
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 1621 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:05:05

2 1629 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:05:08

3 1609 落合　大貴 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｷ 東京都 二之江第３  0:05:18

4 1607 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:05:19

5 1610 柿沼　洋羽 ｶｷﾇﾏ ﾖｳ 埼玉県 上尾大石北小学  0:05:22

6 1649 山本　蒼依 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 神奈川県  0:05:24

7 1612 越田　嘉斗 ｺｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 石川県  0:05:33

8 1642 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:05:46

9 1601 雨宮　慶太 ｱﾒﾐﾔ ｹｲﾀ 石川県  0:05:52

10 1605 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校  0:06:01

11 1636 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:06:04

12 1640 森　一朝 ﾓﾘ ｲｯｻ 長野県 野沢温泉小学校  0:06:17

13 1644 保田　知輝 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 千葉県  0:06:36

14 1631 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県  0:06:42

15 1620 清水　堅太 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 東京都  0:06:46

16 1638 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:06:54

17 1652 米田　一誠 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 京都府  0:07:02

18 1623 高橋　あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 長野県 秋津小学校  0:07:04

19 1632 藤田　郁 ﾌｼﾞﾀ ｲｸ 東京都 幽霊走者  0:07:10

20 1624 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 神奈川県  0:07:11

21 1626 内藤　豪茂 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼｹﾞ 東京都  0:07:27

22 1615 五味川　颯太 ｺﾞﾐｶﾜ ｿｳﾀ 東京都 ＨＨＨＷ  0:07:32

23 1622 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:07:35

24 1608 小川　隼橙 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝﾄ 長野県 高森南小学校  0:07:44

25 1611 河本　裕磨 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ 岐阜県  0:08:20

26 1643 八重樫　双葉 ﾔｴｶﾞｼ ﾌﾀﾊﾞ 東京都  0:08:26

27 1604 今井　良颯 ｲﾏｲ ﾐﾊﾔ 神奈川県 走るそよ風  0:08:30

28 1619 阪口　凌太 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 三重県  0:08:31

29 1651 吉川　漱馬 ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ 神奈川県  0:08:45
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1 1650 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:04:55

2 1613 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 えすゆうけい  0:05:23

3 1647 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:05:32

4 1641 森　美心 ﾓﾘ ﾐｺ 長野県  0:05:51

5 1645 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:05:58

6 1646 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 山ノ内西小  0:06:07

7 1616 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 スーパー梅組会  0:06:12

8 1653 米田　桜 ﾖﾈﾀﾞ ｻｸﾗ 京都府  0:06:35

9 1628 長谷部　理美 ﾊｾﾍﾞ ﾘﾐ 神奈川県 長谷部家  0:06:54

10 1648 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:07:05

11 1617 酒井　沙久弥 ｻｶｲ ｻｸﾔ 愛知県 大口北小  0:07:38

12 1618 阪口　結菜 ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾅ 三重県  0:07:40

13 1633 古海　璃子 ﾌﾙﾐ ﾘｺ 長野県 鍋屋田小学校  0:07:54

14 1637 松本　はな ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 神奈川県  0:07:56

15 1627 中沢　和奏 ﾅｶｻﾞﾜ ﾜｶﾅ 茨城県  0:07:57

16 1634 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  0:08:00

17 1639 宮下　遥 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｶ 長野県  0:08:05

18 1614 小林　紗希 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ 埼玉県  0:08:21
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1 1660 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:13:28

2 1664 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:13:34

3 1707 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:14:14

4 1703 森　禀桜 ﾓﾘ ﾘｵ 長野県  0:14:15

5 1701 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:14:32

6 1704 矢嶋　大梧 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 群馬県 原町小学校  0:14:32

7 1686 長江　知晃 ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｱｷ 愛知県  0:14:36

8 1678 進藤　聖真 ｼﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 長野県 飯山小  0:15:03

9 1684 谷川　航太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群馬県 アラマキッズ  0:15:14

10 1677 嶋田　大輝 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野県 科野小クロス  0:15:21

11 1679 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:15:28

12 1666 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小  0:15:47

13 1699 松本　爽吾 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｺﾞ 長野県 田中小学校  0:15:52

14 1672 小山　桜雅 ｺﾔﾏ ｵｳｶﾞ 長野県 スーパー梅組会  0:15:53

15 1692 長谷部　龍明 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳﾒｲ 神奈川県 長谷部家  0:16:00

16 1696 平野　月 ﾋﾗﾉ ﾗｲﾄ 長野県 常盤小  0:16:31

17 1687 信澤　圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:16:39

18 1702 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:16:42

19 1663 小野沢　秀太 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 長野県 山ノ内西小学校  0:17:00

20 1657 伊東　虹心朗 ｲﾄｳ ｺｳｼﾛｳ 千葉県 ＳＡＫＵＲＡ  0:17:08

21 1709 渡辺　幸敬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾀｶ 長野県 飯山小  0:17:32

22 1661 小川　蒼太 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 長野県 高森南小学校  0:17:35

23 1676 島　悠杏 ｼﾏ ﾕｱﾝ 富山県 ふくだ接骨院  0:17:36

24 1671 小林　唯仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 長野県 木島平小  0:17:49

25 1662 小野　玲央 ｵﾉ ﾚｵ 神奈川県  0:18:05

26 1693 畑　勇希 ﾊﾀ ﾕｳｷ 静岡県 あさまＤＲＣ  0:18:05

27 1690 長谷川　優人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 群馬県  0:18:21

28 1681 武田　結 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 長野県 中野小学校  0:19:05

