
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

1 817 塚田　魁士 ﾂｶﾀﾞ ｶｲｼﾞ 群馬県 よしいＡＣ  0:05:17

2 810 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:05:26

3 816 竹田　潤也 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 新潟県 小猿屋小学校  0:06:10

4 823 松岡　大治 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾁ 岐阜県 赤坂小学校  0:06:10

5 819 中村　颯介 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ 長野県 東小学校  0:06:17

6 812 高野　陽平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 長野県 治田小学校  0:06:22

7 806 栗原　大空 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸ 長野県 上山田小学校  0:06:23

8 802 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリー  0:06:24

9 803 北原　奏和 ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 長野県 伊那小学校  0:06:35

10 813 竹内　樹 ﾀｹｳﾁ ｲﾂｷ 東京都 加賀小学校  0:06:37

11 818 長井　大河 ﾅｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 長野県  0:06:39

12 814 竹内　楓 ﾀｹｳﾁ ｶｴﾃﾞ 東京都  0:06:42

13 829 山田　縁美 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ 長野県 白馬北小学校  0:06:51

14 822 増田　匠 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 長野県  0:07:04

15 831 吉澤　歩希 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾕｷ 長野県  0:07:06

16 827 丸山　遥士 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 富山県 トレイルスター  0:07:09

17 820 橋本　岳音 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 長野県 白馬北小  0:07:12

18 940 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:07:13

19 821 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県 浅川小学校  0:07:18

20 828 守家　颯人 ﾓﾘﾔ ﾊﾔﾄ 神奈川県 モリキヨマン  0:07:31

21 826 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:07:46

22 805 清瀬　翔士 ｷﾖｾ ｶｹﾙ 長野県  0:07:58

23 830 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 神奈川県  0:07:59

24 825 丸山　琥太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 長野県  0:08:06

25 824 松沢　迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県  0:08:12

26 811 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:13:15
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1 845 村越　千早 ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ 長野県 小谷小学校  0:06:10

2 840 長井　梨華 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 長野県  0:06:16

3 833 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリー  0:06:20

4 838 田畑　香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野県 城下小学校  0:06:29

5 847 渡邊　友椛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 長野県 科野小ＳＣ  0:06:29

6 836 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 長野県 常盤小学校  0:06:32

7 835 荻原　満円 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾏﾙ 新潟県  0:06:39

8 846 山﨑　凜奏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 長野県 中野日野小２年  0:06:42

9 839 塚本　雪乃 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾉ 長野県 木曽町立福島小  0:06:53

10 843 藤懸　結菜 ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾅ 長野県 ちょこ柴  0:06:56

11 837 佐藤　伊吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 長野県  0:07:34

12 834 梅北　芽吹 ｳﾒｷﾀ ﾒﾌﾞｷ 新潟県 豊原小学校  0:08:00

13 841 中村　由依 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 長野県 ＹＵＩＹＯＵ  0:08:10

14 807 小松　美樂 ｺﾏﾂ ｳﾗﾗ 長野県 屋代小学校  0:08:29

15 842 信澤　侑希 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾕｷ 群馬県 株式会社信澤組  0:08:36
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1 852 内山　遥人 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ 群馬県 アラマキッズ  0:10:32

2 857 栗原　夢生 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 長野県 上山田小学校  0:10:35

3 863 谷川　航太 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ 群馬県 アラマキッズ  0:10:38

4 854 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:10:39

5 851 伊藤　滉晟 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 長野県  0:10:41

6 879 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小学校  0:10:56

7 867 平林　祥拓 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野県 生坂小学校  0:10:59

8 859 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県  0:11:00

9 855 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 長野県 城山ランナーズ  0:11:15

10 865 平澤　空 ﾋﾗｻﾜ ｿﾗ 新潟県  0:11:32

11 874 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:11:32

12 877 山田　愛太 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 長野県 白馬北小学校  0:11:39

13 866 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:11:41

14 860 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:11:53

15 868 細井　翔馬 ﾎｿｲ ﾄｳﾏ 長野県  0:12:09

16 848 五十嵐　倭 ｲｶﾗｼ ﾔﾏﾄ 新潟県  0:12:10

17 873 水谷　悠平 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾍｲ 新潟県  0:12:19

