
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 松澤 大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷保育園 00:05:23

2 2006 川名 陽人 ｶﾜﾅ ﾊﾙﾄ 栃木県 キタナラ 00:05:28

3 2024 吉川 銘二 ﾖｼｶﾜ ﾒｲｼﾞ 長野県 00:05:38

4 2015 半田 遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:05:39

5 2016 廣田 颯 ﾋﾛﾀ ｿｳ 長野県 00:05:44

6 2013 高橋 凛多 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀ 埼玉県 00:05:44

7 2009 酒井 康佑 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 長野県 青木島小学校 00:05:47

8 2004 岡田 太陽 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 新潟県 00:05:49

9 2001 石田 光 ｲｼﾀﾞ ｺｳ 長野県 00:05:50

10 2005 岡村 榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:05:56

11 2021 三原 豪 ﾐﾊﾗ ｺﾞｳ 長野県 00:06:24

12 2003 大熊 隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 00:06:24

13 2010 関 彪心 ｾｷ ﾋｭｳｺﾞ 長野県 木島小 00:06:31

14 2022 森 秋夜 ﾓﾘ ｼｭｳﾔ 長野県 00:06:34

15 2138 東條 香樹 ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳｷ 長野県 00:06:39

16 2020 水野 奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 長野県 常盤小ＳＣ 00:06:40

17 2011 高野 耕平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:06:51

18 2012 高橋 陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:06:52

19 2017 本藤 暖人 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 長野県 00:06:53

20 2007 小林 龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:56

21 2023 山本 絢仁 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾄ 長野県 木島小 00:07:11

22 2019 松下 泰三 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲｿﾞｳ 群馬県 00:07:14

23 2008 斉藤 暖人 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 新潟県 新井北小 00:07:18

1/62019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

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 2026 川久保 莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:05:34

2 2030 駒村 幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小 00:05:52

3 2025 上川 紗弥 ｶﾐｶﾜ ｻﾔ 長野県 小谷小学校 00:06:14

4 2039 鷲野 ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:16

5 2029 小林 杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 長野県 飯山戸狩小学校 00:06:29

6 2143 東條 芙美 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾌﾐ 長野県 00:06:29

7 2033 田口 夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 ピノ保育園 00:06:45

8 2038 本島 蓉子 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｺ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:07:08

9 2032 清水 花音 ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 長野県 信大付属小 00:07:12

10 2036 原田 彩結 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕ 埼玉県 00:07:18

11 2027 北澤 沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:07:22

12 2034 田嶋 那琉 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾙ 静岡県 向笠小 00:07:25

13 2031 齊藤 芹那 ｻｲﾄｳ ｾﾘﾅ 埼玉県 00:07:27

14 2028 熊川 天希 ｸﾏｶﾞﾜ ｱﾏﾈ 長野県 00:10:19

2/62019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

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 2062 野島 将太 ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 安曇野かけっこクラブ 00:10:40

2 2059 中澤 侑己 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野県 堀金小学校 00:10:52

3 2067 松澤 晃佑 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野県 白馬かけっこクラブ 00:10:58

4 2071 本島 岳 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:11:06

5 2135 三ツ井 悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 00:11:11

6 2041 新井 結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 赤穂東小学校 00:11:12

7 2053 澤田 岳志 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 長野県 信濃小中学校 00:11:22

8 2070 丸山 航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 長野県 山形小学校 00:11:28

9 2069 松澤 聖斗 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 長野県 松川小学校 00:11:35

10 2043 岡田 悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:11:40

11 2040 青木 克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県 山ノ内西小 00:11:58

12 2044 上川 凌佑 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野県 小谷小学校 00:12:00

13 2072 山本 湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小 00:12:02

14 2055 清水 翔真 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾏ 長野県 山王小学校 00:12:09

15 2065 平林 隼 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 長野県 生坂小学校 00:12:49

16 2061 西田 峻吾 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ 東京都 梅島第二小学校 00:12:50

17 2064 半田 悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 00:13:06

18 2060 中村 珀那 ﾅｶﾑﾗ ﾊｸﾅ 長野県 吉田小 00:13:07

19 2068 松沢 迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県 白馬北小学校 00:13:17

20 2134 竹田 怜莉 ﾀｹﾀﾞ ﾚｲﾘ 長野県 00:13:18

21 2056 善財 穂澄 ｾﾞﾝｻﾞｲ ﾎｽﾞﾐ 長野県 00:13:20

22 2054 清水 奏太 ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾀ 長野県 00:13:21

23 2042 飯島 大晟 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 長野県 古牧小学校 00:13:22

24 2049 小出 新 ｺｲﾃﾞ ｱﾗﾀ 富山県 00:13:35

25 2045 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:13:35

26 2052 斉藤 圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小 00:13:43

27 2066 深石 新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:14:06

28 2051 小林 蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:14:30

29 2046 木下 晶翔 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾄ 長野県 徳間小 00:15:14

