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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 2019 舩原　諒 ﾌﾅﾊﾗ ﾘｮｳ 愛知県 00:08:18

2 2006 小川　颯太 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 愛知県 布袋陸上クラブ 00:08:22

3 2001 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 くらぶ鬼島 00:08:36

4 2024 山田　士恩 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 愛知県 00:08:43

5 2003 伊藤　圭吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 愛知県 大須ＡＣ 00:08:54

6 2020 宮本　蓮士 ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾝｼ 愛知県 豊田市立若林西小学校 00:08:56

7 2012 小島　夏樹 ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 長野県 茅野アスレチックス 00:09:24

8 2017 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 くらぶ鬼島 00:09:25

9 2011 郷原　麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:09:25

10 2016 西澤　綾人 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 愛知県 尾張旭走ろう会 00:09:29

11 2010 栗本　凉槇 ｸﾘﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 愛知県 筒井小学校 00:09:39

12 2009 木村　仁毘 ｷﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 愛知県 名古屋市立春田小学校 00:09:46

13 2026 吉田　一優 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 京都府 京都市立桃山東小学校 00:10:01

14 2005 大畠　勇華 ｵｵﾊﾀ ﾕｳｶﾞ 岐阜県 那加第２小学校 00:10:18

15 2013 清水　達 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛ 滋賀県 浅井小学校 00:10:24

16 2015 綱嶋　一信 ﾂﾅｼﾏ ｲｯｼﾝ 大阪府 00:10:24

17 2025 吉川　湊 ﾖｼｶﾜ ﾐﾅﾄ 愛知県 尾張旭走ろう会 00:10:42

18 2004 上田　晃士朗 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 愛知県 00:10:49

19 2018 東　隼士 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔﾄ 愛知県 児玉小学校 00:10:49

20 2021 三輪　哲平 ﾐﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 三重県 00:11:37

21 2008 川村　悠揮 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 愛知県 00:11:41

22 2007 加藤　蒼 ｶﾄｳ ｱｵ 愛知県 00:11:41

23 2014 新海　正宗 ｼﾝｶｲ ﾏｻﾑﾈ 愛知県 本郷小学校 00:11:43

24 2022 森　颯哉 ﾓﾘ ｿｳﾔ 愛知県 00:12:30

25 2023 森　優雨 ﾓﾘ ﾕｳ 愛知県 00:12:44

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース
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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 2039 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:08:57

2 2035 鷲見　華怜 ｽﾐ ｶﾚﾝ 愛知県 大須ＡＣ 00:09:26

3 2030 神谷　結愛 ｶﾐﾔ ﾕｱ 愛知県 雁が音スポーツクラブ 00:09:26

4 2041 長野　咲希 ﾅｶﾞﾉ ｻｷ 愛知県 大須ＡＣ 00:09:49

5 2042 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 くらぶ鬼島 00:10:19

6 2047 舩久保　結衣 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾕｲ 愛知県 ＦＲＣ 00:10:27

7 2044 端　陽咲 ﾊﾅ ﾋｻｷ 京都府 池田東小学校 00:10:43

8 2043 服部　紀恵 ﾊｯﾄﾘ ｷｴ 三重県 第一小学校 00:10:52

9 2034 近藤　友莉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛知県 00:10:54

10 2045 福田　りみ ﾌｸﾀ ﾘﾐ 岐阜県 那加第二小学校 00:11:00

11 2032 北村　桃子 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 愛知県 00:11:02

12 2040 田中　杏梨 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 福井県 敦賀市中央小学校 00:11:37

13 2036 高木　紗世 ﾀｶｷﾞ ｻﾖ 愛知県 00:11:39

14 2028 尾崎　心望 ｵｻﾞｷ ｺﾉﾐ 岐阜県 00:11:51

15 2046 藤井　優里佳 ﾌｼﾞｲ ﾕﾘｶ 岐阜県 00:11:53

16 2027 小川　佳純 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ 愛知県 瀬戸市立長根小学校 00:11:59

17 2050 水谷　莉緒 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｵ 岐阜県 ＴＥＡＭ奈緒莉緒 00:12:14

18 2038 高藤　桃香 ﾀｶﾌｼﾞ ﾓﾓｶ 愛知県 豊山小学校 00:12:29

19 2033 木下　舞香 ｷﾉｼﾀ ﾏｲｶ 岐阜県 00:12:45

20 2037 高木　千晴 ﾀｶｷﾞ ﾁﾊﾙ 愛知県 00:13:48

21 2051 水野　日菜香 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾅｶ 愛知県 00:14:03

