
ゼッケン 氏名 カナ 性別 カテゴリ 所属

3001 新 悠 アタラシ ハル 男性 小学1・2年 チームマーカス

3002 池田 陽士 イケダ ハルト 男性 小学1・2年 信濃小中学校

3003 小林 悠晴 コバヤシ ユウセイ 男性 小学1・2年 中野小学校

3004 佐藤 悠月 サトウ ハルキ 男性 小学1・2年 さくら小学校

3005 中根 攻 ナカネ オサム 男性 小学1・2年

3006 林 優汰 ハヤシ ユウタ 男性 小学1・2年 まらくら

3007 原 快斗 ハラ カイト 男性 小学1・2年 洗馬小学校

3008 松田 彬丈 マツダ アキヒロ 男性 小学1・2年

3009 松田 悠也 マツダ ハルヤ 男性 小学1・2年

3010 丸山 結舞 マルヤマ ユウマ 男性 小学1・2年 農家

3011 山田 爽野 ヤマダ ソウヤ 男性 小学1・2年 白馬北小学校

3012 山本 夏向 ヤマモト カナタ 男性 小学1・2年 山ノ内西

3013 山本 凌聖 ヤマモト リョウセイ 男性 小学1・2年

3014 横山 萌七 ヨコヤマ モナ 男性 小学1・2年

3015 岡崎 縁 オカザキ ユカリ 女性 小学1・2年

3016 岡田 マリア オカダ マリア 女性 小学1・2年 吉岡町明治小学校

3017 小田切 柑奈 オタギリ カンナ 女性 小学1・2年 戸狩小学校

3018 勝田 有美 カツダ ユミ 女性 小学1・2年

3019 川口 真緒 カワグチ マオ 女性 小学1・2年 塩尻西小学校

3020 北澤 笑里 キタザワ エミリ 女性 小学1・2年 北信ファーム

3021 小境 栞和 コザカイ カンナ 女性 小学1・2年 戸狩小

3022 小林 千夏 コバヤシ チナツ 女性 小学1・2年 ムーバーガーメッツ

3023 坂田 莉彩 サカタ リサ 女性 小学1・2年 山ノ内南小学校

3024 高橋 結月 タカハシ ユヅキ 女性 小学1・2年 常盤小学校

3025 田口 夏稀 タグチ ナツキ 女性 小学1・2年 小針北小学校

3026 萩原 理央 ハギワラ リオ 女性 小学1・2年 木島小学校

3027 伊賀 優斗 イガ ユウト 男性 小学3・4年 木島小学校

3028 大形 碧士 オオガタ アオシ 男性 小学3・4年

3029 岡崎 楽 オカザキ ガク 男性 小学3・4年

3030 岡村 榛馬 オカムラ ハルマ 男性 小学3・4年 飯山小ＲＴＣ

3031 亀井 陽向 カメイ ヒナタ 男性 小学3・4年 新井中央小

3032 岸本 作 キシモト サク 男性 小学3・4年 ＭｏｕｎｔａｉｎＡｄｄｉｃｔｓ

3033 工藤 愛斗 クドウ アイト 男性 小学3・4年 木祖小学校

3034 黒田 啓太 クロダ ケイタ 男性 小学3・4年 大町北小学校

3035 郷原 麟太郎 ゴウハラ リンタロウ 男性 小学3・4年

3036 小林 龍介 コバヤシ リュウスケ 男性 小学3・4年 そーゆーこん！

3037 佐藤 朋輝 サトウ トモキ 男性 小学3・4年 さくら小学校

3038 塩川 聡大 シオカワ ソウタ 男性 小学3・4年 泉台小学校

3039 妹尾 環 セノオ タマキ 男性 小学3・4年

3040 高橋 陽斗 タカハシ ハルト 男性 小学3・4年 常盤小学校
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3041 萩原 和真 ハギワラ カズマ 男性 小学3・4年 木島小学校

