
1/6

小学生1・２年男子　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 3003 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 木島小学校 00:05:37

2 3017 松澤　大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:05:38

3 3016 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:05:49

4 3014 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 木島小学校 00:06:14

5 3008 斉藤　祥真 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:23

6 3006 郷原　麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:06:27

7 3012 田畑　修平 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 長野県 00:06:37

8 3011 高野　円蔵 ﾀｶﾉ ｴﾝｿﾞ 長野県 飯山小学校ＲＴＣ 00:06:55

9 3002 新井　結李 ｱﾗｲ ﾕｳﾘ 長野県 赤穂東小学校 00:07:02

10 3020 山本　絢仁 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾄ 長野県 木島小 00:07:07

11 3019 柳原　琉人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 長野県 佐久市泉小学校 00:07:13

12 3018 丸山　結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 長野県 丸山ぶどう園 00:07:22

13 3013 茅野　夢生 ﾁﾉ ﾕｳｷ 長野県 00:07:22

14 3015 原　快斗 ﾊﾗ ｶｲﾄ 長野県 洗馬小学校 00:07:45

15 3005 川島　伶桜 ｶﾜｼﾏ ﾚｵ 東京都 00:07:53

16 3009 霜鳥　拓歩 ｼﾓﾄﾘ ﾀｸﾎ 新潟県 00:08:14

17 3004 上野　天平 ｳﾜﾉ ﾃﾝﾍﾟｲ 静岡県 Ａｍａｖｉｌｌａ 00:09:24

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル



2/6

小学生1・２年女子　1km

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル

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 3027 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:05:38

2 3030 本島　蓉子 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｺ 長野県 高森南小学校 00:06:40

3 3028 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 木島小学校 00:06:49

4 3031 矢花　美心 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｺ 長野県 堀金小学校 00:07:14

5 3024 川瀬　叶実 ｶﾜｾ ｶﾅﾐ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:07:42

6 3023 勝田　有美 ｶﾂﾀﾞ ﾕﾐ 長野県 00:08:42

7 3021 浅尾　千咲 ｱｻｵ ﾁｻｷ 神奈川県 イツキッズ 00:08:43

8 3029 丸山　結絆 ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾂﾞﾅ 長野県 広丘小学校 00:09:27



3/6

小学生３・４年男子　３km

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル

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 3052 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小 00:14:01

2 3042 田畑　亮介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 長野県 00:14:06

3 3043 冨田　流石 ﾄﾐﾀ ｻｽｶﾞ 京都府 ＴＥＡＭＳＫＹＫＹＯＴＯ 00:14:39

4 3038 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:14:53

5 3046 服部　朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:14:57

6 3044 橋本　龍 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 東京都 成城学園 00:15:59

7 3036 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:30

8 3050 山室　橙矢 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｳﾔ 長野県 00:17:10

9 3040 斉藤　隆希 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:38

10 3045 服部　海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:17:55

11 3047 半田　悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 00:18:07

12 3048 古谷　捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 長野県 泉台小 00:18:32

13 3037 小林　蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:19:55

14 3032 浅尾　樹 ｱｻｵ ｲﾂｷ 神奈川県 イツキッズ 00:20:00

15 3049 水野　奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 長野県 常盤小学校 00:21:13

16 3051 山本　旭陽 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 長野県 山ノ内町立東小学校 00:24:50
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小学生３・４年女子　３km

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル

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 3061 増田　百華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 埼玉県 大宮別所小学校 00:15:04

2 3062 村井　愛佳 ﾑﾗｲ ｱｲｶ 大阪府 ＴＥＡＭ　ＳＫＹ　ＫＹＯＴＯ 00:15:22

3 3058 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:15:38

4 3063 村松　莉央 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 新潟県 直江津南小学校 00:15:45

5 3060 原　楓花 ﾊﾗ ﾌｳｶ 長野県 洗馬小学校 00:16:06

6 3053 勝田　夏妃 ｶﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野県 00:19:11

7 3059 原　たまき ﾊﾗ ﾀﾏｷ 長野県 松本市寿小学校 00:20:19

8 3057 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:23:36
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小学生５・６年男子　３km

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル

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 3080 山﨑　玲士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 新潟県 中郷小学校 00:11:51

2 3072 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平 00:11:55

3 3079 矢花　海空 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｿﾗ 長野県 堀金小学校 00:12:05

4 3074 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山ＲＴＣ 00:12:43

5 3067 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校 00:13:16

6 3068 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小 00:13:28

7 3081 山本　生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野県 木島平小学校 00:13:30

8 3078 本島　岳 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野県 ＩＳジュニア 00:13:45

9 3066 新井　結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 駒ヶ根中沢ＲＣ 00:13:58

10 3071 霜鳥　康 ｼﾓﾄﾘ ｺｳ 新潟県 00:13:58

11 3077 三ッ井　悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:14:04

12 3082 山本　夏芽 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾒ 長野県 00:15:37

13 3069 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:15:56

14 3065 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県 山ノ内西小学校 00:16:09

15 3076 古谷　優翔 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 長野県 泉台小 00:16:37

16 3075 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:18:16

17 3073 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:26:28
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小学生５・６年女子　３km

RESULT　【キッズ小学生】

2020.10.17 

志賀高原エクストリームトレイル

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 3090 田畑　香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野県 00:13:39

2 3095 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校 00:14:11

3 3086 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校 00:14:13

4 3084 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 00:14:18

5 3091 冨田　えこ ﾄﾐﾀ ｴｺ 京都府 ＴＥＡＭＳＫＹＫＹＯＴＯ 00:14:37

6 3092 増田　彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉県 大宮別所小学校 00:14:59

7 3085 荻原　咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 長野県 野沢温泉小学校 00:15:04

8 3083 阿部　結奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 長野県 木島平小学校 00:15:28

9 3088 近藤　あつき ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 神奈川県 00:15:40

10 3093 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:16:13

11 3094 丸山　陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県 広丘小学校 00:17:01