22 2048 堀江　涼帆 ﾎﾘｴ ｽｽﾞﾎ 愛知県 とよやまＪＲＣ 00:15:32

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース
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小学生３・４年男子

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース

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 2072 山下　凌河 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 愛知県 あぐい陸上クラブ 00:11:40

2 2074 山本　成真 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾏ 神奈川県 ベイキッズ横浜 00:11:43

3 2059 鈴木　レオナルド ｽｽﾞｷ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 愛知県 三蔵子小学校 00:12:22

4 2053 伊藤　照真 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 愛知県 大須ＡＣ 00:13:07

5 2067 松岡　泰星 ﾏﾂｵｶ ﾀｲｾｲ 愛知県 00:13:40

6 2061 田中　大輝 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 福井県 敦賀市中央小学校 00:13:47

7 2056 木村　孔南 ｷﾑﾗ ｺﾅﾝ 愛知県 名古屋市立春田小学校 00:13:50

8 2075 若月　イル ﾜｶﾂｷ ｲﾙ 京都府 00:13:55

9 2054 小川　竜生 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 瀬戸市立長根小学校 00:13:56

10 2060 関根　望蒼 ｾｷﾈ ﾉｱ 愛知県 豊山ＪＲＣ 00:14:04

11 2071 矢田　煌人 ﾔﾀﾞ ｱｷﾄ 岐阜県 北方南小学校 00:14:07

12 2057 小山　拓久 ｺﾔﾏ ﾀｸ 愛知県 大須ＡＣ 00:14:19

13 2055 河村　海斗 ｶﾜﾑﾗ ｶｲﾄ 愛知県 とよやまＪＲＣ 00:14:24

14 2062 千葉　敦葵 ﾁﾊﾞ ｱﾂｷ 愛知県 00:14:36

15 2068 松本　陽悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾕｳ 福井県 西藤島小学校 00:14:40

16 2066 秦　壮汰朗 ﾊﾀ ｿｳﾀﾛｳ 岐阜県 00:14:43

17 2073 山本　愛門 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾓﾝ 愛知県 00:15:13

18 2052 井田　皓大 ｲﾀﾞ ｺｳﾀ 愛知県 神守小学校 00:15:39

19 2058 鈴木　心崚 ｽｽﾞｷ ﾐﾘｮｳ 静岡県 島田第四小 00:15:39

20 2063 塚本　旺珂 ﾂｶﾓﾄ ｵｳｶ 愛知県 刈谷市立富士松南小学校 00:15:48

21 2065 中川　聖斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 京都府 京都市立桃山南小学校 00:16:46

22 2064 寺垣　玲雄 ﾃﾗｶﾞｷ ﾚｵ 愛知県 00:18:51

23 2069 三輪　謙心 ﾐﾜ ｹﾝｼﾝ 三重県 00:19:28



4/6

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 2086 鈴木　ひばり ｽｽﾞｷ ﾋﾊﾞﾘ 愛知県 矢田小学校 00:12:28

2 2078 神谷　愛海 ｶﾐﾔ ﾏﾅﾐ 愛知県 雁が音スポーツクラブ 00:13:08

3 2093 増田　百華 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 埼玉県 00:13:10

4 2085 齋藤　結陽 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ 京都府 00:13:58

5 2081 北村　哩梨 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾘ 愛知県 大須ＡＣ 00:14:39

6 2094 吉田　優璃 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ 京都府 京都市立桃山東小学校 00:14:41

7 2091 端　優月 ﾊﾅ ﾕﾂﾞｷ 京都府 池田東小学校 00:14:42

8 2083 小嶋　くるみ ｺｼﾞﾏ ｸﾙﾐ 愛知県 大須ＡＣ 00:15:17

9 2077 岩田　悠乃 ｲﾜﾀ ﾕﾉ 愛知県 大須ＡＣ 00:15:20

10 2090 蜂矢　ゆな ﾊﾁﾔ ﾕﾅ 岐阜県 各務原陸上 00:15:29

11 2079 川森　ひなの ｶﾜﾓﾘ ﾋﾅﾉ 三重県 △ミサイル 00:15:49

12 2084 児玉　結愛 ｺﾀﾞﾏ ﾕｱ 京都府 京都市立伏見板橋小学校 00:15:50

13 2076 伊賀　優奈 ｲｶﾞ ﾕｳﾅ 長野県 くらぶ鬼島 00:16:06

14 2140 八木　梓翠 ﾔｷﾞ ｱｽﾞﾐ 静岡県 山援隊 00:16:13

15 2089 中村　恵麻 ﾅｶﾑﾗ ｴﾏ 京都府 00:16:33

16 2087 高木　志帆 ﾀｶｷﾞ ｼﾎ 愛知県 00:17:43

17 2082 木下　明里紗 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 岐阜県 00:17:49

