10 2009 岡村　継生 ｵｶﾑﾗ ﾂｸﾞｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:07:04

11 2019 渡邊　桃悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳｺﾞ 長野県 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 00:07:13

12 2012 佐藤　歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 長野県 信濃小中学校 00:07:20

13 2004 魚津　晴 ｳｵﾂﾞ ﾊﾙ 千葉県 00:07:50

14 2013 鈴木　澪 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 岐阜県 土岐小 00:09:00

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス
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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 田中　紗和 ﾀﾅｶ ｻﾜ 新潟県 新井小学校 00:06:23

2 2032 中村　佳穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 長野県 木島小学校 00:06:29

3 2022 飯野　玲花 ｲｲﾉ ﾚｲｶ 神奈川県 00:06:39

4 2020 青木　音 ｱｵｷ ｵﾄ 長野県 常盤小学校 00:06:57

5 2024 小田　絵莉七 ｵﾀﾞ ｴﾘﾅ 神奈川県 00:07:07

6 2147 岡田　柊香 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｶ 長野県 00:07:20

7 2034 湯本　みのり ﾕﾓﾄ ﾐﾉﾘ 長野県 高社スキークラブ 00:07:32

8 2033 柳　江里菜 ﾔﾅｷﾞ ｴﾘﾅ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:07:37

9 2028 竹原　叶歩 ﾀｹﾊﾗ ｶﾎ 神奈川県 00:07:41

10 2029 竹前　陽葵 ﾀｹﾏｴ ﾋﾏﾘ 長野県 高社小学校 00:07:51

11 2026 川口　あか俐 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾘ 長野県 高社小スキークラブ 00:08:02

12 2035 横山　彩恵 ﾖｺﾔﾏ ｻｴ 埼玉県 00:08:11

13 2023 荻原　結陽 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾋ 長野県 高社小スキークラブ 00:08:25

14 2027 菅森　彩綾 ｽｶﾞﾓﾘ ｻｱﾔ 神奈川県 00:08:43

15 2021 新井　佑奈 ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 長野県 高社小スキークラブ 00:09:36

16 2031 田中　芽育 ﾀﾅｶ ﾒｲ 長野県 00:11:44

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス
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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 2037 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 くらぶ鬼島 00:06:21

2 2043 斉藤　祥真 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 長野県 飯山市ジャンプスポーツ少年団 00:06:23

3 2054 丸山　結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 長野県 ａｄｄｉｃｔｓ／丸山ぶどう園 00:06:23

4 2051 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 木島小学校 00:06:36

5 2044 塩川　聡大 ｼｵｶﾜ ｿｳﾀ 長野県 泉台小学校 00:06:43

6 2048 田中　丈太郎 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 新潟県 新井小学校 00:06:49

7 2038 小田　悠晴 ｵﾀﾞ ﾕｳｾｲ 神奈川県 00:06:52

8 2042 小林　悠晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 長野県 中野小学校 00:07:21

9 2050 野上　圭吾 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺﾞ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:07:25

10 2041 郷原　麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:07:28

11 2039 尾身　優 ｵﾐ ｺｳ 新潟県 鐙島ｊｓｃ 00:07:51

12 2047 須藤　礼貴 ｽﾄﾞｳ ﾉﾘﾀｶ 長野県 高社小スキークラブ 00:07:58

13 2055 若杉　佑真 ﾜｶｽｷﾞ ﾕｳﾏ 神奈川県 茅ヶ崎小学校 00:08:04

14 2046 鈴木　羅偉 ｽｽﾞｷ ﾗｲ 岐阜県 土岐小 00:08:09

15 2036 青木　胤人 ｱｵｷ ﾂｸﾞﾋ 長野県 泉台小学校 00:08:41

16 2045 菅森　翔太郎 ｽｶﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 00:11:46

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス
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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 2068 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:06:15

2 2078 渡邊　雛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ 長野県 信濃ＸＣ．Ｓ．Ｃ 00:06:34

3 2064 小境　栞和 ｺｻﾞｶｲ ｶﾝﾅ 長野県 戸狩小学校 00:07:01

4 2071 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 木島小学校 00:07:14

5 2057 池田　安輝 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 長野県 信濃小中学校 00:07:26

6 2075 望月　美伽 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ 長野県 山ノ内南小学校 00:07:27

7 2056 五十嵐　あかり ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾘ 新潟県 下早川小学校 00:07:45

8 2058 太田　結吏 ｵｵﾀ ﾕｳﾘ 長野県 木島小学校 00:07:56

9 2067 高橋　結月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 長野県 常盤小学校 00:07:59

10 2059 岡田　美璃 ｵｶﾀﾞ ﾐﾘ 新潟県 妙高高原南小学校 00:08:01

11 2073 万場　彩愛 ﾏﾝﾊﾞ ｻｴ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:06

12 2065 小林　月音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾉﾝ 長野県 泉台小学校 00:08:09

13 2072 堀米　瑚乃 ﾎﾘｺﾞﾒ ｺﾉ 長野県 高社小スキークラブ 00:08:15

14 2074 村中　杏寿 ﾑﾗﾅｶ ｱｽﾞ 愛知県 00:08:24

15 2070 西方　志杏 ﾆｼｶﾀ ｼｱ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:28

16 2061 勝田　有美 ｶﾂﾀﾞ ﾕﾐ 長野県 00:08:43

17 2060 笠井　千遥 ｶｻｲ ﾁﾊﾙ 群馬県 00:08:45

18 2077 湯本　ちひろ ﾕﾓﾄ ﾁﾋﾛ 長野県 高社スキークラブ 00:08:52

19 2062 川口　ほの夏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 長野県 高社小スキークラブ 00:08:56

