
第６回トヨタの森トレイルランレース 【小学3・4年】

【小学３年生男子】

表彰区分 順 No. 氏 名 ふりがな 性 居住地 記 録 所属

小学３年生男子 1 313 歳桃 奏太郎 サイトウ ソウタロウ 男 名古屋市 11:15

小学３年生男子 2 314 藤井 孝太 フジイ コウタ 男 刈谷市 11:45 住吉小学校

小学３年生男子 3 310 丹羽 歩夢 ニワ アユム 男 豊田市 11:52 ＳＴ

小学３年生男子 4 308 牧寄 カバリエテ マキヨリ カバリエテ 男 豊明市 12:00

小学３年生男子 5 302 飯室 陸 イイムロ リク 男 富山県 12:03 能町小学校

小学３年生男子 6 305 川崎 陽真 カワサキ ハルマ 男 知立市 12:18 ＳＴ

小学３年生男子 7 307 林 奏佑 ハヤシ ソウスケ 男 愛西市 12:52

小学３年生男子 8 312 加藤 真輝 カトウ マキ 男 豊明市 12:52

小学３年生男子 9 301 三浦 佑眞 ミウラ ユウマ 男 豊田市 12:54

小学３年生男子 10 303 松尾 拓海 マツオ タクミ 男 西尾市 13:16 西尾小学校

小学３年生男子 11 306 遠藤 春斗 エンドウ ハルト 男 豊明市 13:28

小学３年生男子 12 304 藤井 友我 フジイ ユウガ 男 名古屋市 13:29 名古屋市立稲生小学校

小学３年生男子 13 316 澤田 岳青 サワダ タケハル 男 尾張旭市 14:23 本地が原小学校

小学３年生男子 14 311 尾崎 大地 オザキ ダイチ 男 豊田市 15:10 東保見小学校

小学３年生男子 15 309 水谷 文穗 ミズタニ ミズホ 男 一宮市 18:01 三条小

小学３年生男子 DNS 315 千賀 源生 センガ ゲンキ 男 愛西市 愛西市立永和小学校

【小学３年生女子】

表彰区分 順 No. 氏 名 ふりがな 性 居住地 記 録 所属

小学３年生女子 1 364 荒木 若菜 アラキ ワカナ 女 東海市 11:50 名和小学校

小学３年生女子 2 363 工藤 愛桜 クドウ マイミ 女 阿久比町 12:37

小学３年生女子 3 357 犬塚 美桜 イヌヅカ ミオ 女 岡崎市 12:49 ＳＴ

小学３年生女子 4 365 渡邉 ひな ワタナベ ヒナ 女 一宮市 12:53 大和西小学校

小学３年生女子 5 358 今枝 瞳 イマエダ ヒトミ 女 西尾市 13:00

小学３年生女子 6 352 天明 紗友里 テンメイ サユリ 女 名古屋市 13:27

小学３年生女子 7 353 小島 優希 コジマ ユウキ 女 豊田市 14:28

小学３年生女子 8 361 谷山 穂果 タニヤマ ホノカ 女 岐阜県 14:50

小学３年生女子 9 351 中村 美南 ナカムラ ミナミ 女 名古屋市 14:53

小学３年生女子 10 355 森 朱理 モリ アカリ 女 日進市 15:01

小学３年生女子 11 354 小島 瑞稀 コジマ ミズキ 女 豊田市 15:15

小学３年生女子 12 356 伊藤 麻緒 イトウ マオ 女 北名古屋市 15:29

小学３年生女子 13 360 山田 葉月 ヤマダ ハヅキ 女 名古屋市 15:34

小学３年生女子 DNS 359 筒 莉乃杏 ツツ リノア 女 豊田市 美山小学校

小学３年生女子 DNS 362 児島 佳苗 コジマ カナエ 女 名古屋市

【小学４年生男子】

表彰区分 順 No. 氏 名 ふりがな 性 居住地 記 録 所属

小学４年生男子 1 406 太田 歩夢 オオタ アユム 男 岡崎市 11:21 ＳＴ

小学４年生男子 2 414 竹内 蓮 タケウチ レン 男 豊田市 11:43 カレント

小学４年生男子 3 404 田中 陽都 タナカ アキト 男 豊明市 11:45

小学４年生男子 4 402 鈴木 禄章 スズキ ヨシアキ 男 豊明市 11:50

小学４年生男子 5 410 杉浦 友悟 スギウラ ユウゴ 男 岡崎市 11:57 根石小学校

小学４年生男子 6 401 田川 勇志郎 タガワ ユウシロウ 男 東京都 12:03 ＴＥＡＭ不破

小学４年生男子 7 409 長縄 孝清 ナガナワ コウセイ 男 豊田市 12:13

小学４年生男子 8 408 池田 晴 イケダ テル 男 春日井市 12:38 押沢台小学校

小学４年生男子 9 413 高木 亮太 タカギ リョウタ 男 岐阜県 12:48 鶉小学校

小学４年生男子 10 405 足立 拡都 アダチ ヒロト 男 岡崎市 13:20 ＳＱＵＡＤＴＡＫＵＹＡ

小学４年生男子 11 407 片岡 颯馬 カタオカ ソウマ 男 豊田市 13:26

小学４年生男子 12 412 香取 駿汰 カトリ シュンタ 男 津島市 13:28 津島東小学校

小学４年生男子 13 415 山田 真生流 ヤマダ マイル 男 名古屋市 14:10

小学４年生男子 14 403 杉本 凛太朗 スギモト リンタロウ 男 豊明市 19:57

小学４年生男子 DNF 411 松本 正悟 マツモト ショウゴ 男 一宮市 丹陽小学校

【小学４年生女子】

表彰区分 順 No. 氏 名 ふりがな 性 居住地 記 録 所属

小学４年生女子 1 455 市川 心々音 イチカワ ココネ 女 西尾市 11:21 一色東部小学校

小学４年生女子 2 454 松本 紗直 マツモト サナ 女 長久手市 12:25 長久手小

小学４年生女子 3 452 大上 結禾 オオウエ ユカ 女 扶桑町 15:05

小学４年生女子 4 451 矢野 実織 ヤノ ミオリ 女 瀬戸市 15:26

小学４年生女子 DNS 453 平松 法子 ヒラマツ ノリコ 女 三重県


