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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 2002 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:09:41

2 2013 星野　憩 ﾎｼﾉ ｹｲ 新潟県 古城小学校  0:09:51

3 2004 小嶋　亘 ｺｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 新潟県 妙高高原北小学校  0:09:51

4 2015 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県 木島小学校  0:09:54

5 2007 清水　稜揮 ｼﾐｽﾞ ｲｽﾞｷ 長野県 中野小学校  0:10:25

6 2001 阿久津　将煌 ｱｸﾂ ﾕｷｱ 神奈川県  0:10:29

7 2009 西田　峻吾 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ 東京都 梅島第二小  0:10:37

8 2011 廣田　颯 ﾋﾛﾀ ｿｳ 長野県  0:12:01

9 2008 鶴見　齊衡 ﾂﾙﾐ ﾅﾘﾋﾗ 埼玉県 サムズアップ  0:12:59

10 2005 斉藤　暖人 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 新潟県 新井北小学校  0:13:17

11 2014 本間　旭 ﾎﾝﾏ ｱｻﾋ 新潟県  0:14:54

12 2003 加藤　優青 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 東京都  0:15:09

13 2012 藤原　善次郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 岐阜県  0:16:57
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1 2018 入江　麻央 ｲﾘｴ ﾏｵ 埼玉県 羽生市立岩瀬小学校  0:09:55

2 2024 駒村　幸 ｺﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 新潟県 妙高南小  0:10:44

3 2022 川久保　莉美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾐ 長野県 戸狩小学校  0:10:47

4 2031 野村　菜々央 ﾉﾑﾗ ﾅﾅｵ 東京都  0:11:26

5 2029 竹内　杏理 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾘ 新潟県 妙高高原北小学校  0:11:57

6 2020 江口　真央 ｴｸﾞﾁ ﾏｵ 新潟県  0:11:59

7 2019 梅田　凛央 ｳﾒﾀﾞ ﾘｵ 東京都 微炭酸キッズ  0:12:58

8 2030 鳥居　真凪 ﾄﾘｲ ﾏﾅ 埼玉県  0:13:06

9 2026 篠原　杏花 ｼﾉﾊﾗ ｷｮｳｶ 茨城県 谷河原一族  0:13:23

10 2025 佐藤　美結 ｻﾄｳ ﾐﾕ 新潟県 中野山小学校  0:13:32

11 2028 関　陽茉莉 ｾｷ ﾋﾏﾘ 新潟県 ほうれん草  0:13:53

12 2017 石橋　希子 ｲｼﾊﾞｼ ｷｺ 神奈川県 初声小学校  0:14:11

13 2032 橋村　胡花 ﾊｼﾑﾗ ｺﾊﾅ 千葉県 寒風台小学校  0:14:11

14 2021 尾崎　アンナ ｵｻﾞｷ ｱﾝﾅ 岐阜県  0:14:23

15 2023 北澤　沙衣 ｷﾀｻﾞﾜ ｻｴ 長野県 北信ファーム  0:14:43

16 2033 増山　凛香 ﾏｽﾔﾏ ﾘﾝｶ 石川県  0:17:27
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1 2045 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 飯山小学校  0:08:14

2 2047 野村　武之輔 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾉｽｹ 東京都  0:09:00

3 2040 下田　岳 ｼﾓﾀﾞ ｶﾞｸ 静岡県  0:09:04

4 2041 鈴木　希音 ｽｽﾞｷ ｷｯﾄ 長野県  0:09:14

5 2046 手塚　輝 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 新潟県 妙高高原北小学校  0:09:16

6 2037 小川　泰輝 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ 長野県  0:09:21

7 2052 室﨑　大直 ﾑﾛｻｷ ﾀﾞｲﾁ 富山県 ＭＲ－Ｓ  0:10:18

8 2035 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 ＴＴＤ  0:10:21

9 2042 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 新潟県 妙高高原北小学校  0:10:41

10 2050 松沢　迅 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野県  0:10:50

11 2039 斉藤　圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校  0:10:51

12 2038 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:10:51

13 2051 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小  0:11:54

14 2048 橋村　平太 ﾊｼﾑﾗ ﾍｲﾀ 千葉県 寒風台小学校  0:12:42

15 2044 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 埼玉県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:12:45

16 2049 藤原　諒太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岐阜県  0:13:06
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1 2053 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 長野県  0:09:46

2 2067 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:10:03

3 2064 田辺　心美 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾐ 東京都  0:10:32

4 2056 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 ＴＴＤ  0:10:33

5 2063 後藤　ゆいか ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 新潟県 妙高高原北小学校  0:10:46

6 2057 岡田　雫 ｵｶﾀﾞ ｼｽﾞｸ 新潟県 妙高高原南小  0:10:55

7 2066 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  0:11:01

8 2065 早川　夏菜子 ﾊﾔｶﾜ ｶﾅｺ 愛知県 ＤＡＭＯＮＤＥ  0:11:34

9 2059 小野沢　穂乃香 ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 長野県 山ノ内西小学校  0:12:25

10 2058 長田　夏希 ｵｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 神奈川県  0:12:31
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1 2073 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:07:40

2 2078 駒村　隼 ｺﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 妙高南小  0:07:51

3 2077 後藤　涼祐 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 新潟県 妙高高原北小学校  0:07:53

4 2074 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  0:08:16

5 2082 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県  0:08:21

6 2081 進藤　聖真 ｼﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ 長野県 飯山小学校  0:08:24

7 2072 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県  0:08:29

8 2079 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:08:44

9 2084 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:08:52

10 2086 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:08:54

11 2076 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:09:10

12 2071 大松　陽翔 ｵｵﾏﾂ ﾊﾙﾄ 東京都  0:09:55

13 2069 阿久津　昊耀 ｱｸﾂ ｺｳﾖｳ 神奈川県  0:09:55

14 2087 渡辺　哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県  0:10:24

15 2083 本間　響 ﾎﾝﾏ ﾋﾋﾞｷ 新潟県  0:10:47

16 2075 小境　士道 ｺｻﾞｶｲ ｼﾄﾞｳ 長野県 戸狩小  0:10:53

17 2085 室﨑　大周 ﾑﾛｻｷ ﾀｲｼｭｳ 富山県 ＭＲーＳ  0:10:58

18 2080 霜鳥　一綺 ｼﾓﾄﾘ ｲﾂｷ 新潟県 妙高小学校  0:11:19

19 2070 一條　耕太郎 ｲﾁｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 富谷小学校  0:11:25
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1 2102 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:07:59

2 2096 高橋　幸由実 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 長野県 飯山小学校  0:08:31

3 2097 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:08:35

4 2099 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいクロカンクラブ  0:08:53

5 2093 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:09:00

6 2100 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:09:11

7 2091 岡田　七海 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 新潟県 妙高高原南小  0:09:32

8 2101 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:09:57

9 2092 小林　梨花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 長野県 飯山小学校  0:10:33

10 2088 石橋　瑚子 ｲｼﾊﾞｼ ｺｺ 神奈川県 初声小学校  0:11:19

11 2098 鳥居　美希 ﾄﾘｲ ﾐｷ 埼玉県  0:14:01

12 2095 白石　愛南 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ 東京都  0:14:01

13 2094 篠原　明依 ｼﾉﾊﾗ ﾒｲ 茨城県 谷河原一族  0:14:02
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