
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 2014 松澤　大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:09:36

2 2011 廣田　颯 ﾋﾛﾀ ｿｳ 長野県 00:10:12

3 2002 石川　千歳 ｲｼｶﾜ ﾁﾄｾ 東京都 00:10:13

4 2015 三原　豪 ﾐﾊﾗ ｺﾞｳ 長野県 00:10:14

5 2004 亀井　陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新潟県 上越はねうまクラブ 00:11:16

6 2012 福田　大悟 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知県 00:13:47

7 2001 相田　樹 ｱｲﾀﾞ ｲﾂｷ 東京都 ＴＡＲＺＡＮ 00:15:32

8 2006 高麗　悠希 ｺﾏ ﾕｳｷ 富山県 00:16:40
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小学生1・２年男子

2019.6.1 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】



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 2021 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:09:41

2 2025 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 ピノ保育園 00:09:57

3 2027 野村　菜々央 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｵ 東京都 00:10:17

4 2024 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小 00:10:51

5 2018 江口　真央 ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 新潟県 上越教育大附属小 00:11:14

6 2029 山崎　結惺 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾝｾ 長野県 木島平小 00:11:31

7 2023 小林　杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 長野県 飯山市戸狩小学校 00:11:58

8 2019 小沢　佑奈 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 愛知県 00:12:00

9 2020 勝山　江梨子 ｶﾂﾔﾏ ｴﾘｺ 長野県 00:12:22

10 2028 橋村　胡花 ﾊｼﾑﾗ ｺﾊﾅ 千葉県 寒風台 00:12:22

11 2022 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:13:45
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小学生1・２年女子

2019.6.1 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】



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 2043 野村　武之輔 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾉｽｹ 東京都 00:08:25

2 2033 亀井　瑛人 ｶﾒｲ ｴｲﾄ 新潟県 上越はねうまクラブ 00:08:28

3 2038 下田　岳 ｼﾓﾀﾞ ｶﾞｸ 静岡県 長泉町立南小学校 00:08:36

4 2048 三ッ井　悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:08:54

5 2042 名古路　拓真 ﾅｺｼﾞ ﾀｸﾏ 埼玉県 00:08:55

6 2041 名古路　進吾 ﾅｺｼﾞ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 00:09:01

7 2039 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県 妙高高原北小学校 00:09:43

8 2030 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:09:53

9 2040 等々力　蒼空 ﾄﾄﾞﾘｷ ｿﾗ 長野県 00:09:59

10 2037 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:10:15

11 2032 小沢　蒼生 ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 愛知県 00:10:44

12 2034 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:10:49

13 2047 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:10:51

14 2036 小林　蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:11:30

15 2031 岡村　優 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 00:12:09

16 2044 橋村　平太 ﾊｼﾑﾗ ﾍｲﾀ 千葉県 寒風台小学校 00:12:09
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2019.6.1 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】



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 2058 田口　倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 伊奈町立小針北小学校 00:08:48

2 2057 小林　由奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 新潟県 00:09:00

3 2063 山崎　仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小 00:09:29

4 2062 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:09:31

5 2056 後藤　ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:09:59

6 2055 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:10:01

7 2051 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小 00:10:15

8 2059 服部　心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 長野県 00:10:27

9 2054 小野沢　穂乃香 ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野県 山ノ内西小 00:12:31

10 2053 長田　夏希 ｵｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 神奈川県 00:12:31

11 2052 尾崎　アンナ ｵｻﾞｷ ｱﾝﾅ 岐阜県 00:14:00

4/6

小学生３・４年女子

2019.6.1 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】



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 2067 黒岩　官九郎 ｸﾛｲﾜ ｶﾝｸﾛｳ 群馬県 嬬恋村立西部小学校 00:07:42

2 2065 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:07:47

3 2072 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小 00:07:49

4 2078 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校 00:07:51

5 2069 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小 00:07:55

6 2075 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 00:08:03

7 2074 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:08:10

8 2079 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校 00:08:29

9 2066 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小 00:08:31

10 2080 山本　生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野県 木島平小学校 00:09:21

11 2064 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 ＴＴＤ 00:09:57

12 2071 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小学校 00:10:04

13 2068 小境　士道 ｺｻﾞｶｲ ｼﾄﾞｳ 長野県 00:11:08

14 2070 鈴木　康生 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 富山県 00:11:18

15 2077 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小 00:12:01

16 2073 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:14:07
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小学生５・６年男子

2019.6.1 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】



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 2061 本藤　咲希 ﾎﾝﾄﾞｳ ｻｷ 長野県 ヒロミャーズ

2 2090 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 飯山小学校 00:08:21

3 2102 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校 00:08:24

4 2100 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校 00:08:39

5 2083 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校 00:08:40

6 2088 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小 00:08:44

7 2081 阿部　結奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 長野県 木島平小学校 00:08:53

8 2092 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小 00:09:13

9 2085 礒江　六花 ｲｿｴ ﾘｯｶ 長野県 00:09:26

10 2101 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小 00:09:42

11 2086 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 ＴＴＤ 00:09:48

12 2091 小林　寧音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ 長野県 飯山市戸狩小学校 00:10:03

13 2096 星野　早月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 長野県 戸狩小 00:10:18

14 2097 マキシマ　リリアン ﾏｷｼﾏ ﾘﾘｱﾝ 愛知県 00:10:58

15 2094 名古路　理乃 ﾅｺｼﾞ ﾘﾉ 埼玉県 00:11:02

16 2082 石川　鈴子 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｺ 東京都 00:11:45

17 2095 原田　小春 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾊﾙ 新潟県 妙高高原南小学校 00:12:06

18 2087 植原　麻央 ｳｴﾊﾗ ﾏｵ 長野県 00:16:22

DNF 2089 神谷　あい ｶﾐﾔ ｱｲ 愛知県
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RESULT　【キッズ小学生】


