
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 2004 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:05:13

2 2017 山崎　昴 ﾔﾏｻﾞｷ ｽﾊﾞﾙ 長野県 山崎家 00:05:17

3 2018 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校 00:05:18

4 2133 内藤　大地 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 山形県 00:05:27

5 2007 久保田　謙昇 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼｮｳ 石川県 第一小学校 00:05:32

6 2008 小林　琉惺 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 新潟県 ＲＵＮＢＡＫＡ 00:05:33

7 2001 石川　千歳 ｲｼｶﾜ ﾁﾄｾ 東京都 00:05:40

8 2002 井上　雄斗 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 東京都 00:05:54

9 2012 橋本　龍 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ 東京都 成城学園 00:05:56

10 2013 服部　海聖 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 長野県 泉台小学校 00:06:04

11 2005 岡村　榛馬 ｵｶﾑﾗ ﾊﾙﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:07

12 2003 浦嶋　太助 ｳﾗｼﾏ ﾀｽｹ 富山県 堀川南小学校 00:06:07

13 2135 林旺　史朗 ﾊﾔｼ ｵｳｼﾛｳ 長野県 インサイドアウトSC 00:06:09

14 2015 星野　憩 ﾎｼﾉ ｹｲ 新潟県 古城小学校 00:06:12

15 2136 田形　麻紘 ﾀｶﾞﾀ ﾏﾋﾛ 神奈川県 インサイドアウトSC 00:06:25

16 2014 服部　朔海 ﾊｯﾄﾘ ｻｸﾐ 長野県 泉台小学校 00:06:27

17 2006 木村　紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 東京都 00:06:38

18 2016 松本　蒼 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳ 神奈川県 湘南フィジオ 00:08:25
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1 2038 山崎　仁乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 長野県 木島平小 00:05:34

2 2028 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小 00:05:39

3 2026 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:05:41

4 2036 松澤　怜愛 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｱ 長野県 泉台小学校 00:05:45

5 2023 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:05:55

6 2027 小林　三希寧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾈ 長野県 00:05:57

7 2020 江口　真央 ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 新潟県 上教大附属小 00:06:21

8 2039 鷲野　ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 長野県 飯山小学校 00:06:22

9 2025 川口　眞 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝ 長野県 泉台小学校 00:06:30

10 2019 石附　幸美 ｲｼﾂﾞｷ ｺｳﾐ 富山県 庄東小学校 00:06:40

11 2033 鈴木　稟央 ｽｽﾞｷ ﾘｵｳ 長野県 木島平小 00:06:41

12 2034 関　陽茉莉 ｾｷ ﾋﾏﾘ 新潟県 00:06:48

13 2032 佐藤　瑠生 ｻﾄｳ ﾙｲ 茨城県 00:06:48

14 2022 勝山　江梨子 ｶﾂﾔﾏ ｴﾘｺ 長野県 00:07:18

15 2037 森　宝美 ﾓﾘ ﾎｳﾐ 長野県 野沢温泉小学校 00:07:23

16 2029 小山　柊花 ｺﾔﾏ ｼｭｳｶ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:07:28

17 2153 西川　凛 ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 00:07:32

18 2035 橋村　胡花 ﾊｼﾑﾗ ｺﾊﾅ 千葉県 寒風台小学校 00:07:55

19 2030 酒井　葉月 ｻｶｲ ﾊﾂﾞｷ 山形県 00:08:00

20 2021 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 宮城県 00:08:26

21 2040 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:08:26

22 2031 坂本　梓名 ｻｶﾓﾄ ｱｽﾞﾅ 富山県 00:08:38

23 2141 花房　紗良 ﾊﾅﾌｻ ｻﾗ 東京都 インサイドアウトSC 00:13:45
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1 2069 山﨑　玲士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ 新潟県 中郷小学校 00:06:06

2 2054 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小 00:06:34

3 2051 末吉　利基 ｽｴﾖｼ ﾄｼｷ 福井県 春江小学校 00:06:41

4 2061 橋本　岳音 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 長野県 白馬北小 00:06:53

