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ゴール
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1 813 橋本　岳音 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 長野県 白馬北小学校  0:05:30

2 811 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県  0:05:38

3 812 永井　謙伍 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 長野県  0:05:58

4 801 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県 山ノ内西小  0:06:07

5 804 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:06:19

6 803 大貫　舜 ｵｵﾇｷ ｼｭﾝ 群馬県 鳥之郷小学校  0:06:21

7 805 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:06:35

8 808 斉藤　圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校  0:06:35

9 815 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県 浅川小学校  0:06:50

10 806 越田　嘉希 ｺｼﾀﾞ ﾖｼｷ 石川県  0:06:54

11 814 半田　悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 鍋屋田小学校  0:06:59

12 819 宮下　幸大 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 新潟県 妙高高原南小  0:07:08

13 820 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校  0:07:15

14 816 古海　慶依 ﾌﾙﾐ ｹｲ 長野県 鍋屋田小学校  0:07:30

15 807 小松　柚陽 ｺﾏﾂ ﾕｽﾞﾔ 長野県  0:07:30

16 802 大草　陽翔 ｵｵｸｻ ﾊﾙﾄ 長野県  0:07:45

17 817 本間　旭 ﾎﾝﾏ ｱｻﾋ 新潟県  0:07:46

18 818 松沢　迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県  0:08:17
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1 826 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校  0:05:59

2 825 上沢　亜湖 ｶﾐｻﾜ ｱｺ 長野県 若穂ＲＣＪｒ  0:06:22

3 823 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小  0:06:23

4 828 後藤　真央 ｺﾞﾄｳ ﾏｵ 新潟県 亀田東小学校  0:06:25

5 824 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小  0:06:41

6 822 伊野　愛奈 ｲﾉ ｱｲﾅ 新潟県 チームひまり  0:06:42

7 834 早川　夏菜子 ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ 愛知県 ダモンデ  0:07:10

8 831 鈴木　稟央 ｽｽﾞｷ ﾘｵｳ 長野県 木島平小  0:07:18

9 821 池田　咲希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 新潟県 妙高高原北小  0:07:29

10 832 寺嶋　優姫 ﾃﾗｼﾏ ﾕｷ 長野県  0:07:42

11 827 木村　芽生 ｷﾑﾗ ﾒｲ 愛知県 ＤＡＭＯＮＤＥ  0:08:03

12 833 鳥居　真凪 ﾄﾘｲ ﾏﾅ 埼玉県 青木中央小学校  0:08:18
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1 840 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:11:57

2 846 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小  0:12:26

3 850 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:12:26

4 856 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:12:38

5 858 宮下　日生 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅｾ 新潟県 妙高高原南小  0:12:45

6 841 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 城山ランナーズ  0:12:54

7 843 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小  0:13:09

8 837 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校  0:13:10

9 853 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:13:34

10 854 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:13:38

11 848 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:13:39

12 838 大貫　廉 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 群馬県 鳥之郷小学校  0:13:43

13 845 越田　嘉斗 ｺｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 石川県  0:13:43

14 839 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:13:48

15 844 岸本　莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野県  0:14:07

16 842 小川　哲平 ｵｶﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県  0:14:22

17 857 宮下　岳 ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｸ 長野県 信濃小中学校  0:14:58

18 836 池田　陽介 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小  0:15:03

19 849 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小  0:15:10

20 852 平川　耕太郎 ﾋﾗｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県  0:15:28

21 847 渋坂　隼人 ｼﾌﾞｻｶ ﾊﾔﾄ 長野県  0:17:18

22 861 霜鳥　一綺 ｼﾓﾄﾘ ｲﾂｷ 新潟県  0:18:37

23 851 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:21:37
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1 865 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小  0:13:13

2 875 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:13:25

3 873 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:13:53

4 872 山﨑　凜奏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 長野県 日野小３年  0:15:00

5 870 山﨑　庵璃 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｵﾘ 長野県 日野小４年  0:15:18

6 864 浦野　あずみ ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 長野県 中野小学校  0:15:24

7 866 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 金玉会  0:15:52

8 863 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校  0:15:54

9 867 相楽　雪衣 ｻｶﾞﾗ ﾕｲ 新潟県  0:16:00

10 860 酒井　郁実 ｻｶｲ ｲｸﾐ 長野県 青木島小学校  0:16:47

11 871 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 山ノ内西小  0:17:02

12 874 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県  0:17:23

13 862 池田　華埜 ｲｹﾀﾞ ｶﾉ 長野県 信濃小中学校  0:19:05

14 868 鳥居　美希 ﾄﾘｲ ﾐｷ 埼玉県 青木中央小学校  0:21:37

15 869 古海　璃子 ﾌﾙﾐ ﾘｺ 長野県 鍋屋田小学校  0:23:41
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1 878 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:11:44

2 894 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:12:13

3 886 滝澤　漣 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 長野県 山ノ内町南小  0:12:41

4 876 池田　惺哉 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野県 信濃小中学校  0:12:54

5 885 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:12:57

6 890 畑山　俊陽 ﾊﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 新潟県 妙高高原北小  0:13:01

7 893 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:13:35

8 879 岡田　拓歩 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾎ 長野県 小諸市東小学校  0:14:42

9 883 斉藤　伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 新潟県 新井北小学校  0:14:45

10 881 上沢　亜樹 ｶﾐｻﾜ ｱｷ 長野県 若穂ＲＣＪｒ  0:14:50

11 882 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:15:10

12 880 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小  0:15:14

13 877 伊藤　楓雅 ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 石川県 Ｔａｍｅ１１０  0:15:37

14 889 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:16:01

15 891 本間　響 ﾎﾝﾏ ﾋﾋﾞｷ 新潟県  0:16:25
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1 896 後藤　尚子 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｺ 新潟県 亀田東小学校  0:12:51

2 897 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:13:02

3 901 宮下　美幸 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高高原南小  0:13:17

4 898 橋本　夏凛 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 長野県 白馬北小学校  0:13:24

5 899 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:13:55

6 895 鴨井　理子 ｶﾓｲ ﾘｺ 新潟県 妙高高原南小  0:15:33

7 900 松澤　実夢 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 長野県 泉台小学校  0:15:43
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