
1/6

小学生1・２年男子　約1km
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 2001 畔上　歩大 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｱﾕﾄ 長野県 野沢温泉小学校 00:06:11

2 2008 林　優汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 長野県 まらくら 00:06:44

3 2009 藤森　律喜 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘﾂｷ 長野県 00:06:56

4 2005 大村　春真 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 栗ガ丘小学校 00:07:08

5 2004 大口　直 ｵｵｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 長野県 木島小学校 00:07:14

6 2010 山本　夏向 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野県 山ノ内西 00:07:15

7 2002 荒川　肇 ｱﾗｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 新潟県 00:07:40

8 2003 浦野　健登 ｳﾗﾉ ｹﾝﾄ 長野県 木島小学校 00:07:57

9 2007 佐藤　玄樹 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 新潟県 DAIGO!! 00:08:35

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン



2/6

小学生1・２年女子　約1km
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 2017 田中　紗和 ﾀﾅｶ ｻﾜ 新潟県 新井小学校 00:06:59

2 2015 坂田　莉彩 ｻｶﾀ ﾘｻ 長野県 山ノ内南小学校 00:07:00

3 2014 齋藤　愛海 ｻｲﾄｳ ｱｲﾐ 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＡ＋ 00:07:15

4 2012 亀井　七星 ｶﾒｲ ﾅﾅｾ 新潟県 新井中央小 00:07:19

5 2011 小田切　舞莉夏 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏﾘｶ 長野県 戸狩小学校 00:07:27

6 2018 中村　佳穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 長野県 木島小学校 00:07:52

7 2076 子安　星空 ｺﾔｽ ｾﾅ 長野県 木島平小学校 00:08:45

8 2016 関　一花 ｾｷ ｲﾁｶ 長野県 山ノ内東小スキー部 00:08:55

9 2013 小林　陽菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ 長野県 山ノ内南小学校 00:08:57

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン



3/6

小学生３・４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 2032 丸山　結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 長野県 ａｄｄｉｃｔｓ／丸山ぶどう園 00:08:52

2 2028 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:09:00

3 2019 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 木島小学校 00:09:08

4 2026 田中　丈太郎 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 新潟県 新井小学校 00:09:17

5 2027 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 木島小学校 00:09:19

6 2025 佐藤　悠月 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知県 さくら小学校 00:09:19

7 2022 亀井　陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新潟県 新井中央小 00:09:33

8 2021 今藤　恒栄 ｲﾏﾌｼﾞ ｺｳｴｲ 長野県 00:09:35

9 2023 岸本　作 ｷｼﾓﾄ ｻｸ 長野県 通明小学校 00:09:36

10 2030 星野　晴 ﾎｼﾉ ﾊﾙ 愛知県 根石小学校 00:09:47

11 2024 小林　悠晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 長野県 中野小学校 00:09:55

12 2020 井上　陽大郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾀﾛｳ 長野県 佐久穂小学校 00:11:36

13 2033 山田　爽野 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾔ 長野県 白馬北小学校 00:11:42

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン



4/6

小学生３・４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 2044 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:08:48

2 2039 小境　栞和 ｺｻﾞｶｲ ｶﾝﾅ 長野県 戸狩小学校 00:09:40

3 2040 坂田　美来 ｻｶﾀ ﾐｸ 長野県 山ノ内南小学校 00:09:47

4 2045 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 木島小学校 00:09:59

5 2036 小田切　柑奈 ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾅ 長野県 戸狩小学校 00:10:12

6 2041 佐々木　可絵 ｻｻｷ ｶｴ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:10:43

7 2046 望月　美伽 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ 長野県 山ノ内南小学校 00:10:46

8 2034 太田　結吏 ｵｵﾀ ﾕｳﾘ 長野県 木島小学校 00:11:02

9 2037 川口　真緒 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 長野県 塩尻西小学校 00:11:42

10 2035 大塚　心春 ｵｵﾂｶ ｺﾊﾙ 群馬県 00:12:06

11 2043 高橋　結月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 長野県 常盤小学校 00:12:16

12 2042 菅沼　結華 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｲｶ 長野県 山ノ内町立南小学校 00:12:39

13 2038 北澤　笑里 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐﾘ 長野県 北信ファーム 00:18:27

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン



5/6

小学生５・６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 2060 髙畑　陽奏 ﾀｶﾊﾀ ﾋﾅﾀ 長野県 長野市陸上教室 00:08:37

2 2054 斉藤　隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:08:38

3 2052 齋藤　海聖 ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 神奈川県 ＴＥＡＭ　ＭＡＳＡ＋ 00:08:41

4 2062 冨田　流石 ﾄﾐﾀ ｻｽｶﾞ 京都府 チームスカイ　京都 00:08:45

5 2050 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:08:47

6 2058 菅沼　煌士朗 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｼﾛｳ 長野県 山ノ内町立南小学校 00:09:00

7 2059 高橋　陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:09:28

8 2056 渋谷　錬磨 ｼﾌﾞﾔ ﾚﾝﾏ 群馬県 榛東北小学校 00:09:48

9 2055 佐藤　朋輝 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 愛知県 さくら小学校 00:09:51

10 2061 德竹　凌太 ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾀ 長野県 栗ガ丘小学校 00:09:58

11 2048 大村　透和 ｵｵﾑﾗ ﾄｳﾜ 長野県 栗ガ丘小学校 00:10:46

12 2047 大塚　優希 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 群馬県 00:11:27

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン



6/6

小学生５・６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 2068 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:08:49

2 2063 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:09:10

3 2064 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:09:19

4 2075 山田　柚野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 長野県 白馬北小学校 00:09:19

5 2074 山崎　仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小学校 00:09:26

6 2070 早川　紗江 ﾊﾔｶﾜ ｻｴ 長野県 長野市陸上教室 00:09:49

7 2066 小嶋　杏凛 ｺｼﾞﾏ ｱﾝﾘ 長野県 ＮＤＦジュニア 00:09:49

8 2072 松澤　怜愛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｱ 長野県 泉台小学校 00:10:16

9 2067 小林　杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 長野県 戸狩小学校 00:10:32

10 2071 原　楓花 ﾊﾗ ﾌｳｶ 長野県 洗馬小学校 00:10:46

11 2069 中村　雪華 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 長野県 木島小学校 00:11:11

12 2073 八木　梓翠 ﾔｷﾞ ｱｽﾞﾐ 静岡県 山援隊 00:11:22

RESULT　【キッズ小学生】

2022.10.1 
竜王スカイラン


