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2016.4.23 

善光寺ラウンドトレイル 
ＲＥＳＵＬＴ 【キッズ小学生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 1012 鈴木 士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:05:28

2 1007 木村 泰河 ｷﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 東京都 明正小学校  0:05:38

3 1011 佐伯 亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 東京都 瀬田小  0:05:42

4 1002 内山 眞之介 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 東京都  0:05:42

5 1003 大塚 陽向 ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ 東京都  0:05:48

6 1014 高野 陽平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 長野県 治田小学校  0:05:52

7 1004 金井 珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小学校  0:06:12

8 1010 齊藤 雄斗 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 埼玉県  0:06:25

9 1019 矢島 煌士 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｼ 長野県 中野小学校  0:06:25

10 1005 氣鮓 直太郎 ｷｽﾞｼ ﾅｵﾀﾛｳ 秋田県 藤木小学校  0:06:28

11 1008 駒村 航平 ｺﾏﾑﾗ ｺｳﾍｲ 長野県  0:06:32

12 1006 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:06:38

13 1001 阿部 歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 長野県 山岳庵  0:06:44

14 1009 斉藤 圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校  0:07:12

15 1017 丸山 翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:07:21

16 1016 藤田 伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県 浅川小学校  0:07:23

17 1015 比護 淳太郎 ﾋｺﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 長野県 ＪＵＮ＆ＴＯＭＯ  0:07:23

18 1013 瀬ノ口 尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:07:38

小学１・２年生 男子 
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1 1026 村越 千早 ﾑﾗｺｼｼ ﾁﾊﾔ 長野県 小谷小学校  0:06:03

2 1029 山田 桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:06:03

3 1022 木内 絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校  0:06:40

4 1023 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:07:02

5 1025 村上 奈々 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 富山県 桃李小学校  0:07:02

6 1024 丸山 花穏子 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉｺ 長野県  0:07:13

7 1020 遠藤 綾菜 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 長野県 松ケ丘小学校  0:07:41

8 1021 大上 心暖 ｵｵｳｴ ｺﾊﾙ 愛知県 Ｏ?ＵＥ  0:08:52
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1 1042 谷川 航太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群馬県  0:11:00

2 1033 岡村 颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 城山ランナーズ  0:11:24

3 1046 平林 祥拓 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野県 生坂小学校  0:11:25

4 1050 三橋 大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:11:36

5 1045 平野 天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:11:38

6 1040 竹原 寛太 ﾀｹﾊﾗ ｶﾝﾀ 埼玉県 チ－ム妖怪  0:11:50

7 1051 宮腰 陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:11:51

8 1032 岡田 龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:11:53

9 1031 五十嵐 倭 ｲｶﾗｼ ﾔﾏﾄ 新潟県  0:12:42

10 1036 岸本 莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野県 長野市スキースポーツ  0:12:53

11 1035 木内 暢浩 ｷｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県 常盤小学校  0:13:47

12 1048 松澤 巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県  0:13:56

13 1044 信澤 圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:13:59

14 1049 丸山 桔平 ﾏﾙﾔﾏ ｷｯﾍﾟｲ 長野県  0:14:03

15 1030 雨宮 慶太 ｱﾒﾐﾔ ｹｲﾀ 石川県  0:14:08

16 1038 渋坂 隼人 ｼﾌﾞｻｶ ﾊﾔﾄ 長野県  0:14:12

17 1047 福澤 明昊 ﾌｸｻﾞﾜ ｱｷｿﾗ 岐阜県 名誘悪道  0:14:14

18 1037 駒村 陽平 ｺﾏﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 長野県  0:15:38

19 1053 山田 裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 長野県 信大松本付属  0:15:46

20 1041 竹前 海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝  0:15:56

21 1034 金子 慶大 ｶﾈｺ ｹｲﾀ 長野県  0:16:06

22 1039 関口 蒼太 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 長野県 栗ガ丘小学校  0:17:09

23 1043 中村 譲 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ 長野県  0:18:55
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1 1058 田邉 咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:12:01

