
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

1 805 田畑　亮介 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 長野県 真田クラブ 00:05:46

2 812 丸山　航生 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 長野県 山形小学校 00:05:46

3 802 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:05:58

4 813 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校 00:06:01

5 810 聖澤　蓮悟 ﾋｼﾞﾘｻﾜ ﾚﾝｺﾞ 長野県 埴生小学校 00:06:27

6 809 半田　悠真 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野県 00:06:37

7 806 中村　鷹 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ 長野県 ＹＵＩＹＯＵ 00:06:39

8 808 半田　遥己 ﾊﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野県 00:06:49

9 801 朝日　健翔 ｱｻﾋ ｹﾝﾄ 長野県 埴生小学校 00:06:50

10 803 鈴木　心崚 ｽｽﾞｷ ﾐﾘｮｳ 静岡県 島田第四小学校 00:06:55

11 804 高野　耕平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:07:21

12 807 花岡　空翔 ﾊﾅｵｶ ｸｳﾄ 長野県 科野小クロスカントリークラブ 00:07:23
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1 816 金井　凰世 ｶﾅｲ ｵｳｾ 長野県 山ノ内西小 00:06:19

2 820 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小 00:06:19

3 817 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校 00:06:29

4 822 野村　菜々央 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｵ 東京都 00:06:55

5 823 鷲野　ゆりあ ﾜｼﾉ ﾕﾘｱ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:06:56

6 819 小林　三希寧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾈ 長野県 00:07:22

7 815 勝山　江梨子 ｶﾂﾔﾏ ｴﾘｺ 長野県 00:07:59

8 818 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム 00:08:52

9 821 津久井　さくら ﾂｸｲ ｻｸﾗ 富山県 ゆるラン富山トレラン部 00:09:04

10 814 太田　莉愛奈 ｵｵﾀ ﾘｱﾅ 長野県 00:09:55
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1 840 塚田　魁士 ﾂｶﾀﾞ ｶｲｼﾞ 群馬県 よしいＡＣ 00:09:52

2 839 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:09:58

3 826 上原　咲真 ｳｴﾊﾗ ｻｸﾏ 新潟県 南本町小学校 00:10:30

4 843 野村　武之輔 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾉｽｹ 東京都 00:10:58

5 825 井出　獅楽 ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 長野県 00:11:14

6 833 堺井　蒼士 ｻｶｲ ｱｵｼ 富山県 砺波東部小学校 00:11:16

7 835 鈴木　改汰 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 新潟県 豊原小学校 00:11:23

8 841 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県 妙高高原北小学校 00:11:27

9 824 新井　結士 ｱﾗｲ ﾕｳｼ 長野県 赤穂東小学校 00:11:44

10 834 阪田　響 ｻｶﾀ ﾋﾋﾞｷ 長野県 00:12:13

11 836 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小学校 00:12:47

12 829 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム 00:12:48

13 827 小川　泰輝 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ 長野県 00:12:56

14 831 栗原　大空 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸ 長野県 上山田小学校 00:13:03

15 838 高野　陽平 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 長野県 治田小学校 00:13:17

16 830 北原　奏和 ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 長野県 伊那小学校 00:13:43

17 832 小出　新 ｺｲﾃﾞ ｱﾗﾀ 富山県 00:13:43

18 844 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 長野県 戸狩小学校 00:16:00

19 837 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ 00:16:27

20 845 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小 00:16:33
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1 856 長井　梨華 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 長野県 井上小学校 00:11:27

2 847 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県 00:11:36

3 860 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校 00:11:46

4 855 田畑　香奈 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ 長野県 真田クラブ 00:12:15

5 862 山﨑　凜奏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾐｶ 長野県 中野市立日野小４年 00:12:22

6 851 熊井　夏 ｸﾏｲ ﾅﾂ 長野県 00:12:57

7 853 後藤　ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小 00:13:51

8 852 黒岩　柚羽 ｸﾛｲﾜ ﾕｽﾞﾊ 長野県 屋代小学校 00:14:04

9 861 丸山　陽織 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｵﾘ 長野県 広丘小学校 00:14:17

10 849 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小 00:14:43

11 857 中村　由依 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 長野県 ＹＵＩＹＯＵ 00:15:18

12 859 樋口　咲空 ﾋｸﾞﾁ ｻｸ 埼玉県 00:15:20

13 854 小松　美樂 ｺﾏﾂ ｳﾗﾗ 長野県 00:18:36

14 848 植原　麻央 ｳｴﾊﾗ ﾏｵ 長野県 00:18:55
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1 866 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校 00:09:42

2 876 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小 00:09:54

3 869 黒岩　官九郎 ｸﾛｲﾜ ｶﾝｸﾛｳ 群馬県 嬬恋村立西部小学校 00:09:56

4 871 後藤　涼祐 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小 00:10:01

5 873 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小 00:10:07

6 868 栗原　夢生 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 長野県 上山田小学校 00:10:11

7 877 宮下　岳 ﾐﾔｼﾀ ｶﾞｸ 長野県 信濃小中学校 00:10:58

8 880 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:11:00

9 879 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校 00:11:17

10 864 池田　渓祐 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野県 裾花小学校 00:11:23

11 878 諸山　琉生 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 長野県 00:12:04

12 872 小林　之織 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 長野県 00:12:19

13 881 渡邊　慧梧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 長野県 科野小クロスカントリークラブ 00:12:53

14 867 金子　慶大 ｶﾈｺ ｹｲﾀ 長野県 00:13:09

15 865 市川　遼 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 長野県 科野小クロスカントリークラブ 00:13:57
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1 895 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校 00:11:01

2 885 菊地　遥奈 ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ 長野県 真田クラブ 00:11:08

3 884 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小 00:11:13

4 887 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小 00:11:22

5 891 丸山　愛衣 ﾏﾙﾔﾏ ﾒｲ 長野県 木島小学校 00:11:23

6 894 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小 00:11:52

7 882 池田　香穂 ｲｹﾀﾞ ｶﾎ 長野県 裾花小学校 00:12:15

8 888 高橋　幸由実 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 長野県 飯山小ＲＴＣ 00:12:27

9 883 礒江　六花 ｲｿｴ ﾘｯｶ 長野県 00:12:32

10 890 星野　早月 ﾎｼﾉ ｻﾂｷ 長野県 戸狩小 00:12:48

11 889 樋口　弥空 ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ 埼玉県 00:13:24

12 893 山崎　暖月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾂｷ 長野県 山ノ内西小 00:13:39

13 886 小松　咲樂 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 長野県 00:14:00

14 892 茂木　爽葉 ﾓﾃｷﾞ ｿﾖ 埼玉県 00:15:05
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