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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 2007 佐藤 悠月 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知県 さくら小学校 00:09:29

2 2010 茅野 夢生 ﾁﾉ ﾕｳｷ 長野県 00:09:46

3 2015 丸山 結舞 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ 長野県 農家 00:10:03

4 2004 内田 理翔 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:10:06

5 2001 新井 結李 ｱﾗｲ ﾕｳﾘ 長野県 赤穂東小学校 00:11:15

6 2118 日向 満生 ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ 長野県 ビールサブスリー 00:11:38

7 2014 松田 彬丈 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 新潟県 00:12:28

8 2003 池田 陽士 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野県 00:12:40

9 2009 菅森 翔太郎 ｽｶﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 00:13:36

10 2011 林 優汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 長野県 まらくら 00:13:37

11 2013 牧田 孝介 ﾏｷﾀ ｺｳｽｹ 愛知県 森村アスリート 00:14:01

12 2002 生嶋 樂 ｲｸｼﾏ ｶﾞｸ 長野県 00:14:17

13 2005 川守田 大智 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 長野県 00:14:30

14 2016 山本 夏向 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野県 山ノ内西小 00:15:17

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】
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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 2025 田口 夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:08:49

2 2026 田中 心穏 ﾀﾅｶ ｼｵﾝ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:09:47

3 2021 岡田 マリア ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ 群馬県 吉岡町明治小学校 00:12:00

4 2023 勝田 有美 ｶﾂﾀﾞ ﾕﾐ 長野県 00:12:14

5 2027 松澤 多希 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｷ 長野県 大町西小学校 00:12:58

6 2022 岡村 百乃 ｵｶﾑﾗ ﾓﾓﾉ 東京都 00:13:46

7 2029 渡辺 結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 埼玉県 久喜市立太田小学校 00:14:16

8 2024 小林 千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:14:34

9 2030 北澤 笑里 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐﾘ 長野県 北信ファーム 00:16:05

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】
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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 2053 本多 春道 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾐﾁ 長野県 戸隠小 00:15:20

2 2054 松澤 大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:16:00

3 2045 田中 瑛翔 ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:16:07

4 2050 半田 遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:16:14

5 2037 黒田 啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 長野県 大町北小学校 00:16:35

6 2043 佐藤 朋輝 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 愛知県 さくら小学校 00:16:56

7 2034 岡村 榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:58

8 2044 塩川 聡大 ｼｵｶﾜ ｿｳﾀ 長野県 泉台小学校 00:17:11

9 2042 齊藤 天晟 ｻｲﾄｳ ﾃﾝｾｲ 新潟県 矢代ｊｓｃ 00:17:28

10 2038 郷原 麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:17:35

11 2049 服部 朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:18:11

12 2048 富井 陽友 ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:18:30

13 2032 大形 碧士 ｵｵｶﾞﾀ ｱｵｼ 新潟県 00:18:58

14 2055 山室 橙矢 ﾔﾏﾑﾛ ﾄｳﾔ 長野県 泉台小 00:20:03

15 2047 坪内 樹希 ﾂﾎﾞｳﾁ ｲﾂｷ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:20:15

16 2057 山本 夏偉 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲ 長野県 山ノ内西小 00:20:34

17 2052 古谷 捺貴 ﾌﾙﾔ ﾅﾂｷ 長野県 泉台小 00:20:49

18 2051 日向 晴生 ﾋﾅﾀ ﾊﾙｷ 長野県 ビールサブスリー 00:21:50

19 2031 上野 天平 ｳﾜﾉ ﾃﾝﾍﾟｲ 静岡県 00:23:11

20 2041 小緑 謙介 ｺﾐﾄﾞﾘ ｹﾝｽｹ 長野県 風越学園 00:23:17

21 2036 栗林 克太 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 埼玉県 00:23:23

22 2040 小林 龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:23:23

23 2033 大谷 祐弥 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾔ 京都府 三鈷寺 00:29:49

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】
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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 2062 川口 眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:17:11

