
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

1 896 小林　唯仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 長野県 木島平小  0:17:46

2 832 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小学校  0:19:02

3 811 関　天凱 ｾｷ ﾃﾝｶﾞ 長野県  0:19:50

4 804 柿沼　洋羽 ｶｷﾇﾏ ﾖｳ 埼玉県 上尾市大石北小  0:20:03

5 819 野崎　秀太 ﾉｻﾞｷ ｼｭｳﾀ 千葉県  0:20:28

6 829 山本　蒼依 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 神奈川県  0:20:28

7 802 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:20:58

8 821 巾崎　滉太 ﾊﾊﾞｻｷ ｺｳﾀ 東京都  0:21:06

9 818 千種　漣太郎 ﾁｸﾞｻ ﾚﾝﾀﾛｳ 東京都  0:21:14

10 805 加藤　悠生 ｶﾄｳ ﾕｲ 愛知県  0:21:31

11 808 越田　嘉斗 ｺｼﾀﾞ ﾖｼﾄ 石川県 三馬小学校  0:21:43

12 816 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝小学校  0:22:06

13 820 信澤　圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 ㈱信澤組  0:23:06

14 824 俣木　雄大 ﾏﾀｷ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉県  0:24:47

15 827 森　一朝 ﾓﾘ ｲｯｻ 長野県 野沢温泉小学校  0:25:15

16 806 川崎　天太 ｶﾜｻｷ ﾃｯﾀ 東京都  0:26:27

17 815 武田　和輝 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京都  0:26:46

18 812 関口　蒼太 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 長野県 栗ガ丘小学校  0:26:47

19 813 高橋　あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 長野県  0:27:12

20 826 室野井　駿斗 ﾑﾛﾉｲ ﾊﾔﾄ 埼玉県 ジバニャン  0:29:11

21 801 池野　勇一 ｲｹﾉ ﾕｳｲﾁ 沖縄県 いとまんず  0:29:35

22 807 河本　裕磨 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ 岐阜県  0:30:03

23 822 藤田　郁 ﾌｼﾞﾀ ｲｸ 東京都 ゴーストラン  0:31:26
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1 834 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県 北川根小学校  0:14:09

2 849 佐藤　虹 ｻﾄｳ ｺｳ 長野県  0:14:50

3 837 上原　歓志 ｳｴﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 新潟県 南本町小学校  0:14:56

4 863 松澤　柊斗 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 長野県 泉台小学校  0:14:58

5 870 鷲野　彪雅 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 長野県 飯山小学校  0:15:41

6 862 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:15:50

7 839 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:16:19

8 843 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:16:20

9 845 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:16:31

10 841 岡田　拓馬 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 新潟県 矢代ＪＳＣ  0:16:32

11 869 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小  0:17:02

12 856 中島　洋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛ 東京都  0:17:05

13 842 小野沢　秀太 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 長野県 山ノ内西小学校  0:17:05

14 866 森　禀桜 ﾓﾘ ﾘｵ 長野県 木島平小学校  0:17:38

15 848 小山　桜雅 ｺﾔﾏ ｵｳｶﾞ 長野県 スーパー梅組会  0:18:02

16 859 半戸　琉哉 ﾊﾝﾄﾞ ﾘｭｳﾔ 新潟県 上郷小学校  0:18:22

17 853 田中　伯玖 ﾀﾅｶ ﾊｸ 長野県  0:18:44

18 867 山崎　広翔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 長野県 山ノ内西小  0:18:46

19 860 福村　笙 ﾌｸﾑﾗ ｼｮｳ 長野県  0:19:25

20 851 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:19:32

21 852 滝澤　漣 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 長野県 南小スキー部  0:19:40

22 864 宮下　鷹 ﾐﾔｼﾀ ﾖｳ 新潟県 矢代ＪＳＣ  0:20:10

23 855 長江　知晃 ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｱｷ 愛知県  0:20:46