5 2137 二本木　陽 ﾆﾎﾝｷﾞ ﾊﾙ 神奈川県 インサイドアウトSC 00:07:01

6 2042 新井　結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 赤穂東小学校 00:07:07

7 2065 三ッ井　悠星 ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 長野県 飯山小学校 00:07:20

8 2068 山崎　青嶺 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵﾈ 長野県 山崎家 00:07:21

9 2071 山本　生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野県 木島平小学校 00:07:26

10 2057 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県 妙高高原北小 00:07:35

11 2050 坂口　英士 ｻｶｸﾞﾁ ｴｲﾄ 大阪府 東香里小 00:08:10

12 2066 宮田　健太郎 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 梅田小学校 00:09:01

13 2062 平井　一光 ﾋﾗｲ ｲｯｺｳ 静岡県 00:09:01

14 2047 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:09:06

15 2070 山保　芯太朗 ﾔﾏﾎ ｼﾝﾀﾛｳ 新潟県 00:09:08

16 2041 天野　瑚太郎 ｱﾏﾉ ｺﾀﾛｳ 山梨県 00:09:10

17 2043 浦嶋　萩太 ｳﾗｼﾏ ｼｭｳﾀ 富山県 堀川南小学校 00:09:10

18 2048 小山　颯太 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 長野県 腰越ＪＳＣ 00:09:22

19 2063 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:09:46

20 2059 萩野　一輝 ﾊｷﾞﾉ ｲｯｷ 長野県 豊科北４の２ 00:09:46

21 2067 森加　みらい ﾓﾘｶ ﾐﾗｲ 愛知県 00:09:50

22 2045 小野澤　健斗 ｵﾉｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 神奈川県 今泉小学校 00:10:18

23 2064 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校 00:10:23

24 2140 中島　健仁 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾋﾄ 東京都 インサイドアウトSC 00:10:25

25 2049 堺井　蒼士 ｻｶｲ ｱｵｼ 富山県 00:11:10

26 2055 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:11:35

27 2060 橋村　平太 ﾊｼﾑﾗ ﾍｲﾀ 千葉県 寒風台小学校 00:11:38

28 2044 大西　晴希 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 東京都 ＤＴＲユース 00:12:12
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1 2092 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校 00:07:15

2 2074 阿部　結奈 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 長野県 木島平小学校 00:07:31

3 2076 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 木島小学校 00:07:36

4 2080 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校 00:07:40

5 2088 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:07:48

6 2081 後藤　ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:08:00

7 2078 角谷　凛 ｶｸﾀﾆ ﾘﾝ 静岡県 00:08:00

8 2087 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都 豊玉東小 00:08:48

9 2073 青木　倫乃 ｱｵｷ ﾘﾉ 長野県 泉台小学校 00:08:51

10 2075 石川　鈴子 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｺ 東京都 00:09:03

11 2090 丸山　陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県 広丘小学校 00:09:04

12 2077 荻原　咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 長野県 野沢温泉小 00:09:19

13 2086 平井　ここみ ﾋﾗｲ ｺｺﾐ 静岡県 00:09:21

14 2089 松本　はな ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 神奈川県 湘南フィジオ 00:09:23

15 2085 田中　陽椛 ﾀﾅｶ ﾊﾙｶ 静岡県 藤枝市立稲葉小 00:09:28

16 2084 佐藤　里南 ｻﾄｳ ﾘﾅ 長野県 木島平小学校 00:09:32

17 2091 向山　綾音 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾈ 長野県 00:09:51

18 2143 齋藤　叶萌 ｻｲﾄｳ ｶﾅﾐ 東京都 インサイドアウトSC 00:10:23

19 2134 田村　渡峯 ﾀﾑﾗ ﾜﾐ 東京都 00:10:27

20 2072 青木　倖乃 ｱｵｷ ｺﾉ 長野県 泉台小学校 00:10:36

21 2083 佐藤　理生 ｻﾄｳ ﾘｵ 茨城県 00:10:53

22 2145 田子　史織 ﾀｺﾞ ｼｵﾘ 東京都 インサイドアウトSC 00:11:03

23 2146 佐々木　千夏 ｻｻｷ ﾁﾅﾂ 東京都 インサイドアウトSC 00:11:16

24 2082 小林　凛音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵﾝ 新潟県 ＲＵＮＢＡＫＡ 00:11:35