20 2069 竹原　あゆみ ﾀｹﾊﾗ ｱﾕﾐ 神奈川県 00:10:01

21 2076 森　優来 ﾓﾘ ﾕﾗﾗ 長野県 野沢温泉小学校 00:10:50

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス
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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 2097 髙畑　陽奏 ﾀｶﾊﾀ ﾋﾅﾀ 長野県 長野市陸上教室 00:05:55

2 2091 斉藤　隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:17

3 2110 山田　奏汰 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾀ 長野県 高社小スキークラブ 00:06:29

4 2106 村中　栄心 ﾑﾗﾅｶ ｴｲｼﾝ 愛知県 00:06:30

5 2111 山田　朔椰 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾔ 愛知県 童浦小学校 00:06:30

6 2104 丸山　颯心 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｼ 長野県 高社小スキークラブ 00:06:35

7 2099 西方　志有 ﾆｼﾆｼｶﾀ ｼｳ 長野県 野沢温泉小学校 00:06:36

8 2093 佐藤　広陸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 新潟県 まつのやま学園 00:06:45

9 2102 花岡　空翔 ﾊﾅｵｶ ｸｳﾄ 長野県 高社小スキークラブ 00:06:58

10 2095 須藤　誉生 ｽﾄﾞｳ ﾖｼｷ 長野県 高社小スキークラブ 00:06:58

11 2082 上野　琥太郎 ｳｴﾉ ｺﾀﾛｳ 長野県 高社小スキークラブ 00:07:04

12 2086 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:07:04

13 2098 竹本　龍輝 ﾀｹﾓﾄ ﾘｭｳｷ 長野県 栗ガ丘小学校 00:07:06

14 2090 齋藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 長野県 木島小学校 00:07:08

15 2089 河野　成太 ｺｳﾉ ｾｲﾀ 長野県 野沢温泉小学校 00:07:14

16 2079 青木　晴 ｱｵｷ ﾊﾙ 長野県 常盤小学校 00:07:24

17 2096 高橋　陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:07:25

18 2092 酒井　理大 ｻｶｲ ｱﾔﾀ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:07:32

19 2100 服部　海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:07:36

20 2081 岩井　秀逹 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀﾂ 長野県 信濃町ｘｃｓｃ 00:07:36

21 2085 大村　透和 ｵｵﾑﾗ ﾄｳﾜ 長野県 栗ガ丘小学校 00:07:44

22 2113 山室　橙矢 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｳﾔ 長野県 00:07:59

23 2101 服部　朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:08:16

24 2105 水野　奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 長野県 常盤小学校 00:08:16

25 2087 笠井　啓至 ｶｻｲ ｹｲｼ 群馬県 00:08:18

26 2084 大熊　隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 常盤小学校 00:08:18

27 2115 渡邉　伊織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 秋田県 ＪＡＣ－Ａ 00:08:19

28 2107 茂手木　大心 ﾓﾃｷﾞ ｵﾐ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:38

29 2108 森　大雪 ﾓﾘ ﾀｲｾﾂ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:39

30 2103 古谷　捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 長野県 泉台小学校 00:08:39

31 2080 池田　陽向 ｲｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:40

32 2088 北村　友悠 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ 長野県 高社小学校スキークラブ 00:08:42

33 2112 山田　遥登 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野県 泉台小 00:08:53

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス
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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 2128 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:06:18

2 2122 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:06:34

3 2124 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:06:35

4 2141 鷲野　ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:42

5 2123 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:06:50

6 2135 村松　莉央 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 新潟県 直江津南小学校 00:06:52

7 2116 五十嵐　桃花 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓｶ 新潟県 下早川小学校 00:06:55

8 2134 松澤　怜愛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｱ 長野県 泉台小学校 00:06:57

9 2132 原　楓花 ﾊﾗ ﾌｳｶ 長野県 洗馬小学校 00:07:01

10 2138 柳　里緒菜 ﾔﾅｷﾞ ﾘｵﾅ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:07:19

11 2130 富井　瑠菜 ﾄﾐｲ ﾙﾅ 長野県 野沢温泉小学校 00:07:22

12 2129 富井　美裕 ﾄﾐｲ ﾐﾋﾛ 長野県 野沢温泉小学校 00:07:24

13 2137 柳　明依菜 ﾔﾅｷﾞ ｱｲﾅ 新潟県 鐙島ＪＳＣ 00:07:46

14 2121 勝田　夏妃 ｶﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野県 00:07:52

15 2133 堀米　椛乃 ﾎﾘｺﾞﾒ ｶﾉ 長野県 高社小スキークラブ 00:08:07

16 2119 尾身　音羽 ｵﾐ ﾉﾊ 新潟県 鐙島ｊｓｃ 00:08:16

17 2117 池田　峯由 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕ 長野県 信濃小中学校 00:08:23

18 2126 笹岡　晴 ｻｻｵｶ ﾊﾙ 長野県 野沢温泉小学校 00:08:35

19 2131 中村　雪華 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 長野県 木島小学校 00:08:59

20 2127 竹前　初奏 ﾀｹﾏｴ ｳｲｶ 長野県 高社小学校 00:09:30

21 2120 片山　凜星 ｶﾀﾔﾏ ﾘﾎ 長野県 信濃町ｘｃｓｃ 00:09:43

22 2136 森　宝美 ﾓﾘ ﾎｳﾐ 長野県 野沢温泉小学校 00:09:46

RESULT　【キッズ小学生】

2022.8.7 

野沢トレイルフェス


