
2021/5/９ 高社山バーティカルキロメーター　【小学・未就学児】

小学生1-2年男子　9:00
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 大口 直 オオクチ タダシ 木島小学校 小学生1-2年男子 0:08:45
2 大平 啓介 オオヒラ ケイスケ 木島小学校 小学生1-2年男子 0:08:57
3 山本 凌聖 ヤマモト リョウセイ 木島小 小学生1-2年男子 0:09:14
4 小林 樹生 コバヤシ イツキ 木島平小スキー部 小学生1-2年男子 0:09:21
5 山本 夏向 ヤマモト カナタ 山ノ内西小 小学生1-2年男子 0:10:44
6 浦野 健登 ウラノ ケント 木島小学校 小学生1-2年男子 0:12:05
7 岡 哉太 オカ エイタ 高社小学校 小学生1-2年男子 DNF

小学生1-2年女子　9:20
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 田口 夏稀 タグチ ナツキ 小針北小学校 小学生1-2年女子 0:06:57
2 萩原 理央 ハギワラ リオ くらぶ鬼島 小学生1-2年女子 0:08:08
3 小境 栞和 コザカイ カンナ 戸狩小学校 小学生1-2年女子 0:08:29
4 高橋 結月 タカハシ ユヅキ 常盤小学校 小学生1-2年女子 0:09:05
5 勝田 有美 カツダ ユミ 小学生1-2年女子 0:09:20
6 丸山 結絆 マルヤマ ユヅナ 広丘小学校 小学生1-2年女子 0:09:54
7 小林 千夏 コバヤシ チナツ 飯山小ＲＴＣ 小学生1-2年女子 0:11:00

小学生3-4年男子　9:40
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム
1 伊賀 優斗 イガ ユウト 木島小学校 小学生3-4年男子 0:06:36

2 吉川 銘二 ヨシカワ メイジ 小学生3-4年男子 0:06:41

3 半田 遥己 ハンダ ハルキ 小学生3-4年男子 0:06:41

4 萩原 和真 ハギワラ カズマ くらぶ鬼島 小学生3-4年男子 0:06:47

5 松澤 大和 マツザワ ヤマト 小谷屋根 小学生3-4年男子 0:06:49

6 塩川 聡大 シオカワ ソウタ 泉台小学校 小学生3-4年男子 0:06:56

7 岡村 榛馬 オカムラ ハルマ 飯山小ＲＴＣ 小学生3-4年男子 0:07:05

8 高橋 陽斗 タカハシ ハルト 常盤小学校 小学生3-4年男子 0:07:12

9 服部 朔海 ハットリ サクミ 泉台小学校XC 小学生3-4年男子 0:07:25

10 斉藤 祥真 サイトウ ショウマ 飯山小学校 小学生3-4年男子 0:07:26
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11 山室 橙矢 ヤマムロ トウヤ 泉台小 小学生3-4年男子 0:07:34

12 古谷 捺貴 フルヤ ナツキ 泉台小学校 小学生3-4年男子 0:07:36

13 齋藤 翼 サイトウ ツバサ くらぶ鬼島 小学生3-4年男子 0:07:42

14 竹内 鉄郎 タケウチ テツロウ 木島平小学校 小学生3-4年男子 0:07:54

15 山本 夏偉 ヤマモト カイ 山ノ内西小 小学生3-4年男子 0:08:00

16 小林 竜大 コバヤシ タツキ 木島平小スキー部 小学生3-4年男子 0:08:03

17 山田 遥登 ヤマダ ハルト 泉台小 小学生3-4年男子 0:08:11

18 青木 胤人 アオキ ツグヒ 泉台小 小学生3-4年男子 0:08:23

19 水野 奏汰 ミズノ ソウタ 常盤小学校 小学生3-4年男子 0:08:26

20 山本 絢仁 ヤマモト アヤト 木島小 小学生3-4年男子 0:08:42

21 大熊 隆仁 オオクマ リュウジ 小学生3-4年男子 0:08:52

22 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 飯山小ＲＴＣ 小学生3-4年男子 0:09:01

小学生3-4年女子　10:10
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 川久保 莉美 カワクボ リミ 戸狩小学校 小学生3-4年女子 0:06:44