24 854 土山　快 ﾂﾁﾔﾏ ｶｲ 千葉県 大洲小学校  0:22:03

25 861 藤田　崚真 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾏ 長野県  0:25:46

26 871 渡辺　幸敬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾀｶ 長野県 飯山小  0:26:58
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1 880 小林　賢二郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 長野県 飯山小学校  0:14:27

2 888 野崎　太一 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ 長野県 野沢温泉小  0:14:30

3 897 小松　廣務 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ 長野県 木島平小  0:14:41

4 889 早瀬　乃亜 ﾊﾔｾ ﾉｱ 栃木県 小山城南小  0:14:54

5 873 上原　志喜 ｳｴﾊﾗ ｼｷ 新潟県 南本町小学校  0:15:16

6 876 小野沢　泰雅 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野県 山ノ内西小学校  0:15:31

7 892 馬目　天 ﾏﾉﾒ ﾀｶｼ 山梨県 落合小学校  0:16:04

8 894 安原　渢汰 ﾔｽﾊﾗ ｿｳﾀ 新潟県 矢代ＪＳＣ  0:16:36

9 887 中島　陸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 東京都  0:16:37

10 890 福村　岳 ﾌｸﾑﾗ ｶﾞｸ 長野県  0:16:42

11 886 田邉　斎笹 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｻ 新潟県  0:16:44

12 885 竹前　星那 ﾀｹﾏｴ ｾｲﾅ 長野県 日滝小学校  0:16:44

13 879 菊谷　冬雅 ｷｸﾔ ﾄｳｶﾞ 東京都  0:17:34

14 875 岡田　瑞樹 ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 長野県 飯山小  0:18:30

15 882 勢田　柾哉 ｾﾀ ﾏｻﾔ 富山県  0:18:55
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1 817 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県  0:19:03

2 814 高橋　幸由実 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 長野県  0:19:27

3 828 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:21:08

4 809 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 ＳＵＫ  0:21:56

5 810 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 スーパー梅組会  0:26:28

6 825 宮原　愛果梨 ﾐﾔﾊﾗ ｱｶﾘ 千葉県 俣富士陸上部  0:29:06

7 803 尾形　心咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 東京都  0:31:02

8 823 古海　璃子 ﾌﾙﾐ ﾘｺ 長野県  0:31:26
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1 868 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:16:31

2 847 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 ＳＵＫ  0:18:02

3 838 臼井　絢音 ｳｽｲ ｱﾔﾈ 長野県 麻績小学校  0:19:24

4 844 川久保　涼美 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ 長野県 戸狩小学校  0:20:57

5 857 野崎　菜緒子 ﾉｻﾞｷ ﾅｵｺ 千葉県  0:24:17

6 840 尾形　咲穂 ｵｶﾞﾀ ｻｷﾎ 東京都  0:24:56

7 865 宮原　汐美 ﾐﾔﾊﾗ ｼｵﾐ 千葉県 俣富士陸上部  0:26:06

8 836 阿部　由歩 ｱﾍﾞ ﾕﾎ 北海道  0:26:25

DNF 846 河本　香蘭 ｶﾜﾓﾄ ｺｳﾗﾝ 岐阜県
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1 884 竹内　美琴 ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ 長野県  0:16:09

2 878 神永　七海 ｶﾐﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ 栃木県  0:16:38

3 881 小林　凜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 長野県  0:18:14

4 877 柿沼　雪羽 ｶｷﾇﾏ ﾕｳ 埼玉県 上尾市大石北小  0:18:51

5 883 高橋　幸桜子 ﾀｶﾊｼ ｻｵｺ 長野県  0:20:37

6 874 臼井　紫音 ｳｽｲ ｼｵﾝ 長野県 麻績小学校  0:21:24

7 891 俣木　美緒 ﾏﾀｷ ﾐｵ 千葉県  0:22:47
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