18 2092 東　そらの ﾋｶﾞｼ ｿﾗﾉ 愛知県 児玉小学校 00:18:47

19 2088 綱嶋　勇音 ﾂﾅｼﾏ ｲｻﾈ 大阪府 00:19:25

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース
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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 2103 杉浦　蒼生 ｽｷﾞｳﾗ ｱｵ 愛知県 西尾市立荻原小学校 00:11:07

2 2109 橋本　航介 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 愛知県 古城小学校 00:11:17

3 2106 髙島　崚央 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｵ 愛知県 00:11:19

4 2104 鈴木　敦裕 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾋﾛ 愛知県 三宅小学校 00:11:36

5 2101 児玉　将都 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾄ 京都府 京都市立伏見板橋小学校 00:11:40

6 2099 岸端　優汰 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 愛知県 来迎寺小学校 00:12:01

7 2096 稲垣　歩 ｲﾅｶﾞｷ ｱﾕﾑ 三重県 中川小学校 00:12:13

8 2107 新美　昂征 ﾆｲﾐ ｺｳｾｲ 愛知県 00:12:19

9 2110 藤井　友我 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｶﾞ 愛知県 名古屋市立稲生小学校 00:13:41

10 2111 舩久保　稜太 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 ＦＲＣ 00:13:43

11 2098 加藤　一空 ｶﾄｳ ｲｸ 愛知県 00:14:26

12 2097 海老澤　颯人 ｴﾋﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 茨城県 00:14:39

13 2112 松岡　大治 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾁ 岐阜県 00:14:59

14 2108 丹羽　健悟 ﾆﾜ ｹﾝｺﾞ 愛知県 00:16:07

15 2095 秋元　大輝 ｱｷﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 愛知県 00:16:30

16 2105 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:19:32

17 2102 清水　歩夢 ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 三重県 00:20:37

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース
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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 2122 田口　倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 小針北小学校 00:11:37

2 2134 皆川　七奈子 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅﾅｺ 三重県 00:12:15

3 2114 河村　紗衣 ｶﾜﾑﾗ ｻｲ 愛知県 とよやまＪＲＣ 00:12:23

4 2116 近藤　真依 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 愛知県 00:12:30

5 2130 増田　彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉県 00:12:52

6 2119 白石　希実 ｼﾗｲｼ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 豊山ＪＲＣ 00:12:53

7 2120 杉浦　有音 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾝ 愛知県 西尾市立荻原小学校 00:13:02

8 2129 堀江　悠月 ﾎﾘｴ ﾕﾂﾞｷ 愛知県 とよやまＪＲＣ 00:13:07

9 2132 松本　紗弥 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔ 福井県 西藤島小学校 00:13:18

10 2121 高藤　風羽香 ﾀｶﾌｼﾞ ﾌｳｶ 愛知県 とよやまＪＲＣ 00:13:30

11 2125 中村　葉 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ 長野県 高遠小学校 00:13:37

12 2128 藤原　妃菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅ 京都府 京都市立伏見板橋小学校 00:13:37

13 2118 篠田　莉々子 ｼﾉﾀﾞ ﾘﾘｺ 愛知県 大須ＡＣ 00:13:46

14 2124 綱嶋　凛々音 ﾂﾅｼﾏ ﾘﾘﾈ 大阪府 00:13:51

15 2127 広田　実優 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 石川県 00:14:06

16 2133 水谷　奈緒 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵ 岐阜県 ＴＥＡＭ奈緒莉緒 00:14:16

17 2123 辻田　理紗 ﾂｼﾞﾀ ﾘｻ 大阪府 00:15:00

18 2126 服部　夏恵 ﾊｯﾄﾘ ｶｴ 三重県 第一小学校 00:15:08

19 2113 河合　玲実 ｶﾜｲ ﾚﾐ 岐阜県 石津小学校 00:16:31

20 2135 矢田　心花 ﾔﾀﾞ ｺｺﾅ 岐阜県 北方南小学校 00:18:33

21 2131 松岡　虹乃 ﾏﾂｵｶ ﾆｼﾞﾉ 愛知県 00:20:38

RESULT　【キッズ小学生】

2020.12.13 

養老山脈トレイルランニングレース


