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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 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  0:05:21

2 2010 小山 拓久 ｺﾔﾏ ﾀｸ 愛知県  0:05:26

3 2022 丸山 航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 長野県 山形小  0:05:29

4 2004 伊藤 岳都 ｲﾄｳ ｶﾞｸﾄ 長野県 西箕輪小学校  0:05:39

5 2025 山本 湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校  0:05:51

6 2006 岩田 漸 ｲﾜﾀ ｾﾞﾝ 静岡県  0:05:56

7 2016 田畑 真司 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 長野県 岡谷田中小  0:06:00

8 2020 原 虎徹 ﾊﾗ ｺﾃﾂ 愛知県  0:06:12

9 2023 宮沢 虎太郎 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野県 南箕輪小学校  0:06:20

10 2012 鈴木 心崚 ｽｽﾞｷ ﾐﾘｮｳ 静岡県 島田第四小学校  0:06:36

11 2008 久保村 蓮恩 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｵﾝ 長野県 エムズクラブ  0:06:36

12 2017 角田 真治 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 長野県 青木島  0:06:36

13 2014 竹村 連空 ﾀｹﾑﾗ ﾚｸ 長野県 南箕輪ＦＣ  0:06:39

14 2002 池上 哲夢 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂﾑ 長野県 南箕輪小学校  0:06:52

15 2013 鷹野 峻也 ﾀｶﾉ ｼｭﾝﾔ 長野県 西箕輪小学校  0:06:57

16 2001 赤羽 大和 ｱｶﾊﾈ ﾔﾏﾄ 長野県 南箕輪小学校  0:06:57

17 2003 池迫 歩 ｲｹｻｺ ｱﾕﾑ 長野県  0:07:10

18 2026 吉澤　奏太 ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳﾀ 長野県  0:07:13

19 2007 宇留賀 千駿 ｳﾙｶﾞ ﾁﾊﾔ 長野県  0:07:16

20 2019 林 育摩 ﾊﾔｼ ｲｸﾏ 長野県  0:07:24

21 2009 古村 瑠壱 ｺﾑﾗ ﾙｲ 長野県  0:07:42

22 2024 宮澤 創士 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳｼ 長野県  0:07:43

23 2011 鈴木 伊吹 ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ 長野県  0:07:50

24 2005 井上 敢太 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 愛知県  0:08:19
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1 2030 加藤 南 ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ 長野県  0:06:03

2 2036 田畑 真子 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 長野県 岡谷田中小  0:06:15

3 2033 黒木 愛叶 ｸﾛｷ ｱｲｶ 長野県 武石小学校  0:06:26

4 2028 伊藤 未羽 ｲﾄｳ ﾐｳ 長野県  0:06:26

5 2032 窪田 実莉 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾘ 長野県  0:06:39

6 2034 小林 三希寧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾈ 長野県  0:06:53

7 2038 山田 眞菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 長野県 箕輪西  0:07:28

8 2029 小幡 萌衣亜 ｵﾊﾞﾀ ﾒｲｱ 新潟県 魚沼ＪＴＦＣ  0:07:33

9 2027 有賀 陽菜 ｱﾙｶﾞ ﾋﾅ 長野県 南箕輪小学校  0:08:20

10 2037 福島 未菜 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ 長野県 西箕輪小学校  0:08:30

11 2031 北澤 沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム  0:08:57

12 2035 白鳥 葉楓 ｼﾛﾄﾘ ﾘｲﾌ 長野県  0:09:50
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1 2081 野島 将夫 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ 長野県 安曇野かけっこクラブ  0:08:33

2 2074 髙嶋 啓矢 ﾀｶｼﾏ ｹｲﾔ 長野県 伊那小学校  0:09:01

3 2070 黒木 玲雄 ｸﾛｷ ﾚｵ 長野県 武石小学校  0:09:01

4 2058 村上 翔哉 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾔ 長野県  0:09:03

5 2066 伊藤 光稀 ｲﾄｳ ﾐﾂｷ 長野県  0:09:38

6 2052 久保村 冠太 ｸﾎﾞﾑﾗ ｶﾝﾀ 長野県  0:09:47

7 2079 田畑 泰司 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 長野県 岡谷田中小  0:09:47