2 松澤 怜愛 マツザワ レア 泉台小学校 小学生3-4年女子 0:06:50

3 川口 眞 カワグチ シン 泉台小学校 小学生3-4年女子 0:06:54

4 鷲野 ゆりあ ワシノ ユリア 飯山小ＲＴＣ 小学生3-4年女子 0:06:56

5 山崎 結惺 ヤマザキ マミ 小学生3-4年女子 0:07:17

6 小林 杏 コバヤシ アン 戸狩小学校 小学生3-4年女子 0:07:25

7 岡 柚子葉 オカ ユズハ 高社小学校 小学生3-4年女子 0:07:25

8 江口 凛果 エグチ リンカ 小学生3-4年女子 0:07:53

9 本山 彩葉 モトヤマ サワ 木島平小学校 小学生3-4年女子 0:08:08

10 森 あん モリ アン 木島平小学校 小学生3-4年女子 0:08:10

小学生5-6年男子 10:30
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 木島小 小学生5-6年男子 0:13:53

2 三ッ井 悠星 ミツイ ユウセイ 飯山小ＲＴＣ 小学生5-6年男子 0:14:40

3 斉藤 隆希 サイトウ リュウキ 飯山小学校 小学生5-6年男子 0:15:05

4 服部 海聖 ハットリ カザト 泉台小学校xc 小学生5-6年男子 0:15:35

5 青木 晴 アオキ ハル 常盤小学校 小学生5-6年男子 0:15:45

6 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 飯山小ＲＴＣ 小学生5-6年男子 0:15:55

7 深石 新大 フカイシ アラタ 戸狩小学校 小学生5-6年男子 0:16:05
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8 上野 琥太郎 ウエノ コタロウ 高社小学校 小学生5-6年男子 0:16:23

9 北村 友悠 キタムラ トモヒサ 小学生5-6年男子 0:19:08

DNS 石川 和歩 イシカワ カズホ 小谷小学校 小学生5-6年男子 DNS

DNS 上川 凌佑 カミカワ リョウスケ 小谷小学校 小学生5-6年男子 DNS

DNS 山本 夏芽 ヤマモト ナツメ 山ノ内西小 小学生5-6年男子 DNS

小学生5-6年女子 11:00
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 田口 倖菜 タグチ ユキナ 小針北小学校 小学生5-6年女子 0:13:10

2 山崎 仁乃 ヤマザキ ニノ 小学生5-6年女子 0:13:46

3 木内 絢花 キウチ アヤカ 常盤小学校 小学生5-6年女子 0:14:02

4 金井 凰世 カナイ オウセ 山ノ内西小 小学生5-6年女子 0:14:06

5 田中 希果 タナカ ノゾミ 常盤小学校 小学生5-6年女子 0:14:43

6 齊藤 里莉奈 サイトウ リリナ 泉台小学校 小学生5-6年女子 0:15:17

7 大平 恵愛 オオヒラ メイ 木島小学校 小学生5-6年女子 0:15:29

8 松澤 美里 マツザワ ミサト 小谷村屋根 小学生5-6年女子 0:15:38

9 荻原 咲良 オギワラ サラ 野沢温泉小 小学生5-6年女子 0:16:01

10 青木 倫乃 アオキ リノ 泉台小 小学生5-6年女子 0:16:03

11 勝田 夏妃 カツダ ナツキ 小学生5-6年女子 0:17:05

12 青木 倖乃 アオキ コノ 泉台小 小学生5-6年女子 0:17:33

13 伊賀 優奈 イガ ユウナ 木島小学校 小学生5-6年女子 0:18:03

14 山室 果鈴 ヤマムロ カリン 泉台小 小学生5-6年女子 0:20:45

DNS 小林 陽向 コバヤシ ヒナタ 木島平小スキー部 小学生5-6年女子 DNS

未就学児 男子　11:25
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 岡村 継生 オカムラ ツグキ しろやま保育園 未就学児男子 0:03:05

2 松澤 里仁 マツザワ リヒト 小谷屋根 未就学児男子 0:03:21

3 浦野 和弥 ウラノ カズヤ 木島保育園 未就学児男子 0:05:20

未就学児 女子　11:25
順位 氏名漢字 氏名カナ 所属 カテゴリー タイム

1 青木 音 アオキ オト 未就学児女子 0:03:15

2 荻原 結陽 オギワラ ユウヒ 荻原ぶどう園 未就学児女子 0:03:21

3 荻原 愛結 オギワラ アユ 荻原ぶどう園 未就学児女子 0:03:59

4 大口 侑 オオクチ ユウ 木島保育園 未就学児女子 0:06:12
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