30 2047 木下 陽翔 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ 長野県 徳間小 00:15:29

31 2057 善財 悠登 ｾﾞﾝｻﾞｲ ﾕｳﾄ 長野県 00:15:39

32 2050 小林 元樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 長野県 山ノ内西小 00:16:41

33 2048 熊川 翔天 ｸﾏｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野県 00:17:24

3/62019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

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 2083 田口 倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 伊奈町立小針北小学校 00:11:06

2 2086 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:11:48

3 2082 田上 瑠花 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 新潟県 糸魚川小学校 00:12:09

4 2078 後藤 ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:12:19

5 2144 山崎 仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小 00:12:23

6 2076 金井 凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:12:24

7 2088 村松 莉央 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ 新潟県 直江津南小学校 00:12:55

8 2077 清沢 実紀 ｷﾖｻﾜ ﾐﾉﾘ 長野県 山形小学校 00:12:56

9 2074 岡田 雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小 00:13:07

10 2136 服部 心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 長野県 00:13:28

11 2084 藤井 裕子 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺ 東京都 井之頭小学校 00:14:01

12 2079 小林 三希寧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾈ 長野県 00:14:30

13 2080 佐藤 里南 ｻﾄｳ ﾘﾅ 長野県 木島平小学校 00:14:35

14 2073 伊野 愛奈 ｲﾉ ｱｲﾅ 新潟県 チームひまり 00:14:52

15 2075 小野沢 穂乃香 ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野県 山ノ内西小学校 00:14:58

16 2090 レイ ケイラ ﾚｲ ｹｲﾗ 東京都 00:15:34

17 2085 本藤 咲希 ﾎﾝﾄﾞｳ ｻｷ 長野県 00:15:50

18 2089 吉田 蒼楽 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 東京都 00:17:02

19 2081 関 陽茉莉 ｾｷ ﾋﾏﾘ 新潟県 00:17:21

4/62019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

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 2106 藤間 治樹 ﾌｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 長野県 山形小学校 00:09:39

2 2095 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 00:09:40

3 2112 山﨑 玲士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 新潟県 中郷小学校 00:09:52

4 2096 駒村 隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小 00:09:58

5 2092 岡田 大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:09:58

6 2093 岡村 颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:09:59

7 2099 鈴木 士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小 00:10:00

8 2104 野島 将夫 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ 長野県 安曇野かけっこクラブ 00:10:01

9 2109 三橋 大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校 00:10:13

10 2137 服部 真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 00:10:24

11 2110 八井澤 陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校 00:10:58

12 2107 松澤 和壱 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 長野県 小谷小 00:11:10

13 2111 山口 渡史樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 長野県 山ノ内東小 00:11:27

14 2098 佐藤 和貴 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 埼玉県 00:11:46

15 2103 児野 幹 ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ 長野県 豊科南小 00:11:48

16 2102 田嶋 櫻雅 ﾀｼﾞﾏ ｵｳｶﾞ 静岡県 向笠小 00:11:54

17 2097 齊藤 雄斗 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 埼玉県 吉見西ウイング 00:12:13

18 2113 山本 生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野県 木島平小学校 00:12:17

19 2101 高野 陽平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:14:09

20 2114 吉川 慶伸 ﾖｼｶﾜ ｹｲｼﾝ 長野県 00:14:16

21 2091 岩崎 唯人 ｲﾜｻｷ ﾕｲﾄ 長野県 00:14:28

22 2108 丸山 翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小 00:15:53

23 2100 瀬ノ口 尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:16:18

24 2115 レイ アイザック ﾚｲ ｱｲｻﾞｯｸ 東京都 00:22:57

5/62019.4.13 

善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

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 2120 菊地 遥奈 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 長野県 真田クラブ 00:10:41

2 2131 山田 桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校 00:11:02

3 2133 山本 萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校 00:11:20

4 2118 岡田 七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小 00:11:27

5 2116 石川 優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校 00:11:29

6 2123 小山 彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小 00:11:29

7 2122 小林 寧音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ 長野県 戸狩小学校 00:11:40

8 2126 松下 和千 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾁ 群馬県 00:11:54

9 2121 清沢 好 ｷﾖｻﾜ ｺﾉﾐ 長野県 山形小学校 00:11:58

10 2132 山田 優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小 00:11:59

11 2125 星野 早月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 長野県 戸狩小 00:12:05

12 2124 高原 紅葉 ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ 長野県 白馬北小学校 00:12:26

13 2117 太田 璃子 ｵｵﾀ ﾘｺ 長野県 00:12:28

14 2119 金児 ゆず ｶﾈｺ ﾕｽﾞ 長野県 00:15:32
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善光寺ラウンドトレイル
RESULT　【キッズ小学生】

小学生５・６年女子