29 1674 坂中　太輝 ｻｶﾅｶ ﾀｲｷ 京都府  0:19:33

30 1682 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 かいくん  0:19:47

31 1691 長谷川　諒 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 群馬県  0:21:35

32 1689 長谷川　健 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ 群馬県  0:21:35

33 1665 加藤　悠生 ｶﾄｳ ﾕｲ 愛知県  0:22:13

ＤＮＦ 1685 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校 　

ＤＮＦ 1705 保田　晴信 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 千葉県 　
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ゴール
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1 1706 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:13:36

2 1669 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 えすゆうけい  0:15:38

3 1683 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:16:02

4 1695 林　侑希子 ﾊﾔｼ ﾕｷｺ 東京都 はやし整骨院  0:16:15

5 1688 信澤　瑠俐 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾙﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:16:31

6 1655 石井　花 ｲｼｲ ﾊﾅ 東京都 石井道場  0:16:51

7 1694 林　佑衣 ﾊﾔｼ ﾕｲ 東京都 はやし整骨院  0:17:00

8 1673 酒井　沙帆菜 ｻｶｲ ｻﾎﾅ 愛知県 大口北小  0:17:27

9 1700 松本　葉那 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 東京都  0:17:57

10 1670 小林　鈴々 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 長野県 科野小クロス  0:18:04

11 1698 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県 白馬北小  0:19:10

12 1668 五位野　暖 ｺﾞｲﾉ ﾉﾝ 神奈川県  0:19:52

13 1658 太田　柚月 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 長野県 木島小学校  0:19:58

14 1667 小泉　凛佳 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝｶ 千葉県  0:23:46
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1 1754 宮竹　利史哉 ﾐﾔﾀｹ ﾄｼﾔ 埼玉県 立野小学校  0:12:32

2 1732 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 群馬県 かたしなＲＣ  0:12:32

3 1714 上原　志喜 ｳｴﾊﾗ ｼｷ 新潟県 南本町小学校  0:13:13

4 1710 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県  0:13:17

5 1749 松澤　柊斗 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 長野県 泉台小学校  0:13:39

6 1713 上原　歓志 ｳｴﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 新潟県 南本町小学校  0:13:58

7 1715 梅北　琉成 ｳﾒｷﾀ ﾙﾅ 新潟県 豊原小学校  0:14:02

8 1716 近江　仁之介 ｵｳﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ 京都府 京都市嵐山東小  0:14:08

9 1718 小野沢　泰雅 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野県 山ノ内西小学校  0:14:08

10 1742 中野　紘杜 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 新潟県 豊原小学校  0:15:17

11 1724 小林　拓海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野県 木島小学校  0:15:17

12 1747 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:15:21

13 1723 小林　大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾞｭ 東京都  0:15:23

14 1737 竹前　星那 ﾀｹﾏｴ ｾｲﾅ 長野県 かいくん  0:15:33

15 1739 田邉　斎笹 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｻ 新潟県 妙高小学校  0:15:50

16 1756 山崎　桜翠 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｳｽｲ 長野県 山ノ内西小  0:16:35

17 1738 田中　伯玖 ﾀﾅｶ ﾊｸ 長野県  0:16:43

18 1730 鈴木　鴻明 ｽｽﾞｷ ｺｳﾒｲ 愛知県  0:16:55

19 1760 渡邊　雄亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 長野県 科野小クロス  0:18:23

20 1736 武田　陽 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳ 長野県 中野小学校  0:18:43

21 1711 石井　天 ｲｼｲ ﾃﾝ 東京都 石井道場  0:20:07

22 1721 五位野　詠 ｺﾞｲﾉ ｳﾀ 神奈川県  0:20:42

23 1741 手塚　雄大 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 新潟県 妙高小学校  0:21:05

24 1745 藤田　崚真 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 長野県  0:22:08

25 1753 南田　幸志 ﾐﾅﾐﾀﾞ ｺｳｼ 富山県 ＴＯＧＡ天空  0:22:13
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1 1735 竹内　美琴 ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ 長野県 木島平小学校  0:13:34

2 1734 高橋　夢果 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 長野県 木島平小学校  0:14:32

3 1712 石田　明莉 ｲｼﾀﾞ ｱｶﾘ 京都府 養徳小学校  0:14:58

4 1719 小野塚　優月 ｵﾉﾂﾞｶ ﾕﾂﾞｷ 新潟県 津南小学校  0:15:48

5 1752 丸山　夏乃 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 長野県 常盤小学校  0:16:11

6 1759 山本　愛華 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野県 木島小学校  0:16:19

7 1755 山川　あんり ﾔﾏｶﾜ ｱﾝﾘ 新潟県  0:16:41

8 1746 保科　遥香 ﾎｼﾅ ﾊﾙｶ 長野県 ＦＧハルマ  0:16:43

9 1744 畑　日花里 ﾊﾀ ﾋｶﾘ 静岡県 あさまＤＲＣ  0:16:43

10 1728 城岸　栄利花 ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ｴﾘｶ 富山県 利賀小学校  0:16:58

11 1751 丸山　あい ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ 新潟県 豊原小学校  0:17:08

12 1729 城岸　美千花 ｼﾞｮｳｶﾞﾝ ﾐﾁｶ 富山県 利賀小学校  0:17:46

13 1726 酒井　沙矢音 ｻｶｲ ｻﾔﾈ 愛知県 大口北小  0:20:17

14 1720 清原　愛琴 ｷﾖﾊﾗ ﾏｺﾄ 長野県 そふとくりーむ  0:20:42

15 1748 俣木　美緒 ﾏﾀｷ ﾐｵ 千葉県 俣富士陸上部  0:21:09

16 1740 月岡　麗奈 ﾂｷｵｶ ﾗﾅ 長野県 飯山小  0:21:15

17 1758 山下　鈴音 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ 神奈川県 そふとくりーむ  0:21:31