3042 橋本 龍 ハシモト リュウ 男性 小学3・4年 成城学園

3043 服部 朔海 ハットリ サクミ 男性 小学3・4年 泉台小学校

3044 半田 遥己 ハンダ ハルキ 男性 小学3・4年

3045 古谷 捺貴 フルヤ ナツキ 男性 小学3・4年 泉台小学校

3046 松澤 大和 マツザワ ヤマト 男性 小学3・4年 小谷小学校

3047 山本 絢仁 ヤマモト アヤト 男性 小学3・4年

3048 山本 夏偉 ヤマモト カイ 男性 小学3・4年 山ノ内西

3049 池田 安輝 イケダ アキ 女性 小学3・4年 信濃小中学校

3050 川口 眞 カワグチ シン 女性 小学3・4年 泉台小学校

3051 川久保 莉美 カワクボ リミ 女性 小学3・4年 戸狩小学校

3052 北澤 沙衣 キタザワ サエ 女性 小学3・4年 北信ファーム

3053 小林 杏 コバヤシ アン 女性 小学3・4年 戸狩小学校

3054 坂田 美来 サカタ ミク 女性 小学3・4年 山ノ内南小学校

3055 瀬沼 千乃 セヌマ チノ 女性 小学3・4年 十日町市立川治小学校

3056 武井 悠花 タケイ ユウカ 女性 小学3・4年 豊科南小

3057 原 たまき ハラ タマキ 女性 小学3・4年 松本市寿小学校

3058 増田 百華 マスダ モモカ 女性 小学3・4年 大宮別所小学校

3059 町田 彩羽 マチダ サワ 女性 小学3・4年

3060 望月 美伽 モチヅキ ミカ 女性 小学3・4年 山ノ内南小学校

3061 横山 萌香 ヨコヤマ モカ 女性 小学3・4年

3062 鷲野 ゆりあ ワシノ ユリア 女性 小学3・4年 飯山小ＲＴＣ

3063 青木 克仁 アオキ カツヒト 男性 小学5・6年 山ノ内西小

3064 池口 龍之介 イケグチ リュウノスケ 男性 小学5・6年 島内小学校

3065 岡崎 暖 オカザキ ダン 男性 小学5・6年

3066 亀井 瑛人 カメイ エイト 男性 小学5・6年 新井中央小

3067 小林 蒼介 コバヤシ ソウスケ 男性 小学5・6年 ムーバーガーメッツ

3068 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 男性 小学5・6年 飯山小ＲＴＣ

3069 澤田 鷹玖 サワダ タカヒサ 男性 小学5・6年 ＴＲアスリートクラブ

3070 武井 雄喜 タケイ ユウキ 男性 小学5・6年

3071 徳田 悠希 トクダ ユウキ 男性 小学5・6年 ＴＲアスリートクラブ

3072 冨田 流石 トミタ サスガ 男性 小学5・6年 チームスカイ京都

3073 中澤 侑己 ナカザワ ユウキ 男性 小学5・6年 安曇野かけっこクラブ

3074 名古路 進吾 ナコジ シンゴ 男性 小学5・6年

3075 名古路 拓真 ナコジ タクマ 男性 小学5・6年

3076 服部 海聖 ハットリ カザト 男性 小学5・6年 泉台小学校

3077 深石 新大 フカイシ アラタ 男性 小学5・6年 戸狩小学校

3078 町田 満敬 マチダ ミノリ 男性 小学5・6年

3079 町田 満宏 マチダ ミヒロ 男性 小学5・6年

3080 三ッ井 悠星 ミツイ ユウセイ 男性 小学5・6年 飯山小ＲＴＣ
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3081 山本 夏芽 ヤマモト ナツメ 男性 小学5・6年 山ノ内西

3082 山本 湧心 ヤマモト ユウシン 男性 小学5・6年

3083 池田 咲希 イケダ サキ 女性 小学5・6年 妙高高原北小

3084 池田 峯由 イケダ フユ 女性 小学5・6年 信濃小中学校

3085 岡田 雫 オカダ シズク 女性 小学5・6年 妙高高原南小学校

3086 勝田 夏妃 カツダ ナツキ 女性 小学5・6年

3087 金井 凰世 カナイ オウセ 女性 小学5・6年 山ノ内西小学校

3088 木内 絢花 キウチ アヤカ 女性 小学5・6年 常盤小学校

3089 岸本 あずさ キシモト アズサ 女性 小学5・6年 ＭｏｕｎｔａｉｎＡｄｄｉｃｔｓ

3090 相楽 夏葉 サガラ ナノハ 女性 小学5・6年 妙高高原南小

3091 下村 せりあ シモムラ セリア 女性 小学5・6年 早稲田実業学校初等部

3092 田口 倖菜 タグチ ユキナ 女性 小学5・6年 小針北小学校

3093 田中 希果 タナカ ノゾミ 女性 小学5・6年 常盤小学校

3094 冨田 えこ トミタ エコ 女性 小学5・6年 チームスカイ京都

3095 新田 愛果 ニッタ アイカ 女性 小学5・6年 ＴＲアスリートクラブ

3096 新田 夢果 ニッタ ユメカ 女性 小学5・6年 ＴＲアスリートクラブ

3097 原 楓花 ハラ フウカ 女性 小学5・6年 洗馬小学校

3098 松澤 美里 マツザワ ミサト 女性 小学5・6年 小谷小学校

3099 村井 愛佳 ムライ アイカ 女性 小学5・6年 ＴＥＡＭ⭐︎ＳＫＹ　ＫＹＯＴＯ

3100 山田 柚野 ヤマダ ユノ 女性 小学5・6年 白馬北小学校
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