18 876 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:12:35

19 870 松岡　空 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 岐阜県 赤坂小学校  0:12:40

20 858 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:13:36

21 856 木内　暢浩 ｷｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県 常盤小学校  0:13:46

22 862 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝小学校  0:14:06

23 880 渡邊　慧梧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 長野県 科野小ＳＣ  0:14:15

24 872 摩庭　一翔 ﾏﾆﾜ ｲﾁｶ 群馬県 アラマキッズ  0:14:28

25 850 市川　遼 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 長野県 科野小ＳＣ  0:14:31

26 869 増田　康太郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 長野県  0:14:53

27 878 山田　裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 長野県 信大付属松本  0:15:49

28 875 宮澤　奏多 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾀ 長野県  0:17:48
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1 884 坂元　唯花 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 長野県 辰野南小学校  0:10:50

2 885 中山　和南 ﾅｶﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 長野県 栗ヶ丘小学校  0:11:49

3 887 橋本　夏凛 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 長野県 白馬北小  0:12:14

4 890 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:12:43

5 891 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:12:49

6 886 中山　友楽 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾗ 長野県 栗ヶ丘小学校  0:12:59

7 888 藤懸　陽菜 ﾌｼﾞｶｹ ﾊﾙﾅ 長野県 ちょこ柴  0:14:15

8 883 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:14:17

9 895 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:14:22

10 882 小松　咲樂 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 長野県 屋代小学校  0:14:23

11 893 柳澤　陽向 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 長野県 会染小学校  0:14:29

12 892 丸山　詩 ﾏﾙﾔﾏ ｳﾀ 長野県  0:20:07

13 889 古海　璃子 ﾌﾙﾐ ﾘｺ 長野県 鍋屋田小学校  0:25:12
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1 925 鷲野　彪雅 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 長野県 飯山小学校  0:09:40

2 897 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県  0:09:45

3 901 梅北　琉成 ｳﾒｷﾀ ﾙﾅ 新潟県 豊原小学校  0:09:52

4 904 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:10:15

5 920 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:10:15

6 912 武田　寧登 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 長野県 白馬北小学校  0:10:23

7 918 浜谷　テンゴ ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 長野県 小谷小学校  0:10:26

8 910 清水　音輝 ｼﾐｽﾞ ｵﾄｷ 長野県 中野小学校  0:10:34

9 922 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:10:40

10 909 嶋田　大輝 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野県 科野小ＳＣ  0:10:42

11 917 中澤　拓斗 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 新潟県 津南  0:10:43

12 911 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:10:45

13 906 栗原　未來 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾗｲ 長野県 上山田小学校  0:10:46

14 923 村越　郁也 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 長野県 小谷小学校  0:11:10

15 921 松岡　大洋 ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ 岐阜県 赤坂小学校  0:11:21

16 905 金田　岳斗 ｶﾈﾀ ｶﾞｸﾄ 埼玉県 川口市立仲町小  0:11:33

17 919 布施　翔悟 ﾌｾ ｼｮｳｺﾞ 新潟県  0:11:59

18 902 大橋　里空 ｵｵﾊｼ ﾘｸ 岐阜県 国府小学校  0:12:09

19 926 渡邊　雄亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｰｽｹ 長野県 科野小ＳＣ  0:12:14

20 898 池田　隼人 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 長野県 科野小ＳＣ  0:12:16

21 903 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小  0:12:31

22 899 市川　慧 ｲﾁｶﾜ ｹｲ 長野県 科野小ＳＣ  0:12:58

23 924 山田　絢翔 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 長野県 信大付属松本  0:14:15
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1 938 水谷　彩奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾅ 新潟県  0:10:51

2 933 長井　彩華 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 長野県  0:11:02

3 936 平林　陽菜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 長野県 生坂小学校  0:11:13

4 928 小林　紅葉 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾚﾊ 長野県  0:12:34

5 932 高橋　みなみ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 長野県 科野小ＳＣ  0:12:46

6 934 信澤　瑠俐 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾙﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:14:03

7 937 水澤　円来 ﾐｽﾞｻﾜ ﾂﾌﾞﾗ 長野県 上松小学校  0:14:31
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