
小学生1・２年男子　約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 2006 佐藤　悠月 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ 愛知県 さくら小学校 00:05:27

2 2008 田畑　修平 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 長野県 00:05:28

3 2010 戸部　菖之介 ﾄﾍﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 群馬県 トベリンズ 00:05:30

4 2009 茅野　夢生 ﾁﾉ ﾕｳｷ 長野県 00:05:53

5 2005 坂本　祥吾 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 静岡県 とーかいれーしんぐ 00:05:53

6 2001 新井　結李 ｱﾗｲ ﾕｳﾘ 長野県 赤穂東小学校 00:05:58

7 2012 林　優汰 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 長野県 まらくら 00:06:24

8 2011 野池　成 ﾉｲｹ ﾅﾙ 長野県 00:06:54

9 2015 山本　凌聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 長野県 木島小 00:06:59

10 2003 大口　直 ｵｵｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 長野県 木島小学校 00:07:04

11 2004 齊藤　輝 ｻｲﾄｳ ｺｳ 長野県 00:07:15

12 2002 井上　陽大郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾀﾛｳ 長野県 佐久穂小学校 00:07:17

13 2016 吉澤　瑛 ﾖｼｻﾞﾜ ｴｲ 長野県 戸倉小学校 00:07:23

14 2007 滝澤　幸輝 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 長野県 ＫＳＲＣ 00:07:39

15 2014 山本　夏向 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ 長野県 山ノ内西小学校 00:09:42

16 2013 山内　健太郎 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 西梶ケ谷小学校 00:09:48

1/6 

RESULT　【キッズ小学生】

2021.4.10 
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小学生1・２年女子　約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 2024 田口　夏稀 ﾀｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 埼玉県 小針北小学校 00:05:04

2 2027 萩原　理央 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｵ 長野県 くらぶ鬼島 00:06:05

3 2020 北村　桃子 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 愛知県 00:06:38

4 2022 清水　由布 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 神奈川県 南台小学校 00:06:49

5 2019 岡田　マリア ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｱ 群馬県 吉岡町明治小学校 00:07:19

6 2025 永田　愛莉 ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ 長野県 00:07:30

7 2028 松澤　多希 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｷ 長野県 大町西小 00:07:40

8 2018 高野　絵音 ﾀｶﾉ ｴﾝﾈ 長野県 00:07:43

9 2023 高橋　結月 ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 長野県 00:08:02

10 2021 小林　千夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:08:03

11 2017 北澤　笑里 ｷﾀｻﾞﾜ ｴﾐﾘ 長野県 北信ファーム 00:10:16
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小学生３・４年男子　約3km
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 2030 伊賀　優斗 ｲｶﾞ ﾕｳﾄ 長野県 木島小学校 00:14:24

2 2049 松澤　大和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野県 小谷小学校 00:14:50

3 2036 黒田　啓太 ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ 長野県 大町北小学校 00:15:00

4 2041 佐藤　朋輝 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 愛知県 さくら小学校 00:15:04

5 2047 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:15:11

6 2034 亀井　陽向 ｶﾒｲ ﾋﾅﾀ 新潟県 新井中央小学校 00:15:15

7 2037 郷原　麟太郎 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 神奈川県 00:15:16

8 2033 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:15:17

9 2038 小林　篤生 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 富山県 00:15:25

10 2046 萩原　和真 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 長野県 くらぶ鬼島 00:15:28

11 2048 廣田　颯 ﾋﾛﾀ ｿｳ 長野県 00:15:29

12 2043 高橋　陽斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 常盤小学校 00:15:30

13 2045 永田　城也 ﾅｶﾞﾀ ｾｲﾔ 長野県 00:16:05

14 2040 坂本　康平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 静岡県 とーかいれーしんぐ 00:16:06

15 2044 富井　陽友 ﾄﾐｲ ﾊﾙﾄ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:38

16 2042 高野　円蔵 ﾀｶﾉ ｴﾝｿﾞ 長野県 飯山小学校　ＲＴＣ 00:17:13

17 2035 岸本　作 ｷｼﾓﾄ ｻｸ 長野県 00:17:32

18 2051 山本　夏偉 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲ 長野県 山ノ内西小学校 00:17:59

19 2050 水野　奏汰 ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ 長野県 常盤小学校 00:18:53

