
1/6

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 2002 梅田　陸毅 ｳﾒﾀﾞ ﾑﾂｷ 東京都 赤堤小学校 00:08:41

2 2005 古賀　友亮 ｺｶﾞ ﾕｳｽｹ 岐阜県 海津市立高須小学校 00:09:35

3 2008 清水　逞 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 滋賀県 浅井陸上クラブ 00:09:42

4 2013 若尾　穂高 ﾜｶｵ ﾎﾀｶ 岐阜県 00:10:04

5 2009 竹村　宗佑 ﾀｹﾑﾗ ｿｳｽｹ 愛知県 00:10:13

6 2011 東　煌大 ﾋｶﾞｼ ｺｳﾀ 愛知県 児玉小 00:10:39

7 2010 成田　剣冴 ﾅﾘﾀ ｹﾝｺﾞ 愛知県 知立南小学校 00:11:05

8 2012 森田　航太郎 ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾛｳ 三重県 朝日小学校 00:11:07

9 2006 坂口　慶多 ｻｶｸﾞﾁ ｹｲﾀ 三重県 朝日小学校 00:11:07

10 2003 尾崎　太亮 ｵｻﾞｷ ﾀｲｽｹ 岐阜県 00:11:35

11 2007 島津　将宏 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ 三重県 ＣＴＲ 00:11:48

12 2001 伊藤　公紀 ｲﾄｳ ｺｳｷ 岐阜県 生津小学校 00:12:50

13 2004 窪田　拓真 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾏ 岐阜県 00:12:52

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース



2/6

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 2018 田中　柚緒 ﾀﾅｶ ﾕｵ 京都府 本能陸上クラブ 00:08:39

2 2017 杉本　陽菜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾅ 愛知県 豊山小学校 00:09:24

3 2015 岸端　優來 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕﾅ 愛知県 知立市立来迎寺小学校 00:09:27

4 2019 西山　紘花 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｶ 千葉県 朱雀小学校 00:10:05

5 2014 小郷　環和 ｵｺﾞｳ ｶﾝﾅ 岡山県 大高小学校 00:10:44

6 2020 日比野　沙菜 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾅ 愛知県 00:11:33

7 2016 後藤　みお ｺﾞﾄｳ ﾐｵ 愛知県 ふなくぼレーシング 00:11:49

8 2022 吉永　かおる子 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｵﾙｺ 愛知県 00:11:51

9 2021 松井　美波 ﾏﾂｲ ﾐﾅﾐ 岐阜県 大野町立中小学校 00:13:18

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース



3/6

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 2031 竹村　諒陽 ﾀｹﾑﾗ ｱｻﾋ 愛知県 00:11:53

2 2073 山田　士恩 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ 愛知県 00:11:58

3 2023 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 ブラドラキッズ 00:12:37

4 2028 鈴木　駿 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 愛知県 00:12:39

5 2024 今藤　恒栄 ｲﾏﾌｼﾞ ｺｳｴｲ 長野県 00:12:49

6 2032 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 ブラドラキッズ 00:12:57

7 2025 大畠　勇華 ｵｵﾊﾀ ﾕｳｶﾞ 岐阜県 那加第二小学校 00:12:57

8 2026 佐藤　悠月 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知県 さくら小学校 00:13:27

9 2036 星野　晴 ﾎｼﾉ ﾊﾙ 愛知県 岡崎市立根石小学校 00:13:35

10 2027 清水　達 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛ 滋賀県 浅井陸上クラブ 00:14:40

11 2037 牧田　孝介 ﾏｷﾀ ｺｳｽｹ 愛知県 00:15:14

12 2039 茂木　健太郎 ﾓｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 00:15:17

13 2034 東　隼士 ﾋｶﾞｼ ﾊﾔﾄ 愛知県 児玉小 00:15:19

14 2040 山田　爽野 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾔ 長野県 白馬北小学校 00:15:45

15 2029 鈴木　尊 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 岐阜県 はたみ 00:15:45

16 2030 鈴木　湊 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 岐阜県 はたみ 00:15:52

17 2033 長谷川　綸音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝﾄ 愛知県 00:17:26

18 2035 日比野　蒼介 ﾋﾋﾞﾉ ｿｳｽｹ 愛知県 00:17:27

19 2042 吉田　悠真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 愛知県 00:17:46

20 2041 吉田　匠真 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 愛知県 00:17:47

21 2038 三好　光哩 ﾐﾖｼ ﾋｶﾘ 愛知県 00:18:01

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース



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 2047 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 ブラドラキッズ 00:13:59

2 2046 近藤　友莉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 愛知県 00:14:42

3 2049 舩久保　結衣 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾕｲ 愛知県 ふなくぼレーシング 00:14:44

4 2048 服部　紀恵 ﾊｯﾄﾘ ｷｴ 三重県 第一小学校 00:15:25

5 2043 小川　佳純 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾐ 愛知県 瀬戸市立長根小学校 00:15:44

6 2044 尾崎　心望 ｵｻﾞｷ ｺﾉﾐ 岐阜県 00:17:08

7 2050 山田　実郁 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ 愛知県 00:17:22

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース



5/6

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 2057 竹村　風翔 ﾀｹﾑﾗ ﾌｳﾄ 愛知県 00:11:04

2 2058 田中　大輝 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 福井県 敦賀陸上クラブ 00:11:39

3 2051 小川　竜生 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 愛知県 瀬戸プロジェクト 00:12:11

4 2054 鈴木　遥真 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ 岐阜県 はたみ 00:12:42

5 2053 佐藤　朋輝 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 愛知県 さくら小学校 00:13:15

6 2062 矢田　煌人 ﾔﾀﾞ ｱｷﾄ 岐阜県 北方南小学校 00:13:22

7 2052 木村　孔南 ｷﾑﾗ ｺﾅﾝ 愛知県 名古屋市立春田小学校 00:13:30

8 2060 西尾　壮市 ﾆｼｵ ｿｳｲﾁ 愛知県 名古屋市立御劔小学校 00:13:31

9 2056 高橋　煌芽 ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ 岐阜県 00:14:17

10 2061 三好　青葉 ﾐﾖｼ ｱｵﾊﾞ 愛知県 00:16:04

11 2063 吉永　創 ﾖｼﾅｶﾞ ｿｳ 愛知県 00:17:42

12 2059 名取　大耀 ﾅﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 京都府 京都市立桂坂小学校 00:22:49

13 2055 添田　虎雅 ｿｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 愛知県 00:23:52

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース



6/6

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 2065 笠松　真仲 ｶｻﾏﾂ ﾏﾅｶ 福井県 勝山ＲＣ 00:12:11

2 2067 齋藤　結陽 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ 京都府 00:12:28

3 2071 山田　柚野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 長野県 白馬北小学校 00:12:56

4 2068 鈴木　楓 ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ 愛知県 00:13:21

5 2064 伊賀　優奈 ｲｶﾞ ﾕｳﾅ 長野県 ブラドラキッズ 00:15:05

6 2070 西山　結葵 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉県 朱雀小学校 00:15:24

7 2069 中野　美来 ﾅｶﾉ ﾐﾗｲ 神奈川県 00:17:36

8 2072 山田　梨緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 愛知県 00:21:44

RESULT　【キッズ小学生】

2022.12.11 

養老山地トレイルランニングレース