8 2055 堀 奏志朗 ﾎﾘ ｿｳｼﾛｳ 長野県  0:10:07

9 2077 竹村 凌 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳ 長野県 南箕輪ＦＣ  0:10:16

10 2080 角田 聖司 ﾂﾉﾀﾞ ｾｲｼﾞ 長野県 青木島  0:10:22

11 2050 石原 颯真 ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ 長野県  0:10:27

12 2072 鈴木 希音 ｽｽﾞｷ ｷｯﾄ 長野県  0:10:31

13 2065 新井 結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 赤穂東小学校  0:10:31

14 2076 竹原 康樹 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｷ 東京都  0:10:53

15 2083 松沢 迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県  0:11:01

16 2054 穂高 蒼波 ﾎﾀｶ ｱｵﾊﾞ 長野県  0:11:08

17 2064 赤羽 大芽 ｱｶﾊﾈ ﾀｲｶﾞ 長野県 南箕輪小学校  0:11:25

18 2057 宮下 開斗 ﾐﾔｼﾀ ｶｲﾄ 長野県  0:11:33

19 2051 北澤 信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:11:50

20 2049 有賀 莉空 ｱﾙｶﾞ ﾘｸ 長野県  0:12:11

21 2053 鈴木 陽向 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 長野県  0:13:34

22 2073 瀬ノ口 尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:13:55

23 2056 宮澤 啓太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 長野県  0:15:29
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1 2044 竹原 笑子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾐｺ 東京都  0:10:24

2 2046 松澤 美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:10:24

3 2041 大掛 莉奈 ｵｵｶﾞｹ ﾘﾅ 愛知県  0:11:02

4 2043 巣山 瑞喜 ｽﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 長野県 伊那小学校  0:11:06

5 2040 大掛 柚奈 ｵｵｶﾞｹ ﾕﾅ 愛知県  0:11:22

6 2063 宮下 華凜 ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 長野県  0:11:30

7 2047 向山 綾音 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾈ 長野県  0:11:37

8 2048 山田 來 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲ 長野県 箕輪西  0:12:07

9 2061 橋本 心乃 ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾉ 長野県  0:12:08

10 2060 野沢 唯花 ﾉｻﾞﾜ ﾕｲｶ 長野県  0:12:10

11 2059 征矢 百恵 ｿﾔ ﾓﾓｴ 長野県  0:13:28

12 2045 原 しずく ﾊﾗ ｼｽﾞｸ 愛知県  0:14:03

13 2062 宮下 華暖 ﾐﾔｼﾀ ｶﾉﾝ 長野県  0:15:15

14 2042 唐澤 友菜 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 愛知県  0:15:51
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1 2085 丸山 直生 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 長野県 山形小  0:07:52

2 2084 松本 正悟 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 ＡＣ一宮  0:09:06

3 2069 黒木 勇翔 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 長野県 武石小学校  0:09:15

4 2067 伊藤 源都 ｲﾄｳ ﾐﾅﾄ 長野県 西箕輪小学校  0:09:42

5 2071 小林 之織 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 長野県  0:10:10

6 2075 竹葉 隆之介 ﾀｹﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都  0:10:48

7 2094 澤　広太郎 ｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ  0:11:51
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1 2087 小幡 莉子 ｵﾊﾞﾀ ﾘｺ 新潟県 魚沼ＪＴＦＣ  0:09:15

2 2092 松沢 意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:09:31

3 2093 向山 優菜 ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 長野県  0:09:36

4 2090 野中 桐花 ﾉﾅｶ ﾄｳｶ 長野県  0:10:51

5 2088 笠井 心晴 ｶｻｲ ｺﾊﾙ 長野県 ボーントゥラン  0:10:59

6 2089 白鳥 柊結 ｼﾛﾄﾘ ﾋﾕｲ 長野県  0:12:25

7 2086 宇留賀 映ゆ ｳﾙｶﾞ ﾊﾕ 長野県  0:12:32
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