20 2039 小林　龍介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:19:36

21 2031 上野　天平 ｳﾜﾉ ﾃﾝﾍﾟｲ 静岡県 00:20:28

22 2032 大熊　隆仁 ｵｵｸﾏ ﾘｭｳｼﾞ 長野県 常盤小学校 00:21:07
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小学生３・４年女子　約3km
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 2055 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:15:05

2 2062 町田　彩羽 ﾏﾁﾀﾞ ｻﾜ 埼玉県 00:15:27

3 2057 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高高原南小 00:16:06

4 2056 小林　杏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝ 長野県 飯山市立戸狩小学校 00:17:13

5 2058 助田　宇多埜 ｽｹﾀﾞ ｳﾀﾉ 石川県 00:17:15

6 2054 岡田　美璃 ｵｶﾀﾞ ﾐﾘ 新潟県 妙高高原南小学校 00:17:42

7 2060 関　紘沙 ｾｷ ﾋﾛｻ 長野県 真田クラブ 00:17:51

8 2059 助田　耀徠乃 ｽｹﾀﾞ ﾃﾗﾉ 石川県 00:18:10

9 2052 川瀬　叶実 ｶﾜｾ ｶﾅﾐ 長野県 00:19:41

10 2053 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:22:36
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小学生５・６年男子　約3km
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 2080 町田　満敬 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 埼玉県 00:13:19

2 2066 亀井　瑛人 ｶﾒｲ ｴｲﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:13:31

3 2064 新井　結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 駒ヶ根中沢ＲＣ 00:13:36

4 2075 富田　流石 ﾄﾐﾀ ｻｽｶﾞ 京都府 ＴＥＡＭＳＫＹ京都 00:14:07

5 2082 丸山　航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 長野県 山形小学校 00:14:15

6 2081 町田　満宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 埼玉県 00:14:27

7 2063 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県 山ノ内西小学校 00:14:37

8 2085 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小 00:14:58

9 2083 三ッ井　悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:15:40

10 2084 山本　夏芽 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾒ 長野県 山ノ内西小学校 00:15:46

11 2065 勝家　太河 ｶﾂﾔ ﾀｲｶﾞ 長野県 00:15:47

12 2073 清水　翔真 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾏ 長野県 山王小学校 00:15:57

13 2071 齊藤　優大 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 長野県 00:16:17

14 2070 小林　奏太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:32

15 2069 小林　蒼介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:37

16 2067 川口　陽友 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾕｳ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:16:41

17 2078 半田　悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 00:16:51

18 2079 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:17:40

19 2074 杉本　晋太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 長野県 00:17:57

20 2077 永田　凛斗 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝﾄ 長野県 00:20:17
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RESULT　【キッズ小学生】



小学生５・６年女子　約3km
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 2096 田口　倖菜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾅ 埼玉県 小針北小学校 00:13:37

2 2100 富田　えこ ﾄﾐﾀ ｴｺ 京都府 ＴＥＡＭＳＫＹ京都 00:14:02

3 2089 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:14:39

4 2097 田中　希果 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 長野県 常盤小学校 00:14:56

5 2093 後藤　ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:15:09

6 2092 清沢　実紀 ｷﾖｻﾜ ﾐﾉﾘ 長野県 山形小学校 00:15:15

7 2094 相楽　夏葉 ｻｶﾞﾗ ﾅﾉﾊ 新潟県 妙高高原南 00:16:11

8 2087 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小学校 00:16:12

9 2103 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:16:19

10 2086 服部　心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 長野県 00:16:39

11 2095 助田　阿優來 ｽｹﾀﾞ ｱｳﾗ 石川県 00:17:07

12 2091 北村　哩梨 ｷﾀﾑﾗ ﾘﾘ 愛知県 00:17:11

13 2098 千坂　芽良 ﾁｻｶ ﾒｲ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:17:25

14 2090 岸本　あずさ ｷｼﾓﾄ ｱｽﾞｻ 長野県 00:17:26

15 2099 戸部　陽芽花 ﾄﾍﾞ ﾋﾒｶ 群馬県 トベリンズ 00:20:05

16 2102 野池　花 ﾉｲｹ ﾊﾅ 長野県 00:20:27

17 2101 中澤　ありす ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾘｽ 長野県 00:40:59
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