
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

1 929 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県 常盤小  0:05:50

2 923 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:05:56

3 932 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:06:26

4 918 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校  0:06:29

5 916 雨宮　慶太 ｱﾒﾐﾔ ｹｲﾀ 石川県  0:06:29

6 926 竹田　潤也 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 新潟県 小猿屋小学校  0:06:34

7 928 冨沢　健太 ﾄﾐｻﾜ ｹﾝﾀ 長野県 旭ヶ丘小２年  0:06:40

8 931 丸山　遥士 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾄ 富山県 チームまるやま  0:07:16

9 917 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリ  0:07:32

10 920 河野　竜慈 ｺｳﾉ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 酒井根小  0:07:32

11 922 清水　柊輔 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｽｹ 長野県 松ヶ丘小学校  0:07:39

12 915 阿部　歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 長野県  0:07:42

13 933 山田　裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 長野県 信大附属  0:07:57

14 921 島崎　晃太朗 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 長野県 軽井沢中部小  0:08:00

15 901 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県  0:08:01

16 930 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:08:03

17 924 関口　蒼太 ｾｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 長野県 栗ケ丘  0:08:03

18 925 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 KTF Jr  0:08:03
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1 913 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:05:42

2 914 山森　湖子 ﾔﾏﾓﾘ ｺｺ 愛知県 黒笹小  0:05:54

3 903 小高　胡春 ｵﾀﾞｶ ｺﾊﾙ 愛知県 阿久比ＡＣ  0:06:14

4 912 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小スキー部  0:06:28

5 911 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:06:34

6 904 神田　恵那 ｺｳﾀﾞ ｴﾅ 京都府  0:06:39

7 908 長井　梨華 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 長野県 井上小学校  0:07:10

8 902 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリ  0:07:16

9 909 中山　友楽 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾗ 長野県 栗ガ丘小学校  0:07:19

10 905 河野　凛子 ｺｳﾉ ﾘﾝｺ 千葉県 酒井根小  0:07:51

11 906 酒井　沙久弥 ｻｶｲ ｻｸﾔ 愛知県 大口北小学校  0:08:00

12 907 佐藤　伊吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 長野県  0:08:03
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1 954 永原　颯磨 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 長野県 川中島ＪＲＣ  0:09:48

2 960 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小スキー部  0:10:34

3 958 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:10:41

4 949 栗原　夢生 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 長野県 上山田小学校  0:11:02

5 951 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:11:05

6 947 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:11:21

7 945 飯島　千太郎 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 長野県 川中島ＪＲＣ  0:11:22

8 956 平林　祥拓 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野県 生坂小学校  0:11:40

9 955 平野　月 ﾋﾗﾉ ﾗｲﾄ 長野県 常盤小  0:13:10

10 946 伊藤　楓雅 ｲﾄｳ ﾌｳｶﾞ 石川県 ＫＴＳＣ  0:13:48

11 950 神田　氷色 ｺｳﾀﾞ ﾋｲﾛ 京都府  0:13:57

12 953 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:14:00

13 952 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝小  0:14:57

14 943 朝日　伊武輝 ｱｻﾋ ｲﾌﾞｷ 長野県 屋代小学校  0:15:16

15 959 山田　絢翔 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾄ 長野県 信大附属  0:16:01
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1 942 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:10:41

2 937 長井　彩華 ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 長野県 井上小学校  0:12:12

3 938 中山　和南 ﾅｶﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 長野県 栗ガ丘小学校  0:14:08

4 940 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県 白馬北小学校  0:14:14

5 939 牧　鈴恵 ﾏｷ ｽｽﾞｴ 長野県 東小学校  0:14:46

6 934 小松　咲樂 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 長野県 屋代小学校  0:15:16

7 935 酒井　沙帆菜 ｻｶｲ ｻﾎﾅ 愛知県 大口北小学校  0:15:55

8 941 柳澤　陽向 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ 長野県 会染小学校  0:24:59
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1 976 上原　志喜 ｳｴﾊﾗ ｼｷ 新潟県 南本町小学校  0:10:04

2 975 上原　歓志 ｳｴﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 新潟県 南本町小学校  0:10:06

3 973 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県  0:10:11

4 988 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:10:19

5 991 馬目　天 ﾏﾉﾒ ﾀｶｼ 山梨県 南アルプ落合小  0:10:38

6 980 窪田　聖也 ｸﾎﾞﾀ ｾｲﾔ 長野県 東小学校  0:10:39

7 978 梅北　琉成 ｳﾒｷﾀ ﾙﾅ 新潟県 豊原小学校  0:10:40

8 981 栗原　未來 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾗｲ 長野県 上山田小学校  0:11:01

9 983 近藤　寛康 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 長野県 川中島ＪＲＣ  0:11:03

10 987 中野　紘杜 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ 新潟県 豊原小学校  0:11:22

11 990 町田　虎白 ﾏﾁﾀﾞ ｺﾊｸ 長野県 千曲市東小学校  0:12:06

12 985 竹前　星那 ﾀｹﾏｴ ｾｲﾅ 長野県 日滝小  0:12:22

13 992 山崎　桜翠 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｳｽｲ 長野県 山ノ内西小  0:12:27

14 989 牧　諒人 ﾏｷ ﾘｮｳﾄ 長野県 東小学校  0:12:44

15 993 山崎　優葵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 長野県 八幡小学校  0:12:47

16 982 小林　朋樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 長野県 山ノ内町西  0:13:51

17 979 柿崎　才晴 ｶｷｻﾞｷ ｻｲｾｲ 長野県  0:14:12

18 974 伊藤　駿海 ｲﾄｳ ｽｶｲ 新潟県 伊藤ファミリ  0:14:12

19 986 手塚　雄大 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 新潟県 妙高小学校  0:14:13
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1 967 竹内　美琴 ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ 長野県 木島平小学校  0:10:07

2 966 高橋　夢果 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 長野県 木島平小学校  0:10:47

3 964 小林　凜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 長野県 木島平小学校  0:11:18

4 968 平林　陽菜 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 長野県 生坂小学校  0:11:34

5 970 山本　愛華 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野県 木島小学校  0:12:11

6 962 川久保　涼美 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ 長野県 戸狩小学校  0:12:16

7 963 木内　優花 ｷｳﾁ ﾕｳｶ 長野県 常盤小学校  0:12:28

8 965 酒井　沙矢音 ｻｶｲ ｻﾔﾈ 愛知県 大口北小学校  0:15:07

9 971 山森　日菜 ﾔﾏﾓﾘ ﾋﾅ 愛知県 黒笹小  0:16:10

10 969 柳澤　春陽 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾋ 長野県 会染小学校  0:16:11

11 961 伊藤　来美 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 石川県  0:19:39
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