25 2142 山田　美結 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ 東京都 インサイドアウトSC 00:11:57

26 2079 上沢　亜湖 ｶﾐｻﾜ ｱｺ 長野県 若穂ＲＣＪｒ 00:12:46

27 2144 林　かれん ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 長野県 インサイドアウトSC 00:13:38
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1 2102 後藤　涼祐 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小 00:06:03

2 2105 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小 00:06:03

3 2095 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:06:20

4 2116 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小 00:06:22

5 2096 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:26

6 2118 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小学校 00:06:32

7 2115 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校 00:06:37

8 2108 進藤　聖真 ｼﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:43

9 2110 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県 00:06:51

10 2106 坂詰　真吾 ｻｶﾂﾞﾒ ｼﾝｺﾞ 新潟県 長岡ＸＣスキー 00:07:00

11 2093 阿久津　知希 ｱｸﾂ ﾊﾙｷ 神奈川県 00:07:09

12 2117 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校 00:07:27

13 2094 石田　翔眞 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 新潟県 妙見ＳＣ 00:07:40

14 2114 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 00:07:44

15 2103 小林　之織 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 長野県 00:07:54

16 2138 大庭　陸人 ｵｵﾊﾞ ﾘｸﾄ 神奈川県 インサイドアウトSC 00:07:55

17 2109 田中　識寛 ﾀﾅｶ ｻﾄﾋﾛ 静岡県 藤枝市立稲葉小 00:08:00

18 2113 平井　堅紳 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾝ 静岡県 00:08:13

19 2100 小境　士道 ｺｻﾞｶｲ ｼﾄﾞｳ 長野県 戸狩小 00:08:45

20 2104 小松　海 ｺﾏﾂ ｶｲ 愛知県 00:08:48

21 2099 木内　暢浩 ｷｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県 常盤小学校 00:08:56

22 2112 東　雅宗 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾑﾈ 愛知県 草井小学校 00:09:05

23 2139 吉岡　敬祐 ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 東京都 インサイドアウトSC 00:09:23

24 2097 加藤　悠生 ｶﾄｳ ﾕｲ 愛知県 にこちゃん 00:09:24

25 2098 川口　蓮 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ 長野県 泉台小学校 00:10:28

26 2111 服部　海陸 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾛｸ 長野県 泉台小学校 00:10:28
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1 2132 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校 00:06:41

2 2124 橋本　夏凛 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 長野県 白馬北小 00:07:01

3 2130 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小 00:07:29

4 2119 石附　志野美 ｲｼﾂﾞｷ ｼﾉﾐ 富山県 庄東小学校 00:07:37

5 2128 丸山　桧依 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 秋津小学校 00:07:39

6 2125 星野　早月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 長野県 00:07:42

7 2127 松澤　実夢 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 長野県 泉台小学校 00:07:45

8 2129 向山　優菜 ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 長野県 00:07:47

9 2120 礒江　六花 ｲｿｴ ﾘｯｶ 長野県 00:07:49

10 2121 荻原　那優 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅﾕ 長野県 野沢温泉小 00:07:49

11 2122 角谷　来唯夢 ｶｸﾀﾆ ﾗｲﾑ 静岡県 00:08:41

12 2131 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 山ノ内西小 00:09:08

13 2148 笹田　富由 ｻｻﾀﾞ ﾌﾕ 東京都 インサイドアウトSC 00:09:09

14 2147 初雁　優 ﾊﾂｶﾘ ﾕｳ 東京都 インサイドアウトSC 00:09:10

15 2149 花房　由衣 ﾊﾅﾌｻ ﾕｲ 東京都 インサイドアウトSC 00:10:16
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