2 1056 小山 彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:13:31

3 1061 山崎 詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:13:56

4 1060 細野 千花子 ﾎｿﾉ ﾁｶｺ 神奈川県 神奈川ＭＲＣＣ  0:14:05

5 1055 大上 結禾 ｵｵｳｴ ﾕｶ 愛知県 Ｏ?ＵＥ  0:14:27

6 1062 山田 優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:15:04

7 1057 田中 あや ﾀﾅｶ ｱﾔ 長野県 中野小  0:16:30

8 1059 古海 璃子 ﾌﾙﾐ ﾘｺ 長野県 鍋屋田小学校  0:19:45

小学３・４年生 女子 

2016.4.23 

善光寺ラウンドトレイル 
ＲＥＳＵＬＴ 【キッズ小学生２ｋｍ】 



5/6 

小学５・６年生 男子 
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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 1084 堀米 結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:10:03

2 1092 山田 梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:10:11

3 1067 岡田 滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:10:11

4 1093 湯本 眞生 ﾕﾓﾄ ﾏｲｸ 長野県  0:10:21

5 1083 堀池 陽矢 ﾎﾘｲｹ ﾊﾙﾔ 長野県 滋野小学校  0:10:38

6 1087 水野 琉斗 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 長野県 波田小学校  0:10:46

7 1090 村越 郁也 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 長野県 小谷小学校  0:11:03

8 1080 浜谷 テンゴ ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 長野県 小谷小学校  0:11:09

9 1086 丸山 海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:11:18

10 1065 池田 惺哉 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野県 信濃小  0:11:25

11 1078 中川 敬太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 長野県 小谷小学校  0:11:51

12 1076 田中 勇輝 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 長野県 中野小  0:11:55

13 1070 金子 幹大 ｶﾈｺ ｶﾝﾀ 長野県  0:11:58

14 1072 小山 桜雅 ｺﾔﾏ ｵｳｶﾞ 長野県 飯山小  0:12:00

15 1074 鈴木 聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:12:05

16 1079 畑山 俊陽 ﾊﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 新潟県  0:12:14

17 1063 相﨑 隆成 ｱｲｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 新潟県 表町小学校  0:12:44

18 1068 岡田 幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小学校  0:13:14

19 1073 斉藤 伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 新潟県 新井北小学校  0:13:40

20 1085 堀崎 孝月 ﾎﾘｻｷ ﾀｶﾂｷ 長野県 吉田小学校  0:13:42

21 1077 手塚 大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:13:48

22 1082 平野 月 ﾋﾗﾉ ﾗｲﾄ 長野県 常盤小  0:14:01

23 1081 早川 翔太 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ 東京都  0:14:23

24 1071 小林 朋樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 長野県 山ノ内西小  0:14:26

25 1089 村上 凜 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾝ 富山県 桃李小学校  0:15:03

26 1091 山田 絢翔 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 長野県 信大松本付属  0:15:30
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1 1102 山崎 吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:10:17

2 1099 平林 陽菜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 長野県 生坂小学校  0:10:47

3 1103 山本 乃愛 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 石川県  0:10:59

4 1100 福島 紡希 ﾌｸｼﾏ ﾂﾑｷﾞ 群馬県 藤岡第二小  0:11:00

5 1094 青木 佑月 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 長野県 山ノ内西小学校  0:12:16

6 1101 細野 七々子 ﾎｿﾉ ﾅﾅｺ 神奈川県 神奈川ＭＲＣＣ  0:12:57

7 1104 鷲澤 れい ﾜｼｻﾞﾜ ﾚｲ 長野県 小谷小学校  0:13:13

8 1095 大上 笑未 ｵｵｳｴ ｴﾐ 愛知県 Ｏ?ＵＥ  0:16:30

9 1097 氣鮓 舞帆 ｷｽﾞｼ ﾏﾎ 秋田県 藤木小学校  0:19:21

10 1096 神戸 まひる ｶﾝﾍﾞ ﾏﾋﾙ 群馬県 南陽台小学校  0:26:57
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