
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 1617 塚田　魁士 ﾂｶﾀﾞ ｶｲｼﾞ 群馬県 よしいＡＣ  0:04:52

2 1614 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平  0:04:52

3 1623 前田　怜和 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 長野県 白馬北小学校  0:05:11

4 1608 落合　大貴 ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｷ 東京都 二之江第三  0:05:12

5 1627 吉田　新 ﾖｼﾀﾞ ｱﾗﾀ 京都府 桂坂小学校  0:05:16

6 1601 青木　克仁 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾄ 長野県  0:05:37

7 1613 柴田　耀 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳ 東京都 大野田小学校  0:05:39

8 1620 丹生　寛大 ﾆｵ ｶﾝﾀ 神奈川県 丹生刺繍  0:05:40

9 1603 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリー  0:05:48

10 1607 岡崎　十和 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾜ 京都府  0:05:49

11 1619 中村　大葵 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 福島県 白河第二小学校  0:06:00

12 1611 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:06:13

13 1606 遠藤　雅大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 群馬県  0:06:37

14 1622 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県 浅川小学校  0:06:37

15 1625 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:06:39

16 1610 菊川　隼希 ｷｸｶﾜ ｼｭﾝｷ 神奈川県  0:06:48

17 1735 丸山　琥太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 長野県  0:06:51

18 1621 比護　淳太郎 ﾋｺﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 長野県 ＪＵＮＴＯＭＯ  0:06:52

19 1615 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:06:54

20 1616 高岡　勇気 ﾀｶｵｶ ﾕｳｷ 滋賀県  0:07:01

21 1626 宮田　健太郎 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 梅田小学校  0:07:25

22 1604 岩原　大翔 ｲﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 東京都  0:09:05

23 1602 阿部　蒼大 ｱﾍﾞ ｿｳﾀ 愛知県 平針ランナーズ  0:09:42
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1 1644 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:05:34

2 1629 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校  0:05:56

3 1640 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:05:58

4 1630 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリー  0:05:59

5 1633 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校  0:06:15

6 1628 池田　華埜 ｲｹﾀﾞ ｶﾉ 長野県 信濃小  0:06:27

7 1637 林　かれん ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県  0:06:31

8 1638 平井　ここみ ﾋﾗｲ ｺｺﾐ 静岡県  0:06:34

9 1635 田中　陽椛 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 静岡県 稲葉小学校  0:06:45

10 1688 丸山　陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県  0:06:49

11 1642 森田　さら ﾓﾘﾀ ｻﾗ 東京都  0:06:50

12 1641 松本　はな ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 神奈川県 湘南フィジオ  0:06:56

13 1639 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  0:07:03

14 1632 大上　心暖 ｵｵｳｴ ｺﾊﾙ 愛知県 ＢＩＧ・ＵＰ  0:07:18

15 1631 梅北　芽吹 ｳﾒｷﾀ ﾒﾌﾞｷ 新潟県 豊原小学校  0:07:19

16 1643 森田　ゆら ﾓﾘﾀ ﾕﾗ 東京都  0:07:30

17 1634 黒岩　詩月 ｸﾛｲﾜ ｼﾂﾞｷ 長野県 井上小学校  0:07:37
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1 1669 前田　志颯 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 長野県 白馬北小学校  0:10:52

2 1662 谷川　航太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群馬県 アラマキッズ  0:11:23

3 1672 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小学校  0:11:33

4 1655 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県  0:11:48

5 1671 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:11:50

6 1649 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:11:54

7 1650 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 城山ランナーズ  0:11:54

8 1676 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小学校  0:11:55

9 1668 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:12:11

10 1648 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:12:21

11 1666 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 飯山小学校  0:12:21

12 1670 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:13:05

13 1651 柿沼　洋羽 ｶｷﾇﾏ ﾖｳ 埼玉県 大石北小  0:13:07

14 1656 ジェシー　モーガン ｼﾞｪｼｰ ﾓｰｶﾞﾝ 埼玉県  0:13:22

15 1657 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:13:24

16 1674 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:13:39

17 1660 高谷　郁斗 ﾀｶﾀﾆ ｲｸﾄ 東京都 馬込小学校  0:14:12

18 1653 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:15:02

19 1667 平井　堅紳 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾝ 静岡県  0:15:20