2 2066 瀬沼 千乃 ｾﾇﾏ ﾁﾉ 新潟県 十日町市立川治小学校 00:18:19

3 2070 町田 彩羽 ﾏﾁﾀﾞ ｻﾜ 埼玉県 00:19:07

4 2058 池田 安輝 ｲｹﾀﾞ ｱｷ 長野県 00:19:42

5 2059 岡田 美璃 ｵｶﾀﾞ ﾐﾘ 新潟県 妙高高原南小学校 00:20:17

6 2060 小沢 佑奈 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 愛知県 00:20:53

7 2065 関 紘沙 ｾｷ ﾋﾛｻ 長野県 上田市川西小学校 00:21:50

8 2068 橋村 胡花 ﾊｼﾑﾗ ｺﾊﾅ 千葉県 寒風台小学校 00:21:53

9 2064 坂本 梓名 ｻｶﾓﾄ ｱｽﾞﾅ 富山県 00:23:07

10 2072 北澤 沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:23:25

11 2067 田村 葵 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 長野県 00:23:26

12 2069 辺見 伊麻那 ﾍﾝﾐ ｲｦﾅ 埼玉県 00:29:49

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】
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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 2091 町田 満敬 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 埼玉県 00:14:33

2 2074 新井 結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 赤穂東小学校 00:14:51

3 2092 町田 満宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 埼玉県 00:15:01

4 2076 岡田 綾汰 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾀ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:15:11

5 2087 田中 晟悟 ﾀﾅｶ ｾｲｺﾞ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:15:51

6 2082 小嶋 心哉 ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 新潟県 矢代JSC 00:16:18

7 2093 三ッ井 悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:48

8 2095 薮崎 一惺 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｲｯｾｲ 神奈川県 00:16:57

9 2078 小沢 蒼生 ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 愛知県 00:17:23

10 2079 勝家 太河 ｶﾂﾔ ﾀｲｶﾞ 長野県 00:17:32

11 2084 小林 奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:40

12 2075 大木 健太 ｵｵｷ ｹﾝﾀ 神奈川県 横浜ＡＣ 00:17:51

13 2089 服部 海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:19:09

14 2083 小林 蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:19:26

15 2094 宮條 斗貴 ﾐﾔｼﾞｮｳ ﾄｷ 長野県 戸隠小学校 00:19:33

16 2077 岡村 優 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 00:20:30

17 2081 川口 陽友 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:20:43

18 2088 橋村 平太 ﾊｼﾑﾗ ﾍｲﾀ 千葉県 寒風台小学校 00:24:27

19 2096 山本 旭陽 ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 長野県 山ノ内町立　東小学校 00:24:49

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】
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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 2107 小林 由奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 新潟県 川治小学校 00:16:17

2 2117 山田 柚野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 長野県 白馬北小学校 00:16:46

3 2105 金井 凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:17:00

4 2108 齊藤 里莉奈 ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ 長野県 泉台小学校 00:17:32

5 2115 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:17:39

6 2099 相浦 依莉紗 ｱｲｳﾗ ｴﾘｻ 新潟県 矢代ＪＳＣ 00:17:43

7 2114 服部 心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 長野県 飯山小RTC 00:17:53

8 2109 相楽 夏葉 ｻｶﾞﾗ ﾅﾉﾊ 新潟県 妙高高原南小 00:18:07

9 2106 後藤 ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:18:38

10 2103 荻原 咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 長野県 野沢温泉小 00:18:42

11 2102 岡田 雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小学校 00:19:04

12 2104 勝田 夏妃 ｶﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 長野県 00:19:19

13 2110 佐藤 萌花 ｻﾄｳ ﾓｶ 愛知県 さくら小学校 00:19:31

14 2100 池田 咲希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 新潟県 妙高高原北小学校 00:20:47

15 2101 池田 峯由 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕ 長野県 00:21:04

16 2113 千坂 芽良 ﾁｻｶ ﾒｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:23:14

2021.6.5 

モントレイル戸隠マウンテントレイル
RESULT　【キッズ小学生】