20 1661 田中　識寛 ﾀﾅｶ ｻﾄﾋﾛ 静岡県 稲葉小学校  0:15:28

21 1665 橋倉　蒼依 ﾊｼｸﾗ ｱｵｲ 三重県 津田学園小学校  0:16:27

22 1652 加藤　悠生 ｶﾄｳ ﾕｲ 愛知県 にこちゃん  0:17:09

23 1675 山岡　翔 ﾔﾏｵｶ ｶｹﾙ 三重県  0:18:27

24 1646 伊藤　日向 ｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 愛知県  0:18:28

25 1645 阿部　凉大 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 平針ランナーズ  0:23:04

26 1663 中村　譲 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ 長野県  0:23:50
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1 1692 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:12:16

2 1689 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:13:08

3 1685 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:13:17

4 1686 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:13:27

5 1683 中村　夏蓮 ﾅｶﾑﾗ ｶﾚﾝ 埼玉県  0:13:40

6 1682 高橋　優菜 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ 群馬県 かたしなＲＣ  0:14:06

7 1680 川嶋　瑚子 ｶﾜｼﾏ ｺｺ 大阪府 サムライキッズ  0:14:46

8 1678 大上　結禾 ｵｵｳｴ ﾕｶ 愛知県 ＢＩＧ・ＵＰ  0:14:58

9 1687 松澤　実夢 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 長野県 泉台小学校  0:15:48

10 1690 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 果樹宴やまざき  0:15:50

11 1677 浦野　あずみ ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 長野県 中野小学校  0:16:27

12 1681 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:16:53

13 1679 大森　夏姫 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ 東京都  0:17:07

14 1691 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:17:34

15 1693 山谷　紗希 ﾔﾏﾔ ｻｷ 千葉県 俣富士陸上部  0:19:17

16 1734 丸山　詩 ﾏﾙﾔﾏ ｳﾀ 長野県  0:20:22
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1 1706 高橋　賢太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 群馬県 かたしなＲＣ  0:10:13

2 1698 浦野　太平 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 長野県 中野小学校  0:10:18

3 1699 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:10:20

4 1713 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:10:27

5 1714 松澤　柊斗 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 長野県 泉台小学校  0:10:34

6 1697 梅北　琉成 ｳﾒｷﾀ ﾙﾅ 新潟県 豊原小学校  0:10:39

7 1711 中野　紘杜 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 新潟県 豊原小学校  0:10:58

8 1712 半戸　琉哉 ﾊﾝﾄﾞ ﾘｭｳﾔ 新潟県 上郷小学校  0:11:18

9 1704 清水　音輝 ｼﾐｽﾞ ｵﾄｷ 長野県 中野小学校  0:11:23

10 1703 嶋田　大輝 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野県 科野小クロス  0:11:33

11 1718 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:11:41

12 1695 池田　惺哉 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野県 信濃小  0:11:49

13 1701 小林　拓海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野県 木島小学校  0:11:50

14 1709 徳竹　佑哉 ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾔ 長野県 山ノ内北小  0:12:21

15 1705 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:12:21

16 1707 田中　伯玖 ﾀﾅｶ ﾊｸ 長野県  0:12:37

17 1715 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:12:45

18 1700 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小  0:13:22

19 1717 山崎　桜翠 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｳｽｲ 長野県 果樹宴やまざき  0:13:49

20 1708 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:14:32

21 1710 長江　知晃 ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｱｷ 愛知県  0:14:43

22 1719 渡辺　幸敬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾀｶ 長野県 飯山小  0:15:19
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1 1732 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:11:07

2 1729 福島　紡希 ﾌｸｼﾏ ﾂﾑｷﾞ 群馬県 藤岡第二小  0:11:50

3 1727 羽入田　優華 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾕｳｶ 長野県 永田小学校  0:12:31

4 1720 青木　佑月 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 長野県 山ノ内西小学校  0:12:48

5 1728 原　彩夏 ﾊﾗ ｱﾔｶ 長野県 白馬北小  0:12:53

6 1731 宮本　恵音 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾄ 埼玉県 鶴ヶ島第一小  0:13:21

7 1733 山下　鈴音 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ 神奈川県 そふとくりーむ  0:15:18

8 1725 佐藤　笑瑠 ｻﾄｳ ｴﾙ 長野県 木島小学校  0:15:25

9 1722 太田　柚月 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 長野県 木島小学校  0:15:25

10 1730 丸山　あい ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ 新潟県 豊原小学校  0:15:37

11 1723 清原　愛琴 ｷﾖﾊﾗ ﾏｺﾄ 長野県 そふとくりーむ  0:15:38

12 1721 大上　笑未 ｵｵｳｴ ｴﾐ 愛知県 ＢＩＧ・ＵＰ  0:16:10


